
障がい者の自立支援

環境保全活動

子どもたちを育む活動

幅広いユニークな社会貢献活動の展開
重要課題 Society 地域社会への貢献

社会・教育・文化等への社会貢献活動においても、「地域・お客様のお役に⽴つ」という考えのもと、地域社会に対する責任
を果たすよう努め、ユニークな活動を長年にわたり展開しています。

ごうぎん
チャレンジド

尚風館

森林
保全活動

2006年〜 ▶ P20

山陰各地の森林で役職員や家族が
参加する実践的な保全活動

五感を通して物事の背景や本質に
触れることを⽬指した学習

障がいのある方が専門的に
就労する事業所

2007年〜 ▶ P60

2012年〜 ▶ P52

〜社会貢献活動を通じ、豊かな地域社会の実現に貢献します〜

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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地域社会に対して感謝の気持ちを示すため、地域・社会活動に積極的に参画し、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。

社会・文化貢献活動　地域・社会活動への積極的な参画

ごうぎん一粒の麦の会（1981年〜）
ごうぎんグループの役職員による継続的な募金・寄贈活動を、40年に
わたり行っています。
福祉施設等に、車椅子やテレビ等を贈呈しています。

● ハンドソープ・マスク贈呈
2020年12月、新型コロナウイルス感染症対策として、次代を担う子ど
もたちに役⽴てていただくため、島根・鳥取両県内の小学校にハンド
ソープとマスクを贈呈しました。

● 大学への寄付
コロナ禍において学業・生活に支障が出ている大学生を支援するため、
2021年8・9月に山陰両県7大学の学生基金に合計270万円を寄付しま
した。

両県合わせて、ハンドソープ4,110本、マスク50,000枚
を贈呈

島根大学への贈呈式の模様

● エコキャップ収集運動
会員の方々のご協力により収集した使用済ペットボトルのキャップをリ
サイクル業者に売却し、その売却代金を寄付することで、ユニセフを通
して世界の子どもたちにワクチンを届けています。

「小さな親切」運動（1997年〜）
当行が事務局となり、地域の皆様とともに、「あいさつ運動」や「日本列島
クリーン大作戦」など、さまざまな活動を展開しています。

ごうぎん文化振興財団（1992年〜）
島根県・鳥取県で実施される教育・芸術文化・スポーツ活動に支援・協
賛しています。

● SDGs関連図書贈呈
2021年10月、新型コロナウイルス感染拡大により実施できなかった助成
事業に代わり、山陰両県の全公⽴小学校へSDGs関連図書を贈呈しました。

両県合わせて、1,380冊（両県の345校に4冊ずつ）を
贈呈

寄贈先数／総額

1,189先　／　1億2,493万円相当
（1981年度の開始から2020年度までの累計）

助成件数／金額

島根県1,303件　／　鳥取県1,223件

総額3億1,701万円
（1992年度の開始から2020年度までの累計）

会員数　2,360会員
（賛助会員272先／団体会員2,080名／個人会員8名）

（2021年3月末現在）

重量 ／ ワクチン換算

15,249kg ／ 約7,600本分
（2010年から2020年度までの累計）
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幅広いユニークな社会貢献活動の展開

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

金融教育　〜金融リテラシーの向上〜
職場体験の受け入れや出張講座などを通じて、小・中学生に銀行の役割や仕組
み、将来のためのマネープランなどを学んでいただいています。

SAN-IN GODO MUSEUM
本店3階に、昔の貨幣や山陰地方の藩札等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。

情操教育　〜紙芝居を通じた情操教育活動〜
「小さな親切」運動の取り組みの一つとして、2005年より毎年『紙芝居キャラバ
ン「声優さんがやってくる」』を実施しています。山陰両県内の小学校をテレビア
ニメ等で活躍中のプロ声優が訪問し、子どもたちに紙芝居を通じて「小さな親
切」の大切さを伝えています。
紙芝居を通じた情操教育活動は、公益社団法人「小さな親切」運動本部でも認
められ、全国に拡大しています。

ごうぎん女子バドミントン部（1993年〜）
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
のため創部されました。地域のバドミントンのレベルアッ
プに向け、小・中学生への技術指導などを行っているほ
か、地域のスポーツイベントに参加するなど、積極的に地
域との交流を図っています。また、日本トップリーグである
S/Jリーグでの活躍を通じて、地域を盛り上げています。

ごうぎん軟式野球部（1986年〜）
天皇賜杯全日本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。

地元プロスポーツチームを応援
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。また、冠スポンサー試合の開催や当行クレジットカー
ド会員への特典やJ-Coin Payの特典を提供しています。

