
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

　南相馬原町区において、７月14日および９月15日に植樹地域の
除草作業ボランティアに参加しました。

　南相馬市小高区において、10月28日に水仙植栽会、12月
９日に桜植樹祭が開催され、参加しました。

　８月25日に道の駅南相馬（原町区）において、南相馬消防署の署
員の方を講師に迎え普通救命講習を行いました。地域の方々の万一の
場合に備え心臓マッサージや自動体外式除細動器（AED）の使い方を
学び、迅速に対応できるよう努めております。

友の会パークゴルフ大会
　今年度は各営業店にて友
の会主催のパークゴルフ大
会を開催いたしました。

　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2回あぶくま信用金庫杯パークゴルフ大会
平成30年7月11日　会場：南相馬市パークゴルフ場

おだか浮舟まつりへ参加
（小高支店）

相馬野馬追へ参加

「第８回やるしかねぇべ祭」へ
参加（新地支店）

普通救命講習の開催

スポーツ振興による地域貢献

取り組み事例２

取り組み事例４

取り組み
事例3

各種地域行事への
積極な参加による地域貢献

ABUKUMA SHINKIN BANK



地域とともに

平成
30年

4月

6月
 10日 「第69回全国植樹祭

 ふくしま2018」へ参加
 15日 福島県内信用金庫

 一斉クリーン作戦を
 実施

7月
 11日 第２回あぶくま信用

 金庫杯パークゴルフ
 大会を開催

14日  南相馬市鎮魂復興
 市民植樹祭会場除草
 ボランティアへ参加

 29日 相馬野馬追御行列へ参加

8月
4日～15日 各営業店にて

 地域のお祭り等へ参加
 25日 普通救命講習の開催

9月
 ６日 あぶくま元気塾

 講演会の開催
 15日 南相馬市鎮魂復興

 市民植樹祭会場除草
 ボランティアへ参加

 19日～20日
 2018“よい仕事おこし”
 フェアへ参加

 25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）

5月
22日～23日
　第23回あぶくま
　くらぶ旅行の実施

12月
２日 第31回野馬追の里

健康マラソン大会へ
参加

９日 「おだか千本桜
プロジェクト
第７回桜植樹」へ参加

平成
31年

1月 2月
3月

11月
１日 あぶしんマネー

スクールを開催
４日 第６回南相馬市

鎮魂復興市民
植樹祭への参加

13日～16日　
いわき支店イン
ターンシップ受入れ

26日 あぶくま元気塾
講演会の開催

10月
10日 福島県内信用金庫一斉

クリーン作戦の実施
20日～21日

おだか秋祭りへ参加
28日 「おだか千本桜

プロジェクト 第２回
水仙植栽会」へ参加

10月20日～12月８日
各地区において
福祉施設等の
清掃作業を実施

30日～２月26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

21日 南相馬市内の
店舗において
Wi-Fiサービスの
提供開始

１日 後見支援預金の
取り扱い開始

11日 震災対応
模擬訓練を実施 14日 富岡町桜まつりへ

 参加
 15日 おだか浮船まつり

 へ参加

今年度は、南相馬市立原町第一小学校に
て開催いたしました。

社会貢献への取り組み

南相馬市原町区雫地区において、「第69
回全国植樹祭ふくしま2018」が開催され
ました。当金庫職員も「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。

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。

昨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30年６月10日
第69回全国植樹祭ふくしま2018へ
参加

