
地域貢献活動
当金庫では、「地域社会の繁栄と地区住民の豊かな未来を創造する」ことを
経営理念とし、地域の「環境・安全・教育・文化」等の活動に対し
積極的に取り組んでいます。

地域貢献の取り組み

　南相馬市原町区雫地区において、天皇皇后両陛下ご臨席のもと「第 69 回全国
植樹祭ふくしま 2018」が開催され、当金庫においても抽選で選ばれた９名の職
員が「いのちの森」による防災・減災を後世に伝える思いで、参加いたしました。

　南相馬市小高区において、「花見ふれあい広場
植樹祭」が開催され参加いたしました。

　文化・芸術を通し地域の人々の豊かな暮らしに貢献するため、国内外で年間
1000 回以上の公演活動を行っている秋田県の劇団わらび座によるミュージカル

『「KINJIRO!」〜本当は面白い二宮金次郎〜』を、当金庫と当金庫本店・東支店友
の会主催にて上演いたしました。（平成29年8月27日　南相馬市民会館ゆめはっと）

　地域社会への積極的な参加を重要な取り組み
の一つとして位置づけ、これからも地域行事に積
極的に参加してまいります。

取り組み事例１ 植林による海岸地域の災害発生時の減災や地域の環境美化による地域貢献

第69回全国植樹祭ふくしま2018（平成30年6月10日）

当日は950人を超えるお客さまに観賞して
いただきました。

第１回あぶくま信用金庫杯パークゴルフ大会
（平成29年7月6日）
会場 :南相馬市パークゴルフ場

ミュージカル上演前に信金中央金庫　中西雅
明氏より「ミュージ力ルをもっと楽しく!　〜金
次郎のとっておきのお話し〜」と題し講演して
いただきました。

あぶくま信用金庫友の会支店対抗パークゴル
フ大会（平成29年9月13日）
会場 :南相馬市パークゴルフ場

相馬野馬追へ参加

「特別養護老人ホーム福寿園・ケアハウスさくら荘夏祭り」
へ参加 （東支店）

「やるしかねぇべ祭」へ参加 （新地支店）

文化・芸術活動支援による地域貢献

スポーツ振興による地域貢献

取り組み
事例3

各種地域行事への積極的
な参加による地域貢献

取り組み事例２

取り組み事例４
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地域とともに

平成
29年

4月

6月
 １日 東支店ATM増設
 １日 詐欺被害防止の

 ため70歳以上の
 お客様に対し、
 ATM振込の一部
 利用制限を開始

 15日 福島県内信用金庫
 一斉クリーン作戦
 の実施

7月
6日 第1回あぶくま信用

 金庫杯パークゴルフ
 大会を開催

30日  相馬野馬追御行列へ
 参加

 30日 姥嶽蛇王神社遷座祭
 へ参加

8月
1日 個人向け信託商品の

 取り扱い開始
5日～15日 各営業店にて

 地域のお祭り等へ参加
 24日 農業高校経営

マーケティングプログラム
へ参加（相馬農業高校）

 27日 本店・東支店友の会
 50周年記念事業の実施
 「MUSICAL KINJIRO！」

 30日 農業高校経営
マーケティングプログラム
へ参加（ふたば未来学園）

9月
 13日 あぶくま信用金庫

 友の会支店対抗
 パークゴルフ大会
 を実施

5月
 23-24日

第22回あぶくま
くらぶ旅行の実施

12月
3日 第30回野馬追の里

健康マラソン大会へ
参加

12日 富岡地区金融強盗
模擬訓練を実施

13日～15日 
いわき支店インターン
シップ受入れ

平成
30年

1月 2月
3月

11月
3日 愛宕神社例大祭

へ参加

10月
11日 福島県内信用金庫一斉

クリーン作戦の実施
14日 第5回南相馬市

鎮魂復興市民植樹祭
へ参加

21日 おだか秋まつりへ参加
26日 南相馬警察署による

金庫職員向けに
詐欺等の被害防止
対策講話を開催

10月28日～12月9日
各地区において
福祉施設等の
清掃作業を実施

4日 つみたてNISA
取り扱い開始 1日 あぶしんマネー

スクールを開催
2日～23日

各営業部店において
友の会・レディース会
による総会・新年会の実施

18日 「おだか千本桜プロジェクト
第5回桜植樹祭」へ参加

9日 震災対応模擬訓練を
実施

 ５日 広野町への非常食・
 非常用飲料水の寄贈

７日 楢葉町への非常食・
 非常用飲料水の寄贈

 16日 小高浮舟まつりへ参加
 20日 フレスコキクチ鹿島店

 ATMオープン

マラソン・ウォーキングを含め23名参加
しました。

いわき支店にてインターン実習生を受け
入れました。

社会貢献への取組み

毎年6月と10月に福島県内信用金庫が
一斉に清掃活動を実施しています。当金
庫は、各店舗周辺の清掃を行いました。

今年度より当金庫の冠杯がスタートし、
多数の方に参加いただきました。

平成29年6月15日・10月11日
福島県内信用金庫