S/Jリーグに参戦
山陰でのホームゲームでは気迫ある一流のプレーを間近でご覧いただけます。会
場の熱気や緊迫感など、ハイレベルな試合で応援席とチームベンチが一体となっ
た盛り上がりを体感いただけます。

山陰から世界へ　日本代表選手が所属
日本代表として国際大会で活躍する選手も所属しています。

ジュニア選手の育成　技術指導
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
指導を行っているほか、合同合宿、山陰各地の小・中学校への出前指導などを行っ
ています。

スポーツ振興　スポーツ振興による地域活性化

重要課題 Society 地域社会への貢献

実施累計

鳥取県93校　／　島根県102校
（2005年取組開始以降2020年度までの累計）

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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お取引先の多様な資金調達ニーズにお応えするととも
に、SDGsの⽬標達成に向け、私募債発行を通じて発行企
業とともに地域の課題解決につながる取り組みを支援し
ています。

ごうぎんSDGs私募債「地域おこし型」
私募債発行を通じて山陰両県に新型コロナウイルス感染
症対策等の活動資金を寄付します。

ごうぎんSDGs私募債「医療機関寄贈型」　
私募債発行を通じて山陰両県外の感染症指定医療機関
へ寄付します。

ごうぎんSDGs私募債「教育機関寄贈型」　
私募債発行を通じて地域の小・中学校等の教育機関にス
ポーツ用品や楽器など子どもたちの学びや成長に役⽴つ
物品を寄贈します。

■ SDGs私募債発行件数 124件 （2020年度）

島根県への贈呈式の様子

地域おこし型（島根県） �17件
地域おこし型（鳥取県） �16件
医療機関寄贈型����27件
教育機関寄贈型����43件

スポーツ振興型 �9件
CSR型 �����9件
福利厚生型���3件

発行企業 地域の小・中学校等の教育機関

ごうぎん

■ 教育機関寄贈型
私募債発行金額の0.2%以内の物品を当行と連名で寄贈

発行企業 島根県・鳥取県

医療機関

新型コロナ
対策等の

施策に活用ごうぎん

■ 地域おこし型・医療機関寄贈型
私募債発行金額の0.2%の金額を当行と連名で寄付

地域応援　〜さんいんを元気に!
地域産業のお役に立ち、山陰の魅力を再発見!〜

さんいん応援定期預金キャンペーン（2020年11月9日～2021年3月31日）
コロナ禍の地域の皆様を応援するため、山陰の特産品が抽選で当たるキャン
ペーンを実施しました。キャンペーンの賞品に山陰の美味しいものを採用し、地
域の産業を応援するとともに、お預入れいただいたお客様には山陰の美味しさ
を再発見いただける機会としました。

障がい者支援　〜お客様の思いを山陰両県の障がい者スポーツ協会へ届けました〜
ごうぎん夏のドリームキャンペーン（2021年6月16日～9月30日）
定期預金預入総額の0.01%相当額を当行が拠出し、山陰両県の障がい者ス
ポーツ協会へ寄付しました。お客様の思いをのせた寄付金は、障がい者アス
リートのサポートや障がい者スポーツの広報活動、拠点施設の整備や大会運営
など、障がい者スポーツの発展に役⽴てられます。

ロビー展の企画、地域のイベントや清掃活動・ボランティア活動への参加など、
地域社会の一員として、各営業店が積極的に地域交流活動に取り組んでいます。

定期預金キャンペーンを通じた地域貢献への取り組み 
　金融商品を通じて持続可能な地域社会の実現とお取引先の社会貢献活動を後押し

ごうぎんSDGs私募債 
　金融商品を通じて持続可能な地域社会の実現とお取引先の社会貢献活動を後押し

地域交流活動　営業店での取り組み

寄付金額

929,308円

鳥取しゃんしゃん祭
地域の祭りに参加し、盛り上げています。
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幅広いユニークな社会貢献活動の展開 重要課題 Society 地域社会への貢献

地域の未来を担う子どもたちを育む活動

高い志を持って、新しい風を起こす
「尚風館」は、ごうぎん島根文化振興財団が2012年に開校した私塾です。
参加する子どもたちが、国内外の古典やふるさとの歴史・自然、伝統文化などから「生き
方や考え方」を学び、将来「社会の中で活躍できる人物」に育っていくことを願っています。
学習塾とは異なり、昔ながらの寺子屋や藩校をイメージした、一人ひとりの個性を尊重し
た指導を行います。教室での講義のほか、校外学習や夏季の宿泊研修により、五感を通
して物事の背景や本質に触れてもらうことを重視しています。

