
                                 

令和元年８月２９日 

 

各  位 

 

一般社団法人 全国信用組合中央協会 

 

 

令和元年度 「しんくみの日週間」の取組みについて 

【期間】 令和元年9月1日（日）～9月7日（土） 

 

 

信用組合業界では平成14年度より9月3日を「しんくみの日」と定め、9月1日～7日

を「しんくみの日週間」として設定し、信用組合協会・信用組合が地域、業域、職域

社会に根ざした社会貢献活動や日ごろの感謝を込めたさまざまなイベントを集中的

に実施することにより、信用組合業界のブランドイメージの向上に取り組んでおりま

す。 

 令和元年度は、全信用組合による一斉取組み推進策のひとつとして、各営業店舗に

て「しんくみの日週間のぼり旗」の掲出および「コミュニケーションマーク・ステッ

カー」の貼付を行うこととしております。このほか、各信用組合協会・信用組合にお

いては、業界が統一して社会貢献活動を行う基幹活動と信用組合協会・信用組合が独

自に企画して行う個別活動に区分して、しんくみの日週間の活動を展開することとし

ております。 

 今年度の取組みを予定している信用組合協会・信用組合について別紙のとおり紹介

いたします。 

 

１．基幹活動 

 信用組合協会・信用組合が一斉に実施する同じ社会貢献活動の取組みとして「献

血運動」と「しんくみピーターパンカード寄付金の贈呈」の実施を予定していま

す。 

＊「献血運動」は献血会場の提供及び日本赤十字社の献血バス又は献血ルームでの献血協

力により実施しています。 

＊「しんくみピーターパンカード」については、(株)オリエントコーポレーションと提携

し、取扱いをしています。 

このカードでご利用された額の0.5％が、ロンドンの「グレート・オーモンド・ストリー

ト病院こどもチャリティ」や信用組合業界が選定した地元のチャリティ関連諸団体等に

寄付されます。 

お客様はカードをご利用になるだけで社会貢献ができ、負担は一切かかりません。寄付

された資金は、難病や障害と闘っている子どもたちへの支援活動や、将来を託す子ども

たちへの健全な育成活動に役立てられています。 



                                 

２．個別活動 

 信用組合協会・信用組合が独自に企画した社会貢献活動やイベント等の実施を

予定しております。 

なお、個別活動の実施にあたっては、信用組合協会・信用組合の役職員のみな

らず、地域の組合員や住民に参加を促すなど、地域に広がる社会貢献活動やイベ

ント等も予定しております。 

 

３．各信用組合協会・信用組合の取組み（予定） 

 別紙「しんくみの日週間実施内容紹介（一部）」のとおり 

 

以 上 

 

【本件に関する問い合わせ先】

一般社団法人 全国信用組合中央協会

広報研修部広報課

TEL：03-3567-2452

(平日：9：00～17：00)



〇取組み内容(一部)

信用組合名 基幹活動 個別活動

北央信用組合 献血活動 来店プレゼント、交通安全運動に係る寄付金贈呈

函館商工信用組合 献血活動 清掃活動

空知商工信用組合 献血活動 清掃活動、募金活動

十勝信用組合   来店プレゼント

青森県信用組合 献血活動 切手等収集寄付、エコ絵画コンクール

古川信用組合 献血活動 来店プレゼント

秋田県信用組合 献血活動 清掃活動、懸賞金付定期預金抽選会、子ども金融教室

北郡信用組合 献血活動 清掃活動、来店プレゼント、花いっぱい運動

いわき信用組合 献血活動
清掃活動、感謝デー、来店プレゼント、地元児童へスポーツ用具寄贈、写真展、手芸展、絵画展、
ゆるキャラ着ぐるみ接客等

相双五城信用組合 献血活動 清掃活動、来店プレゼント

会津商工信用組合 献血活動 清掃活動、慰問活動

真岡信用組合 献血活動 花いっぱい運動

那須信用組合 献血活動 花いっぱい運動

あかぎ信用組合 献血活動 清掃活動、来店プレゼント

群馬県信用組合 献血活動
清掃活動、チャリティゴルフ、感謝デー、来店プレゼント、花いっぱい運動、切手等収集寄付、
地元社会福祉協議会主催「福祉ふれあいまつり」へのバザー用品提供・ボランティア活動