一斉クリーン作戦を実施

平成29年7月6日
第１回あぶくま信用金庫杯
パークゴルフ大会を開催

平成29年7月30日
相馬野馬追御行列へ参加

平成29年12月13日～15日
インターンシップ受入れ

平成29年12月3日
第30回野馬追の里健康マラソン大会
へ参加

平成30年2月18日
「おだか千本桜プロジェクト
　第5回桜植樹祭」へ参加

今年度は、新地小学校にて開催いたしま
した。

平成30年2月1日
あぶしんマネースクールを開催

各営業店にて地域のお祭り等へ参加

お客様満足度
向上への取組み

岩手盛岡「ものまね歌謡ショー」＆「武家
屋敷散策」の旅を企画し、お客様にご参加
いただきました。

平成29年5月23日～24日
第22回あぶくまくらぶ旅行の実施 浪江支店において、職員による積極的な

声掛けと警察との連携により架空請求詐
欺被害を未然に防止し、双葉警察署より
感謝状をいただきました。

平成29年12月25日
浪江支店において
架空請求詐欺被害を未然に防ぐ

営業店において対応が難しい専門的な相
談を、テレビシステムを利用し、本部担当
者による対応が可能となりました。

平成30年3月23日
本部と各営業店で相互通信可能なテレ
ビシステムを一部店舗にて導入開始

福島県内8金庫では、お客様の大切なご預金
を「還付金詐欺」「振り込め詐欺」等による詐欺
被害を防止するため70歳以上のお客様に対し
ATM振込の一部利用制限を開始いたしました。

平成29年6月1日
詐欺被害防止のため
ＡＴＭ振込の一部利用制限開始

お客さまの最善の利益を追求し、基本方針に従っ
てお客さま本位の業務運営を実践いたします。

平成29年12月18日
お客さま本位の業務運営に関する基本方針
（フィデューシャリー・デューティー）を策定・公表

お客様の円滑な相続・贈与のニーズにお応えするため
個人向け信託商品の取り扱いを開始いたしました。

平成29年8月1日
信託商品の取り扱い開始

緊急時におけるお客様の安全確保、危機管理態勢の確
認や職員の最終的な避難も含め訓練を行いました。

平成30年3月9日
震災対応模擬訓練の実施

サンデーバンキング（日曜日営業）のご案内
平日のご来店が難しいお客様は、ぜひご利用ください。
営業時間　日曜日9：00～15：00

※土曜日は営業しておりません。　※12月30日～1月5日の年末年始および4月～5月
のゴールデンウィーク中の日曜日はお休みさせていただきます。

営業内容 ●ご預金の預け入れ・払い戻し、口座の開設、お届け事項の変更等※1

●口座の自動振替のお申し込み　●各種ローンのご相談・お申し込み
●お振り込み・代金取り立ては翌営業日扱いとなります。
●信託・年金・国債・投資信託・保険商品等のご相談
●各種公共料金・クレジット料金等の払い込み※2

※1　一部お取り扱いできない業務がございます。
※2　一部お取り扱いできない公共料金・クレジット等がございます。

平成29年8月5日
やるしかねぇべ祭に参加（新地支店）

各地区において福祉施設等の
清掃作業を実施
平成29年10月28日
なごみの里福田（新地町）

平成29年11月11日
いいたてホーム（飯舘村）

平成29年12月9日
福寿園（南相馬市）

平成29年12月2日
相馬ホーム（相馬市）
高松ホーム（南相馬市）
花ぶさ苑（広野町）
東洋学園成人部（いわき市）

平成29年8月11日
広野町サマーフェスティバル夏祭り
に参加（広野支店）
富岡夏祭りに参加（富岡支店）

平成29年8月14日
相馬盆踊り大会に参加（相馬支店）

平成29年8月15日
わたりふるさと夏まつりに参加

（亘理支店）

平成29年8月6日
特別養護老人ホーム福寿園・ケア
ハウスさくら荘夏祭りに参加（東支店）
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●東支店北原出張所（あぶくましんきんプラザ）（11：30～12：30は窓口休業時間とさせていただきます）
【平日】 午前の部　  9：30～11：30

午後の部　12：30～17：30
【土日祝】 午前の部 9：30～11：30

午後の部　12：30～16：00

地域貢献へのあゆみ
当金庫では、年間を通じて文化的・社会的貢献などに
積極的な取り組みをしております。
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●東支店北原出張所（あぶくましんきんプラザ）（11：30～12：30は窓口休業時間とさせていただきます）
　【平日】 午前の部　  9：30～11：30

午後の部　12：30～17：30
【土日祝】 午前の部　  9：30～11：30

午後の部　12：30～16：00
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