尚風館

伝統文化に学ぶ

郷土に学ぶ

自然に学ぶ

礼儀作法

短期宿泊研修

海外留学支援

漢文の素読
日本の古典の音読

郷土の偉人に
ついて学習

自然や文化に
触れる体験学習

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

目指す人物像

尚風館で印象に残っていること

●  ふるさとの人物の学習  
自分が住んでいる県の有名な人物について知ることができて、とても面白いで
す。夏の宿泊研修では、自然学習などの普段できない体験ができ、とても楽しかっ
たです。（小学6年）

●  論語  
論語には人生において参考になることが多く語られています。講義の回数も多く、
尚風館の心得の一つでもある「物事について考える力を身に付ける」ことで、日々
の生活の中にある、些細な出来事にも関心を持てるようになり、自分の生活も豊
かになったと感じています。（中学3年）

●  フィールドワーク  
実際に見て触れて、その場所の空気を感じられることは貴重な体験です。中でも、
島根半島に行ったことが強く印象に残っています。長い年月をかけて造られた自
然の迫力や美しさに圧倒されました。この自然を知ることができて良かったと思う
と同時に、たくさんの人に知ってもらいたいという思いが強まりました。（高校1年）

塾生インタビュー

教育課程
●  小学生から社会人になるまで成長に応じた

三段階の一貫教育を行います。
●  3学年合同のクラスで学びます。

初等課程 3年間
小学4年生～小学6年生

小学6年生～中学2年生

中等課程 3年間
中学1年生～中学3年生

中学3年生～高校2年生

高等課程
高校1年生～高校3年生

社会人となるまで

PICK UP

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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初等課程

在籍 20 名

尚風館が大切にする3つの柱（伝統文化
に学ぶ、郷土に学ぶ、自然に学ぶ）の基
礎となる学習を行います。
● 「論語」　● 「竹取物語」　● 「百人一首」
● ふるさとの偉人　● 礼儀作法　
● 宍道湖の生き物と自然　
● 算数数学のおはなし　● 名文暗誦　ほか

中等課程

在籍 13 名

初等課程での学習をベースとし、さらに
深めるとともに、国を超えた異文化にま
で視野を広げる学習を行います。
● 琴　● 書道　● 諸子百家　
● 出雲国風土記　● 島根半島探索　
● 科学の学習　● ディベート　
● 英語表現活動　● 世界の偉人学習　
● 異文化調理実習　● 地域課題学習　ほか

高等課程

在籍 17 名

これまでの学びをふまえ、「志」を持って
自分から行動できる自立した人物を目指
し、学習を行います。
● 課題レポート（年3回）　
● 集合講義（不定期開催）　● 地域課題学習
●  希望者を対象として海外留学補助制度を

用意しています。

尚風館入校後、行動や考えが変わったこと

●  以前は気にも止めなかったような事にも関心を持ち、自
分なりの意見を持つことができるようになりました。ま
た、今までは表面的で、ごく一部にしか意識を向けていな
かったことの、その奥にあるより踏み込んだ情報につい
て考えるようになりました。（中学3年）

●  ジオパークや古墳について知ったり、郷土の偉人から志
を学んだり、茶どころ松江の市民として茶道をたしなんだ
り、今まで気づいていなかった地域の誇れるところを知る
ことができました。胸を張って島根を誇れるようになれて
よかったです。（高校1年）

●  物事を一つの見方にとらわれず、多方向から考えられるよ
うになったことです。尚風館では異なる学校に通う仲間と
共に学ぶため、意見交換などをすると普段の学校生活よ
りも多くの考えに触れることができます。また、人権学習
や国際交流活動などを通して自分自身の視野を広げるこ
とができました。（大学1年）

尚風館で学んだことから心掛けていること

●  集中力がとても良くなったと思います。苦手だった漢字も、今はすらすらと
書けるようになりました。尚風館では、礼儀作法も習うので、人への接し方
も考えるようになりました。(小学5年)

●  礼儀作法で習った、⽴ち方、すわり方、姿勢や歩き方を日常でも心掛けて
います。学校では学ぶことのできないことや体験ができてとても楽しいで
す。（小学6年）

今後の自分像

●  身近なことから世界のことまで幅広く学んできて、色々なことに興味を持
てるようになりました。これからは、興味を持ったことについて、考えを深め
ていける人になりたいです。多くのことに挑戦して、尚風館で学んだことを
将来に活かしていく力を身に付けたいと思います。（高校1年）

●  尚風館での約10年間で学んだことを、時々思い出して日々の生活に生か
したり、さらに理解を深めたりできる人。すなわち、「学びて時に之を習う、
亦説ばしからずや」を体現できる人になりたいです。（大学1年）
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