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お客さまから信頼される銀行を目指して
創立70周年記念事業の実施
当行は平成25年3月31日に創立70周年を迎えました。これもひとえに、お客さま、地域の皆さま、株主の皆
さまからの長年に亘るあたたかいご支援、
ご愛顧の賜物であり、心から感謝申し上げます。地域の皆さまからの
ご愛顧にお応えすべく、
創立70周年記念事業を実施してまいりました。

小・中学校への図書購入費用の寄付（平成24年5月実施）
船橋市海神地区から新船橋地区へ店舗を移転したことから、
これまでお世話になってきた地域の皆さま
への感謝の気持ちと、街づくりが進む新船橋地区の教育環境整備に役立てていただくため、市内（海神・
新船橋地区）の小・中学校へ図書館用図書購入費用を寄付しました。なお、この件について平成25年3月
30日に紺綬褒章を受章しました。

千葉大学との
「連携協力に関する協定書」
の締結（平成24年7月実施）
地域社会、経済、産業の発展と活性化へのさらなる貢献を図るため、
国立大学法人千葉大学と包括的連携協力に関する協定を締結しました。

「ちばアクアラインマラソン」
への協賛（平成24年10月実施）
千葉県等がスポーツの振興と千葉県の魅力の発信を目的に開催した
「ちばアクアラインマラソン」
にオフィシャルスポンサーとして協賛しました。

高齢者福祉施設への車いすの寄贈（平成24年11月実施）
高齢化が進む地域社会において、重要な役割を担っている高齢者福祉
施設のお役に立ちたいと考え、千葉県を通じて車いす70台を寄贈しました。

「ブランチギャラリー」
をホームページで開催（平成24年11月より実施）
営業店に展示している千葉県にゆかりのある画家の絵画
作品を、多くの皆さまにご覧いただけるよう
「京葉銀行ブランチ
ギャラリー」
としてホームページ上にてご紹介しています。

外貨預金・投資信託手数料70％キャッシュ
プレゼントの実施
「アルファ外貨預金」
（ 窓口・ATM・インターネット）
をお預け
入れまたは
「投資信託」
（インターネットのみ）
をご購入いただ
いた個人のお客さまに対して、平成25年3月1日から3月29日
まで、各手数料の70％相当額をキャッシュプレゼントしました。
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千葉大学との締結式の模様

テレビCM・情報誌
人と人とのきずな

人と街とのきずな をテーマとしたテレビCMを放映

平成25年4月より、 人と人とのきずな 人と街とのきずな をテーマとしたテレビCMを放映しています。
このCMは、当行ホームページの
「CMギャラリー」
並びに店頭のプラズマディスプレイ等でご覧いただけます。
また、CM採用曲については、千葉を拠点に活動しているRAM WIRE（ラムワイヤー）
の曲
「きぼうのうた」
を採用しています。

「ライフステージとともに」
篇

RAＭ WIRE
（ラムワイヤー）

お客さま向け情報誌
「きずな」
を発刊

お客さま向けの情報誌として
「きずな」
（ 4月・10月の年2回発行）
を発行して
います。情報誌「きずな」は、人と地域の きずな にスポットを当てた特集や
セカンドライフを充実させる生活情報などを紹介しています。また、読みやすい
書体を選定し、すっきりとしたゆとりあるデザインに配慮しています。

お客さま向け情報冊子
「千葉が誇る日本一」
を発刊

平成24年10月より、お客さま向けの小冊子として
「千葉が誇る日本一」
を発刊しています。
「千葉が誇る日本一」
は、
日本一の概要や裏づけるデータ
のほか、
それにまつわる人々へのインタビューや豆知識となるコラム、
グルメ
情報などを盛り込み、千葉をより深く知ってもらえるような誌面として
います。
平成27年9月までの3年間、毎月1回計36回で、毎月下旬に店頭に備え
置き、
ご来店されたお客さまにご自由にお持ち帰りいただいています。

「新テレビCM」
、
「きずな」
および
「千葉が誇る日本一」
の内容は、
当行ホームページでもご覧いただくことができます。

京葉銀行

検索
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地域貢献・社会福祉活動
千葉駅前オフィス町内会

平成4年2月に、JR千葉駅前にオフィスを置く事業所が千葉駅
前地区の環境美化と、
企業より出される古紙のリサイクル等の活動
を開始しました。現在会員企業は61社、当行はその代表幹事、
事務局を務めています。
なお、
千葉駅前オフィス町内会は、千葉市より会員企業の地道な
活動が評価され、平成24年12月に「千葉市都市文化賞（まち
づくり部門）」
を受賞しました。

金融教育の取り組み

金融教育取り組みの一環として
「αバンク探検ツアー」
を開催
しています。地域の小学生に対し、銀行業務の基本を説明する
だけでなく、実 際に大 人 が 働く職 場を体 験してもらうことで、
就業観・勤労観の育成に努めています。

各種スポーツ大会の支援

地域のスポーツ振興の一環として、各種のスポーツ大会の支援をしています。

ママさんバレーボール大会の支援

毎年秋に千葉県ママさんバレーボール連盟とバレーボール大会を共催しています。

共催の大会（平成24年度）
「第21回α杯千葉県ママさんバレーボールシニア大会」 50歳以上59チーム
（約900名）
参加
「第17回京葉銀行杯千葉県ママさんバレーボール大会」 32チーム
（約500名）
参加

