
Process 3

信頼を高め
事業基盤を
堅固にする
CSR活動
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共通価値の創造
企業が推進する社会貢献のテーマはさまざまですが、当グループは、①環境・生きもの
応援活動、②サクセスフル・エイジング支援活動、③地域・社会貢献活動の三つの活動
を中心に取り組みを強化しています。こうした取り組みが追求する社会的価値は、当
グループの事業とは直接関連性のないものも含まれていますが、地道な活動を続ける
ことでお客さまや地域社会からの信頼を高め、結果的に当グループの事業基盤を堅
固にするものと考えています。

共通価値の創造
（持続可能な社会の形成）

社会的価値増加
当グループの
事業基盤の強化

地域における
社会問題

環境・生きもの
応援活動

サクセスフル・エイジング
支援活動

地域・社会
貢献活動

真 な取り組みを通じた
信頼性の向上

教育水準の低下

犯罪・災害

自然破壊

生物多様性の喪失

サクセスフル・エイジング
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環境・生きもの
応援活動

サクセスフル・
エイジング
支援活動

地域・社会
貢献活動

真 な取り組みを通じた
信頼性の向上

全国の支店における共通の取り組み

地域振興イベントへの参画

金融犯罪防止への取り組み

地域密着型ロビー展の開催

地域美化・清掃活動への参加

ピンクリボン支援

元気百歳百科の配布

シニア向け講演会の開催

省エネへの取り組み

ナショナルトラスト・
  世界遺産ロビー展

寄付活動への参画
エコキャップ・ベルマーク・
プルトップ・ブック・使用
済み切手など

シルバーカレッジを

開催しています（シリーズ開
催）

シ

開催開催）

“シルバー世代の備え”セミナーを開催
「シルバー世代の備え」についてのセミナーとして全国12カ店で開催
致しました。また、現在、首都圏山手線沿線16カ店のお取引先を対象
に開催しています。今後は、開催店部をさらに拡大していく予定です。

全国での活動
組織統治

人権
コミュニティへの
参画および

コミュニティの発展

労働慣行 消費者課題

環境
公正な
事業慣行

ISO26000
社会的責任の
中核主題

三井住友信託銀行（以下、SMTB）は、全国各地
の営業拠点を中心に、地域に根ざした社会貢献
活動である“With You活動”を推進しています。

Process 1 Process 2 Process 3
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● 札幌・札幌中央支店

北限ブナ林の保全再生ツアー
黒松内町に自生するブナ林は、日本にブ
ナの自生する北限の地として、国の天然
記念物に指定されています。札幌・札幌
中央支店は、この黒松内町のブナを守る
ため、2011年から毎年「北限ブナ林の保
全再生ツアー」を実施しています。

● 仙台・仙台あおば支店

メダカの飼育
仙台・仙台あおば支店は、宮城教育大学と
八木山動物公園が取り組む「メダカの里親
制度」への協力として、2013年9月からメダ
カの飼育とメダカに関するロビー展を実
施しています。2014年8月に卵が孵化し、
無事にメダカの赤ちゃんが生まれました。

● 宇都宮支店

シナダレスズメガヤの抜き取り作業
「鬼怒川れき河原」は貴重な動植物の宝
庫ですが、近年外来種によって土地本来
の植物の存在が脅かされています。宇都
宮支店は、環境保全活動の一環として、
外来種であるシナダレスズメガヤの抜き
取り作業に継続して参加しています。

● 八尾支店

バラタナゴの飼育　
「ニッポンバラタナゴ」は、絶滅が危惧さ
れている日本固有の淡水魚で、大阪府八
尾市など、ごく限られたところにしか生
息していません。八尾支店はNPO法人
ニッポンバラタナゴ高安研究所にご協力
いただき、飼育活動に取り組んでいます。

● 福岡・福岡天神支店

ラブアース・クリーンアップに参加
ラブアース・クリーンアップと
は、市民・企業・行政が協力し
て行う地域環境美化活動で、
福岡市を発祥として全国に広
がっています。福岡・福岡天神
支店は合同でこの活動に参加
し、海岸清掃を実施しました。

