持続可能な地域社会の実現

地域貢献活動

～豊かな地域社会の実現に貢献しています

青少年の育成活動
地域の未来を担う子どもたちを育む活動に取り組んでいます。

ごうぎん島根
文化振興財団

尚風 館

～高い志を持って、新しい風を起こす～
思考力や洞察力を養い、大局に立って決断できる人材を育成
「ごうぎん島根文化振興財団」が社会貢献活動のひとつ
として、青少年を対象とした教育活動を実施する私塾「尚
風館」を2012年9月に開校しました。高い志を持って将
来的に社会の中で活躍できる人材の育成を目指し、小学
生から社会人となるまで成長に応じた一貫教育を行って
います。

高等課程 1期生9名
【高校生から社会人になるまで】
見聞を広めるとともに、
自ら物事を創造する力を養う

中等課程 2期生12名
【中学生から高校生】

学習内容
宿泊研修や課題レポートを通じ、体験
する機会の創出を促し、さらに視野を
拡げるため海外留学を支援する

伝統文化、郷土、自然に広く学び、
深く考え、きちんと表現する
学習内容
ディスカッションなどを通じ、様々な
物事に対し、周囲に流されることなく
自ら考える力を養う
初等課程 3期生16名
【小学生から中学生】
五感を通して学び、
人間力を身につける
学習内容
礼儀作法をはじめ、中国・日本の古典
や郷土の偉人たちの功績、自然の大
切さなどを学ぶ
目指す人物像
伝統文化に触れたり、先人たちの求
めたところを自分たちで探っていく
なかで、自分を豊かにする

目指す人物像
世の中を広く知り、様々な考え方を知
ることで、自分たちの生き方を考え、
道を切り拓いていく突破力を身につ
ける

目指す人物像
人と意見を交換することで、自分の考
えがまとまっていく過程を経験し、人
の意見を尊重しながら、自身の意見
も堂々と言える人になる

目指す人物像
礼儀作法

漢文の素読
日本の古典の音読

礼儀正しく、志の高い人
思考力、洞察力に優れ、創造性に富んだ人
大局に立って決断し、行動できる人

短期宿泊研修
郷土の偉人に
ついて学習

自然や文化に
触れる体験学習

伝統文化に学ぶ

自然に学ぶ
郷土に学ぶ
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海外留学支援

教育機関寄贈型私募債

教育機関寄贈型私募債の仕組み

2015年10月に
「教育機関寄贈型私募債」の取り扱いを開
始しました。これは、私募債発行時に発行金額の0.2％以
内の物品（子どもたちの学びや健やかな成長に役立つス

発行企業

ポーツ用品や楽器など）を発行企業が指定する当行営業
エリア内の小・中学校等の教育機関に発行企業と当行が
連名で寄贈するものです。

連名で寄贈
山陰合同銀行

地域の小・中学校
等の教育機関

金融商品を通じ社会に貢献
地域の将来を担う子どもたちを応援
各地で贈呈式を開催。
関係者の方には、
「企業と銀行とが一緒に
なって地域の子どもたちの未来を支えて
いく」という考えにご賛同いただき、好評
を得ています。

■ これまでの寄贈品例
・DVDプレーヤー
・デジタル一眼レフカメラ
・図書カード
・カラー跳び箱
・業務用大型ストーブ 等

エコノミクス甲子園
特定非営利活動法人金融知力普及協会と
当行の共催で、全国高校生金融経済クイズ
選手権「エコノミクス甲子園」を開催してい
ます。
この大会は、高校生に金融知力を幅広く普

鳥取大会

及させる一環として全国で実施されてい

島根大会

るものです。地域の高校生がクイズを通し
て楽しみながら金融経済について学び、今
後、社会人として必要な金融経済知識を習
得し、
「自分のライフデザイン」や「自分とお
金との関わり方」について考えてもらうきっ
かけになると考えています。

金融経済教育
児童・生徒たちの金融経済教育の一環として、本部・支店における職場体験の
受け入れや、出張講座などに取り組んでいます。
銀行の役割や仕組み、将来のためのマネープランなどについて学んでいただ
いています。
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持続可能な地域社会の実現

地域貢献活動
～豊かな地域社会の実現に貢献しています

社会・文化貢献活動
地域社会に対する感謝のかたちとして地域・社会活動に
地域社会の
発展・向上

積極的に参画し、地域社会の発展・向上、青少年の豊かな
心と体を育む明るい社会づくりに貢献しています。
地域社会に
対する感謝

豊かな心と体を育む
明るい社会づくり

ごうぎん一粒の麦の会
1981年に当行の創立40周年記念事業として発足。地
域社会に対する感謝の気持ちを表すため、ごうぎんグ
ループの役職員により継続的な募金・寄贈活動を行って
います。
2019年3月末までに、山陰両県をはじめ山陽、兵庫・大阪
地域の福祉施設延べ1,143先に対して総額1億1,890万
円相当の車椅子やテレビなどを贈呈しています。

医療法人あさだ会に遊具2組を贈呈(広島支店)

「小さな親切」
運動
1997年に当行が事務局となり、
「 小さな親切」運動山陰
本部が設立されました。
当行の役職員をはじめ、山陰地域の企業、公共団体、学
校から個人まで、多くの会員の皆様にご協力いただき、
“できる親切はみんなでしよう それが社会の習慣とな
るように”をスローガンに、
「日本列島クリーン大作戦」や
「小さな親切作文コンクール」など、様々な活動を展開し
ています。
日本列島クリーン大作戦
（古浦海水浴場）