ぐんまみらい信用組合 献血活動 清掃活動、来店プレゼント

熊谷商工信用組合 献血活動 来店プレゼント

埼玉信用組合 献血活動 相談会

銚子商工信用組合 献血活動 清掃活動

文化産業信用組合 献血活動 読み聞かせ会

東京厚生信用組合 献血活動 花いっぱい運動

東信用組合 献血活動 来店プレゼント、来店プレゼント

江東信用組合 献血活動 来店プレゼント

青和信用組合 献血活動 花いっぱい運動、小学校児童による絵画展

中ノ郷信用組合 献血活動 清掃活動、感謝デー、来店プレゼント

共立信用組合 献血活動 エコキャップ収集寄付

第一勧業信用組合 献血活動 清掃活動

警視庁職員信用組合 献血活動 花いっぱい運動

横浜幸銀信用組合 献血活動 清掃活動

小田原第一信用組合   清掃活動、花いっぱい運動、切手等収集寄付

相愛信用組合   清掃活動、来店プレゼント、切手・ペットボトルキャップの収集寄付

静岡県医師信用組合 切手等の収集寄付

新潟鉄道信用組合 献血活動 来店プレゼント

興栄信用組合 献血活動 清掃活動、感謝デー、来店プレゼント

新栄信用組合 献血活動 清掃活動

さくらの街信用組合   清掃活動、チャリティゴルフ、感謝デー、来店プレゼント

協栄信用組合 献血活動 清掃活動、感謝デー、来店プレゼント、切手等収集寄付

三條信用組合 来店プレゼント

巻信用組合 献血活動 清掃活動、チャリティゴルフ、来店プレゼント

塩沢信用組合   清掃活動、特別定期預金抽選会、コンサート実施、特殊詐欺防止訓練の実施

糸魚川信用組合 献血活動 清掃活動、チャリティゴルフ、来店プレゼント、切手等収集寄付、ひすい(原石)の鑑定会の実施

山梨県民信用組合 献血活動 清掃活動、花いっぱい運動

都留信用組合 献血活動 清掃活動、花いっぱい運動

富山県信用組合 献血活動 チャリティゴルフ

しんくみの日週間実施内容紹介(一部)



金沢中央信用組合 献血活動 清掃活動、来店プレゼント、ロビー展、「まちなかゼミナール」での講座担当

信用組合愛知商銀 献血活動 清掃活動、花いっぱい運動

愛知県警察信用組合   花いっぱい運動

豊橋商工信用組合 献血活動 清掃活動

愛知県中央信用組合 献血活動 清掃活動、来店プレゼント

滋賀県民信用組合   花いっぱい運動

滋賀県信用組合 献血活動 清掃活動

京滋商工信用組合 献血活動 清掃活動

成協信用組合 献血活動 清掃活動、来店プレゼント、花いっぱい運動

兵庫県警察信用組合 献血活動 幼稚園等へ絵本の贈呈

淡陽信用組合 献血活動 清掃活動、花いっぱい運動

島根益田信用組合 献血活動 清掃活動、感謝デー

朝銀西信用組合 感謝デー

笠岡信用組合 献血活動 花いっぱい運動

広島市信用組合 献血活動 地元の社会福祉法人に寄付金贈呈

広島県信用組合 献血活動 清掃活動

信用組合広島商銀 献血活動 清掃活動、感謝デー、切手等収集寄付

両備信用組合 献血活動 清掃活動

香川県信用組合 献血活動 清掃活動、来店プレゼント、花いっぱい運動

土佐信用組合 献血活動 清掃活動

宿毛商銀信用組合 献血活動 清掃活動

福岡県庁信用組合   切手等収集寄付

福岡県信用組合 献血活動 清掃活動、切手等収集寄付

佐賀県医師信用組合   切手等収集寄付

佐賀東信用組合 献血活動 来店プレゼント、花いっぱい運動、切手等収集寄付

佐賀西信用組合 献血活動 清掃活動、花いっぱい運動

長崎三菱信用組合 献血活動 慰問活動

西海みずき信用組合 献血活動 来店プレゼント、花いっぱい運動

福江信用組合   来店プレゼント

熊本県信用組合 献血活動 清掃活動、来店プレゼント

大分県信用組合 献血活動 清掃活動

宮崎県南部信用組合   清掃活動、来店プレゼント、交通安全指導

鹿児島興業信用組合 献血活動 清掃活動

奄美信用組合 献血活動 清掃活動、チャリティゴルフ、来店プレゼント、花いっぱい運動

しんくみピーターパンカードの寄付金の贈呈について(一部)

信用組合協会名

（一社）群馬県信用組合協会 日本ダウン症協会　群馬支部

埼玉県信用組合協会 埼玉県深谷市

山口県信用組合協会 児童養護施設　小野田陽光園

高知県信用組合協会 幡多希望の家

佐賀県信用組合協会 児童養護施設　済昭園

宮崎県信用組合協会 油津FCスポーツ少年団

信用組合名

釧路信用組合 社会福祉法人　釧路まりも学園

信用組合横浜華銀 グループペンギン

山梨県民信用組合 山梨県障害児者家族会ネットワーク「おやラボ」

都留信用組合 特定非営利活動法人Mom

しんくみピーターパンカードの寄付金贈呈予定先

しんくみピーターパンカードの寄付金贈呈予定先