● 和歌山支店

「しんたくの森」下草刈り活動
SMTBは、和歌山県が推進する「企業の
森」事業を活用し、2007年から定期的に
森林保全活動を行っています。和歌山支
店を含め、全国の支店から社員の家族も
含めた参加者が集まり、下草刈り活動を
実施しました。

各地域の支店における代表的な活動

Process 1 Process 2 Process 3
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三井住友信託銀行（以下、SMTB）は、地域の皆さまと強

固な信頼関係を築くため、地域に根ざした社会貢献活動で

ある“With You活動”を展開しています。With You活動で

は、①環境・生きもの応援活動、②サクセスフル・エイジン

グ支援活動、③地域・社会貢献活動の三つを特に重視し推

進しています。

SMTBでは、このWith You活動の内容を類型化し、難易

度や効果を計り、活動の目安を設定するガイドラインとして、

2012年度からポイント制度を導入し、組織的な活動の推進

を図っています。ポイント制度では、毎年基準ポイントを設定

し、「営業成果獲得」「環境負荷低減」「ブランドイメージの向

上」「情報発信」の観点における評価とともに、営業成果・活

動周知に関する工夫や、With You支店ブログへの投稿を考

え合わせ、各支店を評価しています。支店の基準ポイント達

成率は制度導入時から順調に増えており、現在With You活

動は営業活動の手法の一つとして支店に浸透しています。

また、With You活動において総合的に顕著な成果を上

げた支店を「With You優秀賞」「With You特別賞」として

表彰し、その活動内容を全国支店で共有することで、With 

You活動の積極的な展開を図っています。

With You活動とは

評価ポイント

営業成果獲得

情報発信

環境負荷低減

ブランドイメージ
の向上

With You活動の狙い 基準ポイント達成店部数

SMTBは、地域独自の情報をリアルタイムで発信
し、地域貢献に対する思いを支店担当者が生の声で
伝えることで、地域の皆さまとの関係を深めることを
目的に、「With You支店ブログ」を立ち上げました。本
ブログは、全国の支店におけるWith You活動の取り

組みを随時紹介するほか、セミナーやパネル展の開
催を案内するなど、お客さまとのコミュニケーション
手段として活用されています。各支店によるブログの
更新件数は年々増加しており、現在With Youブログ
は、地域への重要な情報発信ツールとなっています。

With You支店ブログ  ウェブサイトURL：http://branchblog.smtb.jp/

With You活動推進の取り組み

支店ブログ更新数の推移

2013年
上期

2013年
下期

2014年
上期
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全支店における基準ポイント達成店の割合（右軸）
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目黒支店は、2013年10月の開店以来、シルバーカ
レッジや老人ホームセミナー、ロビー展の開催など、非
常に積極的にWith You活動に取り組んでいます。
シルバーカレッジは、安全・安心な老後を送るための
備えについて、各界の第一人者の方々にお話をいただ
く講座で、約半年間に4回開催し、115名の方に参加い
ただきました。
また、目黒支店と東京急行電鉄株式会社との共同に
より、介護付き有料老人ホームで老人ホームセミナー
を開催しました。セミナーでは、相続対策・贈与や介護
保険をテーマとする講演の後、施設見学と、ホームで
提供されている食事の試食会も開催し、大変ご好評
をいただきました。そのほか、目黒支店は、各地域の名
産品や観光名所などを紹介するGMT（ジモト）紹介ロ
ビー展の開催や、「目黒のSUNまつり」への参加など、

2013年11月に開店した新百合ヶ丘支店では、4回シ
リーズでシルバーカレッジを開催し、資産運用のほか、正
しい栄養の取り方、老後の住まい、認知症などについて、
各界の第一人者の方にお話しいただきました。新百合ヶ
丘支店のシルバーカレッジは非常に人気が高く、178名
もの方にご参加いただきました。カレッジ終了後、参加
した方からは、「質・量ともに、ここまでしてくれる銀行は