平成30年６月15日・10月10日
福島県内信用金庫一斉クリーン作戦
を実施

平成30年７月11日
第２回あぶくま信用金庫杯
パークゴルフ大会を開催

平成30年７月29日
相馬野馬追御行列へ参加

平成30年11月１日
あぶしんマネースクールを開催

平成30年12月２日
第31回野馬追の里
健康マラソン大会へ参加

平成30年12月９日
「おだか千本桜プロジェクト
第7回桜植樹祭」へ参加

平成30年10月28日
「おだか千本桜プロジェクト
第2回水仙植裁会」へ参加

マラソンとウォーキングあわせて８名が
参加しました。

各営業店にて地域のお祭り等へ参加

お客様満足度
向上への取り組み

絶景の昇仙峡と鎌倉、横浜の旅を企画し、
お客様にご参加いただきました。

平成30年５月22日～23日
第23回あぶくまくらぶ旅行の実施

楢葉町の公的運営施設「笑ふる
タウンならは」へATMを設置い
たしました。

平成30年６月26日
「笑ふるタウンならは」
店外ATM稼働開始

土曜・日曜・祝日でも即時に振
込できるようになりました。
※ATM の取扱い時間について
は店舗によって異なります。

平成30年10月９日
即時振込の取扱時間の拡大

お客様への提案力や問題・課題解決のサポート
力向上を目的に、福島県信用金庫協会主催の
ロールプレイング大会に参加しました。

平成30年11月３日
福島県信用金庫協会主催
「第５回ロールプレイング大会」への参加

㈱Origamiが提供するスマホ決済サービス
「Origami Pay」の加盟店開拓を開始し、地域に根
付いたキャッシュレス化の推進により地域経済の
活性化に貢献してまいります。

平成30年12月
㈱Origamiとキャッシュレスサービスの連携開始

成年後見制度における新たな財産管
理機能の提供を目的に、後見支援預
金の取り扱いを開始致しました。

南相馬市内の店舗において、各種お
手続きの待ち時間にご利用可能な
Wi-Fiサービス（公衆無線LANサー
ビス）の提供を開始しました。

平成31年２月21日
南相馬市内の店舗において
Wi-Fiサービスの提供開始

お客様の安全確保、緊急時における
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31年３月11日
震災対応模擬訓練の実施

平成31年３月１日
後見支援預金の取り扱い開始

サンデーバンキング（日曜日営業）のご案内
◆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受付 ◆各種ローンのご相談・お申し込み受付　
◆お振込・代金取立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。

◆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受付　◆各種ローンのご
相談・お申し込み受付　◆二重ローンのご相談　◆お振込は平
日のみのお取扱いとなります。 ◆国債・投資信託・保険商品等の
ご相談　◆南相馬市税金等、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。

※土曜日・祝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
ゴールデンウィーク中の日曜日は休業とさせていただきます。

各地区において福祉施設等の
清掃作業を実施
◆平成30年10月20日
いいたてホーム（飯舘村）
◆平成30年11月10日
新地ホーム（新地町）
◆平成30年11月17日
相馬ホーム（相馬市）

花ぶさ苑（広野町）
福寿園（南相馬市）
◆平成30年12月１日
東洋健生園（いわき市）
◆平成30年12月８日
高松ホーム（南相馬市）

◆平成30年４月14日
富岡町桜まつりに参加（富岡支店）
◆平成30年４月15日
おだか浮舟まつりに
参加（小高支店）
◆平成30年８月４日
第８回やるしかねぇべ
祭に参加（新地支店）
◆平成30年８月５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）
◆平成30年８月12日
おだか夏祭り2018に参加（小高支店）
◆平成30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30年10月20日、21日
おだか秋祭りに参加（小高支店）

相馬支店
営業時間 ９:00～15:00

（11：30～12：30は窓口休業時間とさせていただきます）
※窓口休業時間中もこれまで通りATMはご利用いただけます。

営業時間　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

あぶくましんきんプラザ

原ノ町駅

南相馬市立
総合病院
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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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15日 福島県内信用金庫
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実施
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金庫杯パークゴルフ
大会を開催
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20日～21日

 おだか秋祭りへ参加
 28日 「おだか千本桜

 プロジェクト 第２回
 水仙植栽会」へ参加
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 21日 南相馬市内の
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参加
15日 おだか浮船まつり

へ参加

今年度は、南相馬市立原町第一小学校に
て開催いたしました。

社会貢献への取り組み

南相馬市原町区雫地区において、「第69
回全国植樹祭ふくしま2018」が開催され
ました。当金庫職員も「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。