少年軟式野球大会の支援

子供たちの大好きな野球の大会へ賞品を寄贈しています。

平成24年度「第36回千葉市少年軟式野球協会秋季中央大会」
144チーム約3,000名の小学生が参加

グラウンドゴルフ大会の後援

高齢者スポーツとして、人気の高いグラウンドゴルフの
大会へ賞品等を寄贈し後援しています。
平成24年度
「第16回千葉県グラウンドゴルフ大会」
春 約1,500名参加
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献血の実施

年に2回、本店・本部の行員を中心に献血を実施しており、平成24年度は140名、
50,800ccを採血し千葉県
赤十字血液センターに協力しました。

小さな親切運動

当行の役職員、約2,000名の募金を寄付活動等により、地域社会に役立てています。
平成24年度は、当行創立70周年記念事業の一環として、例年よりも招待人数を増やし、お体の不自由な
子供たち200名を東京ディズニーリゾートへご招待しました。その他、福祉施設に入所されている方や東日本
大震災により被災された方など495名を（公財）千葉県文化振興財団や（公財）ニューフィルハーモニー
オーケストラ千葉が主催するクラシックなど13回のコンサートへご招待しました。
また、歳末たすけあい寄付等を行っています。
（寄付先 9団体255万円）

京葉銀行ホームヘルパー助成基金

平成5年2月に、高齢社会における在宅福祉サービスの担い手であるホームヘルパーを支援するため、
公益信託
「京葉銀行ホームヘルパー助成基金」
を設立し、毎年千葉県内のホームヘルパー事業に携わる団体
へ助成金を贈呈しています。
平成24年度は13団体283万円を助成しました。これまでの20年間で、249団体、4,030万円を助成し
ホームヘルパー団体の研修事業や、施設、機器等の整備に役立てられています。

「子育て応援！チーパス事業」
へ協賛

平成２４年７月より、千葉県が実施する企業参画型子育て支援事業の
「子育て応援！チーパス事業」
に協賛
し、千葉県内に居住する妊婦または中学生以下の児童１名以上がいる世帯を対象に子育て応援サービスの
提供を行っています。
子育て応援住宅ローンおよびマイカーローンについては、千葉県内に居住する子育て世帯で、対象世帯で
あることが確認できる書類の提示があれば、
ご利用いただけます。
※
「企業参画型子育て支援事業」
とは、千葉県内における子育ての環境について経済的・物理的支援体制を整備することにより県全体で子育てを行う家庭を
応援する機運を高めることを目的としています。

提供するサービス内容
子育て応援住宅ローンの金利応援

マイカーローンの金利応援

店頭表示金利より全期間最大年▲１．
２％の金利応援と
しています。

標準金利より全期間最大年▲０．
１５％の金利応援として
います。

おむつ交換台の提供
「お客さまに便利でやさしいお店づくり」
をテーマに、店舗に設置している多目的トイレ内のベビーベッドをおむつ交換台として
提供しています。
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文化活動
京葉銀行文化プラザ

平成20年4月より
「千葉市文化交流プラザ」
のネーミングライツ
（命名権）
を取得し、同施設は
「京葉銀行文化
プラザ」
となりました。
（協定期間：平成27年3月31日まで）
当プラザを利用した各種セミナーおよび講演会等各種イベントの開催を実施していくとともに、千葉市との
協力により
「京葉銀行文化プラザ」
が地域の皆さまの文化交流の場として発展するよう努めてまいります。
至 成田

至 東京
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駅
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本店ショーウィンドーギャラリーの開催

平成17年度より当行本店ショーウィンドーギャラリーにて、
「日本の伝統」
をテーマとした作品を展示して
います。
平成24年12月には千葉市より都市景観および建築文化の向上などに貢献する優れた建築物等であると
評価され、
「千葉市都市文化賞
（小道具部門）
」
を受賞しました。
平成25年4月からは、
「 日本を詠う」
をテーマに、日々の暮らしのひとこまを短い言葉で生き生きと描き
出す
「俳句」
にまつわる文化の一端をご紹介しています。
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本店営業部ロビー展
「アルファバンクアートフォーラム」
の開催

平 成 1 7 年 1 0 月より、本 店 営 業 部 のロビ ーにて、
ロビー展
「アルファバンクアートフォーラム」
を開催して
います。
「本店ショーウィンドーギャラリー」
とともに芸術
文化の情報発信の場として、季節感や話題性に富んだ
さまざまな分野の芸術作品をご紹介しています。
平成24年度に開催した作品展
新保裕希「日本画展」

（平成24年7月2日〜9月7日）

溝口七生「油彩画展」

（平成24年9月18日〜11月16日）

前田力 「日本画展」

（平成24年11月26日〜平成25年1月25日）

カレンダーへの県内若手有望画家の起用

昭和49年のカレンダーより、千葉県にゆかりのある画家の作品をご紹介
しています。長年にわたり、東山魁夷画伯をはじめ県内にゆかりの深い有名画
家の作品をご紹介してきましたが、平成14年からは、今後ますます活躍が期待さ
れる若手画家を中心にご紹介しています。
今年は佐倉市出身の日本画家前田力氏の作品をご紹介しています。

若い芽の

コンサートへの協賛

平成元年より、将来が期待される若い演奏家の育成と芸術文化の振興を目的として、
（ 公財）千葉県文化
振興財団が主催する
「若い芽のαコンサート」
（毎年6月、千葉県文化会館大ホール）
に協賛しています。
これまでに、26回、75人が公演し、その後プロとして、世界の舞台で活躍している演奏家も輩出しています。
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