ごうぎん文化振興財団
当行の創立50周年記念事業として、1992年に「ごうぎん
島根文化振興財団」および「ごうぎん鳥取文化振興財団」
を設立し、島根県ならびに鳥取県で実施される教育・芸術
文化・スポーツ活動に対して支援・協賛を行っています。
教育活動の充実、優れた文化芸術の創造、スポーツの振
興等を奨励し、地域社会をさらに発展・向上させることを
目的に、2019年3月末までの27年間に、島根1,208件、
鳥取1,126件、計2,334件の事業に対して、2億9,958万
円の助成を行っています。
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創作音楽劇
「琴の鳴る浜」

ごうぎんカラコロ美術館
「ごうぎんカラコロ美術館」は、1926年9月に建築された
西洋風2階建てで、2009年7月まで当行北支店として利
用していたものです。
当行では、この建物を街の景観維持や地域活性化に資
する文化拠点となるよう、2012年より美術館としてリ
ニューアルして運営しています。
展示内容
1階：現代を代表する洋画家・絹谷幸二氏に当美
術館のために制作いただいた「日月双龍飛
翔」をメイン作品として、当行が所蔵する日
本人画家による洋画
2階：松江市出身の版画家・平塚運一氏の作品を
中心とし、同時代に平塚氏と影響しあった日
本人版画家の作品

〒690-0887

島根県松江市殿町412番地

開館時間

9：30～18：30

入 館 料

無料

休 館 日

毎週火曜日
（祝日の場合は翌日）
年末年始
（12/28～1/3）

※当美術館では寄付金を受け付けています。寄付いただいた資金は全て
当地の文化振興のため、ごうぎん島根文化振興財団に寄付しています。

SAN-IN GODO MUSEUM
本店3階に、昔の貨幣や山陰地方の藩札などを展示した
ミュージアムを開設しています。
地域の方々や子どもたちに見学していただき、貨幣や銀
行の歴史について学ぶ場としてご利用いただいています。

本店展望フロアの開放
地域の方々や観光客に、松江市内の眺望を楽しんでいた
だけるよう、本店最上階を展望フロアとして開放していま
す。土日・祝日も営業し、特に宍道湖を眺める絶好の場所
として、隠れた人気スポットとなっています。
営業時間
定 休 日
入 場 料

4月～10月 10:00～18:00
11月～3月 9:30～17:30
年末年始
（12/31、1/1）
無料

ごうぎん混声合唱団
ごうぎん混声合唱団は、各種の合唱コンクールに出場す
るほか、
「県民手づくり第九コンサートin島根」や、障がい
者の自立支援を目的とする
「ゆめのつばさコンサート」
など
にも参加し、歌声で地域を盛り上げています。
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持続可能な地域社会の実現

地域貢献活動
～豊かな地域社会の実現に貢献しています

スポーツ振興
スポーツ振興による地域の活性化に取り組んでいます。

ごうぎん女子バドミントン部
ごうぎん女子バドミントン部は、島根県内のスポーツ振興
のため、1993年に創部されました。ごうぎん女子バドミ
ントン部の選手たちは、地域のバドミントンのレベルアッ
プに向け、ジュニア選手への技術指導などを行っていま
す。また、2016年度から、日本のトップリーグであるS/J
リーグに参戦してい
ます。今季はさらに
レベルアップを図り、
上位に食い込めるよ
う厳しい戦いを勝ち
抜く意気込みです。

地域をバドミントンで盛り上げています
山陰をバドミントンの盛んな地域にしようと、週3日のペースで小・中学生を
対象に指導を行ったり、地域のスポーツイベントに参加するなど、積極的に
地域との交流を行っています。
バドミントンは近年、世界でも戦えるトップレベルの日本人選手が多くなり、
年々注目度が増している競技です。S/Jリーグに参戦していることで、山陰
でホームゲームが開催され、一流のプレーを間近でご覧いただけます。
これからもバドミントンに興味を持つ子どもたちが増え、地域が盛り上がる
よう活動していきます。

地元の小学校でバドミントン交流会を行いました。
地域の子どもたちにバドミントンの魅力を伝えています。
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漆﨑真子が、創部初となる日本代表選
手
（ナショナルチーム）
B代表に選ばれま
した！

ガイナーレ鳥取・島根スサノオマジック
地元プロスポーツチームを応援し、地域の活性化につな
がることを目的として、サッカーJ3のガイナーレ鳥取とバ
スケットボールB1リーグの島根スサノオマジックをスポン
サーとしてバックアップしています。
当行は冠スポンサー試合の開催やクレジットカード会員様
へのホームゲーム観戦特典の提供などを実施しています。

島根スサノオマジック

ガイナーレ鳥取
2019年5月、B1リーグへの2年ぶりの
復帰が決定！

デュオ

山陰合同銀行Duoカードレディース
2018年8月22～24日、
「LPGAステップ・アップ・ツアー
デュオ

山陰合同銀行Ｄｕｏカードレディース」を開催しました（主
催：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会
（LPGA）
）
。
この大会は、LPGAのレギュラーツアーに出場権を持たな
い女子プロ選手および新人を対象に、試合経験を積ませ
ることによる育成・レベルアップを目的としたトーナメント
で、レギュラーツアーへの登竜門となっています。
地元有力ジュニア選手がトーナメントの大会本戦に出場
したほか、協賛いただいた115社の企業の皆様やボラン
ティアでのご支援・ご協力をいただいた地域の皆様と一
体になって大会を運営しました。

ごうぎん軟式野球部
ごうぎん軟式野球部は、チームの活
躍で地域を盛り上げるため、1986
年に創部されました。天皇賜杯全国
軟式野球大会などの全国大会に出
場し、活躍しています。
また、地元中学生チームとの交流試
合を行うなど、地域貢献活動にも積
極的に取り組んでいます。
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