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。

昨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30年６月10日
第69回全国植樹祭ふくしま2018へ
参加

平成30年６月15日・10月10日
福島県内信用金庫一斉クリーン作戦
を実施

平成30年７月11日
第２回あぶくま信用金庫杯
パークゴルフ大会を開催

平成30年７月29日
相馬野馬追御行列へ参加

平成30年11月１日
あぶしんマネースクールを開催

平成30年12月２日
第31回野馬追の里
健康マラソン大会へ参加

平成30年12月９日
「おだか千本桜プロジェクト
第7回桜植樹祭」へ参加

平成30年10月28日
「おだか千本桜プロジェクト
第2回水仙植裁会」へ参加

マラソンとウォーキングあわせて８名が
参加しました。

各営業店にて地域のお祭り等へ参加

お客様満足度
向上への取り組み

絶景の昇仙峡と鎌倉、横浜の旅を企画し、
お客様にご参加いただきました。

平成30年５月22日～23日
第23回あぶくまくらぶ旅行の実施

楢葉町の公的運営施設「笑ふる
タウンならは」へATMを設置い
たしました。

平成30年６月26日
「笑ふるタウンならは」
店外ATM稼働開始

土曜・日曜・祝日でも即時に振
込できるようになりました。
※ATM の取扱い時間について
は店舗によって異なります。

平成30年10月９日
即時振込の取扱時間の拡大

お客様への提案力や問題・課題解決のサポート
力向上を目的に、福島県信用金庫協会主催の
ロールプレイング大会に参加しました。

平成30年11月３日
福島県信用金庫協会主催
「第５回ロールプレイング大会」への参加

㈱Origamiが提供するスマホ決済サービス
「Origami Pay」の加盟店開拓を開始し、地域に根
付いたキャッシュレス化の推進により地域経済の
活性化に貢献してまいります。

平成30年12月
㈱Origamiとキャッシュレスサービスの連携開始

成年後見制度における新たな財産管
理機能の提供を目的に、後見支援預
金の取り扱いを開始致しました。

南相馬市内の店舗において、各種お
手続きの待ち時間にご利用可能な
Wi-Fiサービス（公衆無線LANサー
ビス）の提供を開始しました。

平成31年２月21日
南相馬市内の店舗において
Wi-Fiサービスの提供開始

お客様の安全確保、緊急時における
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31年３月11日
震災対応模擬訓練の実施

平成31年３月１日
後見支援預金の取り扱い開始

サンデーバンキング（日曜日営業）のご案内
◆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受付 ◆各種ローンのご相談・お申し込み受付
◆お振込・代金取立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。

◆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受付　◆各種ローンのご
相談・お申し込み受付　◆二重ローンのご相談　◆お振込は平
日のみのお取扱いとなります。　◆国債・投資信託・保険商品等の
ご相談　◆南相馬市税金等、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。

※土曜日・祝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
ゴールデンウィーク中の日曜日は休業とさせていただきます。

各地区において福祉施設等の
清掃作業を実施
◆平成30年10月20日
いいたてホーム（飯舘村）
◆平成30年11月10日
新地ホーム（新地町）
◆平成30年11月17日
相馬ホーム（相馬市）

花ぶさ苑（広野町）
福寿園（南相馬市）
◆平成30年12月１日
東洋健生園（いわき市）
◆平成30年12月８日
高松ホーム（南相馬市）

◆平成30年４月14日
富岡町桜まつりに参加（富岡支店）
◆平成30年４月15日
おだか浮舟まつりに
参加（小高支店）
◆平成30年８月４日
第８回やるしかねぇべ
祭に参加（新地支店）
◆平成30年８月５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）
◆平成30年８月12日
おだか夏祭り2018に参加（小高支店）
◆平成30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30年10月20日、21日
おだか秋祭りに参加（小高支店）

相馬支店
営業時間 ９:00～15:00

（11：30～12：30は窓口休業時間とさせていただきます）
※窓口休業時間中もこれまで通りATMはご利用いただけます。

営業時間　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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