さまざまな取り組みを行っています。
これらのバラエティに富んだ活動を継続して実施し、
テーマの深堀り・展開ができている点などが高く評価さ
れ、2014年度上期のWith You優秀賞に選定されました。

なかなかない」と大変ご好評をいただきました。
そのほか、新百合ヶ丘支店は「麻生ヤマユリ植栽普
及会」の緑地活動に参加しています。これは、かつてこ
の地に自生していたヤマユリの復活再生を目的とする
活動で、支店メンバーが草刈りやヤマユリの蕾への袋
掛け作業を行いました。
新百合ヶ丘支店は、シルバーカレッジにおいて高い
集客力を発揮した点や、講座が非常にレベルの高い内
容であった点のほか、ヤマユリ植栽における地域に根
差した活動とロビー展が評価され、2014年度上期の
With You優秀賞に選定されました。

目黒支店

新百合ヶ丘支店

GMT紹介ロビー展

シルバーカレッジの様子。
毎回大盛況でした

老人ホームセミナー

シルバーカレッジ
の様子

2014年度
上期

With You
優秀賞

2014年度
上期

With You
優秀賞

シルバーカレッジ講座テーマ

ヤマユリ植栽活動に参加した
新百合ヶ丘支店メンバー

講座名

第１回 老後の生活の安心を考える

第２回 老後の住まいを考える

第３回 認知症問題を考える

第４回 次世代への継承を考える



この水源の森は、吉井川源流域に
ある62haの森で、現在も自然のま
ま守られています。SMTBは、水源
の森を題材とした映像教材を作成
し、小学校の子どもたちを対象に
環境教育の授業を行い、水の大切
さについて考えました。

美作・水源の森
トラスト

宮古島・サシバの森トラスト

釧路湿原

篠路福移湿原

おおたかの森

世田谷の緑地

桶ケ谷沼

中池見湿地

水のトラスト

知床

黒松内町に広がるブナ林はブナが
自生する北限の地であり、地球温
暖化による環境変化を知ることが
できる貴重な地域です。札幌・札幌
中央支店の社員はこのトラスト地
にブナの幼木を植樹し、定期的な
ブナ林の保全活動を行っています。

北限のブナ林

能登・トキの森トラスト

三草山ゼフィルスの森

柿田川湧水群

富士山高原トラスト

長良川・清流の森トラスト

阿蘇の草原

ヤイロチョウの森

長崎県の対馬にのみ生息するツシ
マヤマネコは、現在わずか100頭に
まで減少し、絶滅の危機に瀕して
います。SMTBは、黒松内町・奄美
大島とともに、社会貢献寄付信託
を通じ、トラスト地の取得資金の
寄付プログラムを提供しています。

ツシマヤマネコの
すむ森

天神崎は和歌山県田辺市にある岬
で、市街地に近接しているにもか
かわらず、豊かな自然が残されて
います。SMTBは、近隣小学校の生
徒たちが実施した聞き書き活動の
様子を、映像教材として作成し、環
境教育の授業に利用しました。

天神崎

三浦半島の先端近くに位置する森
で、神奈川県のナショナル・トラス
ト活動によって守られてきました。
SMTBはグリーンTVジャパンとの
協働で、専門家へのインタビューと
映像教材の作成を行い、小学校の
環境教育の授業に利用しました。

小網代の森小小小小小小小小小小小網網網網網網網網網網網網網網網代代代代代代代代の
こあ じ ろ

アマミノクロウサギの
すむ森

奄美大島と徳之島にのみ生息する
希少なアマミノクロウサギを守る
ため、日本ナショナル・トラスト協
会が実施したトラスト・キャンペー
ンに参加し、鹿児島支店から
8,066㎡相当の森の買い取り資金
を寄付しました。

