
                                 

令和２年８月２８日 

 

各  位 

 

一般社団法人 全国信用組合中央協会 

 

 

令和2年度 「しんくみの日週間」の取組みについて 

【期間】 令和2年9月1日（火）～9月7日（月） 

 

 

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組んでおります。 

 令和2年度は、全信用組合による一斉取組み推進策として、各営業店舗にて「しんく

みの日週間のぼり旗」※１の掲出や「コミュニケーションマーク・ステッカー」※２の貼

付を行う他、花の種（ビオラ）※３を「しんくみの花」として配布することとしており

ます。 

また、各信用組合協会・信用組合においては、下記のとおり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。 

  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ しんくみの日週間のぼり旗 

 

※２ コミュニケーションマーク・ステッカー 

 
 

※３ 花の種 

 

 

 

【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  清掃活動、来店プレゼント、花いっぱい運動、募金活動
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、来店プレゼント、子ども金融教室、懸賞金付定期預
金抽選会

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
山形中央信用組合 献血活動 清掃活動、花いっぱい運動
山形第一信用組合  清掃活動

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、写真展、ゆるキャラ着
ぐるみ接客

相双五城信用組合 献血活動 清掃活動、花いっぱい運動
会津商工信用組合 花いっぱい運動
茨城県信用組合 献血活動 花いっぱい運動
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、花いっぱい運動

群馬県信用組合 献血活動
清掃活動、来店プレゼント、切手等収集寄付、顧客手作り作品
展

ぐんまみらい信用組合 献血活動 清掃活動、花いっぱい運動
熊谷商工信用組合  感謝デー、来店プレゼント、花いっぱい運動
埼玉信用組合 献血活動 相談会
全東栄信用組合 献血活動 花いっぱい運動
東京厚生信用組合  花いっぱい運動
東信用組合 献血活動 来店プレゼント、花いっぱい運動
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
中ノ郷信用組合 献血活動 清掃活動、花いっぱい運動
共立信用組合 献血活動 花いっぱい運動、エコキャップ収集寄付
警視庁職員信用組合 献血活動 花いっぱい運動
ハナ信用組合 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、花いっぱい運動、「子供の未来応援国民運動」への
参画

小田原第一信用組合 献血活動 花いっぱい運動
相愛信用組合  花いっぱい運動、切手等収集寄付
静岡県医師信用組合  切手等収集寄付

しんくみの日週間実施内容紹介(一部)



新潟鉄道信用組合 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
興栄信用組合 献血活動 清掃活動、花いっぱい運動
はばたき信用組合 献血活動 清掃活動、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
巻信用組合  来店プレゼント
新潟大栄信用組合  清掃活動
塩沢信用組合  清掃活動

糸魚川信用組合 献血活動
清掃活動、来店プレゼント、切手等収集寄付、特別金利適用の
預金商品販売

山梨県民信用組合 献血活動
清掃活動、花いっぱい運動、物産展、相談会、役職員による取
引先応援（買物・食事・購入等）

都留信用組合 献血活動 清掃活動、花いっぱい運動
金沢中央信用組合  清掃活動、来店プレゼント
福井県医師信用組合  花いっぱい運動
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  交通安全広報活動
愛知県中央信用組合 献血活動 清掃活動、来店プレゼント
飛騨信用組合  清掃活動、花いっぱい運動
滋賀県民信用組合  花いっぱい運動
成協信用組合 献血活動 清掃活動、花いっぱい運動
大阪貯蓄信用組合  花いっぱい運動
大阪府警察信用組合 献血活動 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
兵庫県信用組合 献血活動 花いっぱい運動
淡陽信用組合 献血活動 花いっぱい運動
兵庫ひまわり信用組合 献血活動 清掃活動、花いっぱい運動
和歌山県医師信用組合  花いっぱい運動
朝銀西信用組合  清掃活動、花いっぱい運動
笠岡信用組合  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
信用組合広島商銀 献血活動 切手等収集寄付
両備信用組合 献血活動 清掃活動
備後信用組合  清掃活動
香川県信用組合 献血活動 花いっぱい運動
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、花いっぱい運動、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
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  清掃活動、来店プレゼント、花いっぱい運動
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、花いっぱい運動
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、花いっぱい運動、幼稚園児絵画
展

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
岡山県信用組合協会
広島県信用組合協会
福岡県信用組合協会

信用組合名

北央信用組合
仙北信用組合

茨城県信用組合

真岡信用組合 障害者支援施設美里学園

房総信用組合

小田原第一信用組合
興栄信用組合
山梨県民信用組合
都留信用組合
愛知県中央信用組合
淡陽信用組合
山口県信用組合
奄美信用組合

社会福祉法人赤塚福祉会、社会福祉法人同朋福祉協会

社会福祉法人青松福祉会わかば保育園

特定非営利活動法人かんむら
社会福祉法人ムーブ
碧南市心身障害者福祉センター
社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団赤穂精華園
児童養護施設小野田陽光園

しんくみピーターパンカードの寄付金贈呈予定先

日本ダウン症協会群馬支部

南足柄市児童発達支援事業所くまさん教室

しんくみピーターパンカードの寄付金贈呈予定先

笠岡市社会福祉事業会
社会福祉法人呉同済義会児童養護施設「仁風園」
福岡県難病団体連絡会

社会福祉法人旭川育成会ほのぼの保育園
栗原市立はげまし学園

水戸市重症心身障害児（者）通園施設あけぼの学園、社会福祉法人聖隷
会、社会福祉法人清香会あゆみ園、社会福祉法人尚恵学園、社会福祉法人
ときわの杜ひまわり荘、社会福祉法人常陸青山会

特定非営利活動法人La・めーる、児童養護施設子山ホーム、知的障碍児施
設槙の木学園
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