
 

 

 

 

平成２３年１２月５日 

 

地域貢献活動（ロビー展、地域への協力等）のご案内 

－平成２３年１２月－ 

 

 武蔵野銀行（頭取 加藤喜久雄）では、埼玉県の地元銀行として地域に対する様々な貢献活動や営業店での

「ロビー展」を通じて地域の皆さまとのふれあいを大切にしております。今般、平成２３年１２月に実施する

各種活動が決定しましたのでお知らせいたします。 

  今後も、埼玉県の地元銀行として地域貢献活動に積極的に取り組んでまいります。 

 

以 上 

 

 

 

 
 

報道機関からのお問い合わせ先 

総合企画部 広報・ＣＳＲグループ   松 本 

ＴＥＬ：（０４８）６４７－２７１８ 



12月のロビー展情報

　＜お問合せ先＞
　武蔵野銀行 総合企画部広報・ＣＳＲグループ
　〒330-0854
　　　さいたま市大宮区桜木町1-10-8
　　　Ｔｅｌ：048-647-2718

支店名 開催日 出展者・グループ名 イベント内容 作品数 支店TEL 担当

蕨 12/1～12/8 芝園ハイツ・シニアクラブ・美園会 写真展 8点 048-432-2940 酒井　正美

秩父 12/1～12/30 正博 写真展「武甲山」 5点 0494-22-0940 上村　浩司

羽生 12/1～12/30 むさし野会 写真展 3点 048-561-1151 阿部　秀夫

幸手 12/1～12/30 幸手写友会 季節の写真展 20点 0480-42-1010 見冨　俊夫

草加 12/1～12/30 花塚　伊勢吉 書道展 4点 048-922-3161 高野　清一

北浦和 12/5～12/30 我流会 写真展 12点 048-831-3565 浅見　隆之

久喜 12/2～12/29 久喜・菖蒲ロータリークラブ 写真展 20点 0480-22-9311 梅村　実

大井 12/1～12/30 新双葉幼稚園 園児作品展 53点 049-261-2571 吉岡　明寛

南浦和 12/1～12/30 上原　教子 写真展 3点 048-861-3165 岡本　博

大宮 12/1～12/30 相澤　和悦 写真展「ろーかるひとり旅」 29点 048-642-2221 星  篤

西上尾 12/1～12/30 廣田　達司 写真展「近郊の鳥たち」 4点 048-726-7111 高田　康司

新座 12/1～12/30 第一新座幼稚園 園児作品展「そうぞうしたせかい」 25点 048-477-6211 石川　武雄

与野 12/1～12/27 旧与野市役所職員同好会「五人展」 写真展 15点 048-852-6011 田上　仁

新所沢 12/1～12/28 小暮たけみと講師たち プリザーブドフラワートゥインクル作品展 10点 04-2993-6151 長崎　進

坂戸 12/1～12/8 鳩山絵手紙サークル｢野ばらの会｣ 絵手紙展｢秋｣ 25点 049-283-3131 滝沢　潔

指扇 12/1～12/30 大根田　西杏 絵手紙展 10点 048-623-3131 板橋　徹

武里 12/1～12/30 白百合幼稚園 園児作品展 50点 048-736-9111 斉藤 真一

霞ヶ関 12/1～12/30 江本　哲也 写真展 7点 049-232-7711 合田　春男

大袋 12/1～12/12 川柳　彩の会 作品展 20点 048-977-3361 田代　彰

県庁前 12/1～12/30 社会福祉法人埼玉県共同募金会 「赤い羽根60年ありがとう」パネル展 5点 048-864-7111 芦沢　好広

入曽 12/1～12/30 斉藤　たま江 水墨画展 7点 04-2958-1811 増田　昌幸

桶川 12/1～12/22 石川　静子 ３Ｄアート展 9点 048-786-1811 細沼　博俊

下山口 12/1～12/30 飯田　繁 絵画展 10点 04-2925-3111 鈴木　和弘

本庄南 12/1～12/30 清水　春海 日本画展 5点 0495-21-5611 安藤　真己

新座南
12/1～12/26 フォトクラブ｢円｣ 写真展 8点

048-481－5611 谷本　吾一
12/26～12/30 絵手紙｢ふじ｣ 色紙絵・葉書絵展 20点

横瀬 12/1～12/30 加藤　武資 写真展 10点 0494-24-6711 萩田　正男

東所沢 12/1～12/30 かたくりの会 絵手紙展 50点 04-2945-7211 羽田　敏政

北浦和西口 12/1～12/30 上峰デイサービスセンター 貼り絵展「赤富士」 1点 048-825-6051 野中　茂樹

鶴ヶ島 12/1～12/30 小川　恭子 絵画展 4点 049-233-6341 岡野　和彦

新白岡 12/1～12/8 白岡水彩会 水彩画作品展 12点 0480-93-3201 川嶋　秀基

八潮 12/6～12/20 みひかり幼稚園 幼稚園児の作品展 80点 048-999-3821 島根  隆

和光
12/6～12/9 新倉高齢者センター生け花サークル 生け花展 5点

048-462-8451 新井　康裕
12/12～12/22 ハーモニー クリスマス作品展 20点



　　　1２月の地域貢献活動

支店名 日程 協力の内容 支店TEL 担当

蕨 毎週水曜日 店舗周辺美化活動 048-432-2940 酒井　正美

北浦和
毎日 さいたま市花いっぱい運動

048-831-3565 浅見　隆之
毎日 店舗周辺美化活動

越谷 毎日 店舗周辺美化活動 048-962-4131 杉本　勉
与野 毎週水曜日 店舗周辺美化活動 048-852-6011 田上　仁
七里 12/6 七里商工会　商店街美化活動 048-683-5211 田島　通済
杉戸高野台 12/17 杉戸町商工会の年末福引抽選会への協力（駐車場の提供） 0480-33-5741 鶴巻　有司
深作 毎週１回 店舗周辺美化活動 048-688-5191 渡辺　泰夫
鳩ヶ谷 毎日 店舗周辺美化活動 048-287-1771 関根　浩樹
新白岡 12/9 店舗周辺美化活動 0480-93-3201 川嶋　秀基
東川口 12/7 東川口商店街振興組合　歳末ふれあい祭り(餅つき大会)への参加 048-298-8831 金子　真一
八潮 毎週木曜日 八潮市商工会ｸﾘｰﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの参加(店舗周辺美化活動) 048-999-3821 島根  隆
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