
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。

地域貢献の取組み

相馬野馬追御行列へ参加 相馬野馬追盆踊りパレードへ参加 町地区秋まつりへ参加（新地支店）

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
　令和元年６月２日、南相馬市小高区において第７回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭に参
加しました。
　令和元年９月7日には平成 29 年度の植樹地域、令和元年９月28日には平成 30 年
度の植樹地域の除草作業ボランティアに参加しました。

各種地域行事への積極的な参加による地域貢献
　地域社会への積極的な参加を重要な取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。

福島県相双地域８市町村魅力ガイドブック
「福相双（ふくそうそう）」発刊･寄贈
　当金庫は、交流人口の増加に加え風評被害の払拭と震災の記
憶の風化防止を目的に、相双地域の８市町村や地元の関係機関
の協力のもと、ガイドブック「福相双（ふくそうそう）」を発刊し
ました。
　本ガイドブックは、令和２年２月に全国の信用金庫および商工
会議所に発送するとともに、地域の未来に対する各首長の想い
が込められたメッセージPVを各市町村に寄贈させていただきま
した。また、令和２年３月に地元の高校を卒業された生徒に寄贈
させていただきました。

スポーツ振興による
地域貢献

第３回あぶくま信用金庫杯パークゴルフ
大会　（令和元年７月11日　南相馬市
パークゴルフ場）

取組み事例１

取組み事例３

取組み事例４

取組み事例２
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地域とともに

平成
31年

令和
元年4月

6月
 ２日 第７回南相馬市鎮魂
  復興市民植樹祭へ参加
 ４日～５日　第24回あぶくまくらぶ
  旅行の実施
 17日 福島県内信用金庫一斉
  クリーン作戦を実施
19日～21日
  いわき支店ジュニア
  インターンシップ受け入れ

7月
 11日 第３回あぶくま
  信用金庫杯パーク
  ゴルフ大会を開催
27日 相馬野馬追盆踊り
  パレードへ参加
 28日 相馬野馬追御行列
  へ参加

8月
 １日 飯舘村との地域密着
  総合連携協定の締結
   3日～15日　各営業店にて地域
  のお祭り等へ参加
 ９日 あぶくま元気塾講演会
  の開催

9月

 7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
10日～11日　南相馬市立
  原町第二中学校の
  職場体験学習を受入
19日～20日　南相馬市立
  原町第一中学校の
  職場体験学習を受入
 28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

5月

12月
 １日 第32回野馬追の里
  健康マラソン大会および
  第14回ウォーキング大会
  へ参加
 ９日 富岡町との地域密着
  総合連携協定の締結

令和
２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
 28日 あぶくま元気塾
  講演会の開催
 28日 「新現役交流会
  2.0」へ参加

10月
５日～11月30日　
  各地区において福祉施設
  等の清掃作業を実施
７日～８日　
  2019“よい仕事おこし”
  フェアへ参加
 ９日 福島県内信用金庫一斉
  クリーン作戦の実施
 ９日 大熊町との地域密着
  総合連携協定の締結
 30日 双葉町との地域密着
  総合連携協定の締結

 30日～２月19日
  各営業部店において
  友の会・レディース会・
  あぶくま元気塾による
  総会・新年会の実施

 ４日 福島県相双地域８市町村
  魅力ガイドブック福相双
  （ふくそうそう）完成発表会
 27日～28日　福相双（ふくそうそう）を
  相双地区内の高校生へ寄贈

 ４日 相馬支店友の会
  馬陵公園清掃
  ボランティアを実施

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。

マラソンとウォーキング合わせて18人が
参加しました。

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。

今年度の参加者は前回より増え、291名
の方にご参加いただきました。

令和元年６月２日
第７回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭
へ参加

令和元年６月17日・10月９日
福島県内信用金庫一斉クリーン作戦
を実施

令和元年７月11日
第３回あぶくま信用金庫杯
パークゴルフ大会を開催

令和元年７月28日
相馬野馬追御行列へ参加

令和元年11月１日
あぶしんマネースクールを開催

令和元年9月10～11日、19～20日
本店・東支店にて
中学生の職場体験学習を受け入れ

令和2年２月４日
福島県相双地域８市町村
魅力ガイドブック福相双（ふくそうそう）
完成発表会

令和元年12月１日
第32回野馬追の里健康マラソン大会
および第14回ウォーキング大会へ参加

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

全店舗において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。各種お手続きの待ち時
間に、ぜひご活用ください。

平成31年４月１日
全店舗においてWi-Fiサービスを
提供 下町人情歌舞伎、山形満喫の旅を企画し、

お客様にご参加いただきました。

令和元年６月４日～５日
第24回あぶくまくらぶ旅行の実施

お客様のスマートフォンにアプリをインストー
ルし、所定の手続きを行うことで通帳の入出
金明細や残高が確認できるようになりました。

令和元年９月24日
通帳レスサービス「あぶしん通帳アプリ」
の取扱開始

お客様の利便性向上のため、本店駐車場のレ
イアウトを変更し、駐車場内を一方通行としま
した。以前より駐車しやすくなったと、ご好評
いただいております。

令和元年10月５日
本店営業部駐車場のレイアウト変更

「新現役交流会2.0」へお取引企業と
参加し、新現役と呼ばれるシニア人
材・専門家との面談を行いました。本
交流会は、被災３県に所在する25の
金融機関が参加しており、地域の課
題解決、活性化に向けて支援しており
ます。

令和元年11月28日
「新現役交流会2.0」へ参加

福島県８金庫『SDGs共同宣言』

　福島県内の８金庫は、国連が提唱する「SDGs（持続可能な開発目標）」の
理念に賛同し、『SDGs 共同宣言』を公表いたしました。
　福島県の持続的な発展に向けて、「地域経済」、「地域社会」、「地域環境」
の３つを重点テーマとし、８金庫が連携して取り組んでまいります。

　福島県内の８金庫は、SDGs
の目指す理念に賛同し地域社
会の一員として各金庫の経営
理念および地域特性を踏まえ
ながら福島県の地域経済の持
続的発展に向け連携して取り
組むことを宣言します。

各地区において福祉施設等の
清掃作業を実施
◆令和元年10月  ５日 いいたてホーム
 （飯舘村）
◆令和元年11月  ９日 相馬ホーム（相馬市）
 新地ホーム（新地町）
◆令和元年11月16日 花ぶさ苑（広野町）
◆令和元年11月23日 東洋健生園（いわき市）
◆令和元年11月30日 福寿園（南相馬市）

◆平成31年４月14日
おだか浮舟まつりに参加（小高支店）
◆令和元年８月４日
福寿園・さくら荘夏祭りに参加（東支店）
◆令和元年８月11日
広野町サマーフェスティバル2019に参加
（広野支店）
◆令和元年８月14日
相馬盆踊り大会へ参加（相馬支店）
◆令和元年８月15日
わたりふるさと夏まつりに参加（亘理支店）
◆令和元年11月３日
町地区秋まつりに参加（新地支店）

『宣言』

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
積極的な取組みをしております。
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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。

今年度の参加者は前回より増え、291名
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令和元年６月２日
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