御谷の森は、鶴岡八幡宮の奥に広
がる森です。1964年、鎌倉風致保
存会が設立され、この森を守るた
め日本最初のナショナル・トラスト
活動が展開されました。SMTBは
風致保存会設立50周年の節目を
記念し、鎌倉で環境教育の授業を
予定しています。

御谷の森御御御御御御御御御御御谷谷谷谷谷谷の
おやつ
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ナショナル・トラスト支援活動

ナショナル・トラストとは、企業や市民がトラスト団体に土地や
建物・現金を託し、美しい自然や歴史的な環境を、買い取りや保
存契約などによって後世に引き継いでいく活動です。SMTBは、
国内のトラスト地を題材とした環境教育をグリーンTVジャパ
ンとの協働で実施するなど、さまざまな形でナショナル・トラス
ト活動を応援しています。
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SMTBは、環境専門のインターネット放送局グリーンTV

ジャパンとの協働によるESDプロジェクトとして、次世代

を担う子どもたちを対象に、ナショナル・トラストの普及啓

発活動に取り組んでいます。

SMTBはこのプロジェクトの一環で、2012年に和歌山

県の天神崎、2013年に神奈川県の小網代の森において、ト

ラスト地を題材とした映像教材の作成と、小学校での出前

授業を実施してきました。

2014年9月に実施したESDプロジェクトでは、岡山市立

角山小学校の全校生徒を対象に、「岡山市の水源」をテー

マとする映像教材を使用し、水の大切さについて考える授

業を行いました。美作にある水源の森で撮影された映像を

見た子どもたちは、身近な川が上流の森とつながっている

ことや、森を守ることが水に暮らす生きものを育み、私たち

の生活を豊かにすること、森の保水機能が下流の洪水など

を防ぐ役目を持つことなどを学びました。

この模様を、11月に岡山市で開催された、ESDユネスコ

世界会議の関連イベントに設けたブースにおいて紹介した

ところ、大変多くの子どもたちが訪れ、好評を博しました。

SMTBは今後、日本で最初のナショナル・トラスト活動が

展開された鎌倉においても、ESDプロジェクトの実施を予

定しています。

ESD「持続可能な開発のための教育」

収録した映像を使って教材を作成 SMTBの社員がファシリテーターとなり、映
像教材を使った授業を実施

ナショナル・トラストを題材としたESDプロジェクトの流れ

岡山市ESDユネスコ
世界会議の関連イベ
ントに設けたブース

岡山県 美作・水源の森を日本ナショナル・
トラスト協会のスタッフが案内

和歌山県 天神崎で地元の小学生が聞き書き
活動を実施

神奈川県 小網代の森の保全活動について
専門家にインタビュー

2012 2013 2014

ナショナル・トラストの
普 及 啓 発

授業風景を含む
動画を放映

子どもたちが授業で
学んだことを
家族に伝える

授業で使った映像を
即日アップ

家
で

サイト
上

で

支店
ロビー

で

トの

地域への
発信による
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東日本大震災復興応援の取り組み

このプロジェクトは、2012年12月に仙台・仙台あおば支店が企画し
た新店舗移転記念セミナー「森の力で れ―自然と調和した復興と再
生」の開催にあたり、特別講師としてお招きした横浜国立大学の宮脇
昭名誉教授からの参画の依頼によって始まりました。
本プロジェクトは、宮脇教授の考える「ガレキを生かした森の防波

堤」構想に基づいて行われるもので、三陸沿岸300kmにわたり、有害
物質を除去した震災ガレキと土を混ぜ合わせた盛土を築き、そこに広
葉樹の苗木を植樹して、土地本来の植生に基づいた「森の防波堤」を作
ることを計画しています。完成した防波堤には、津波のエネルギー減殺
と、盛土の斜面崩壊を防ぐ効果が期待されているほか、震災ガレキ処
理への新しいアプローチとしても注目されています。
仙台・仙台あおば支店は、2013年に続いてこの活動に参加し、当グ

ループ社員や社員家族とともに植樹活動に取り組みました。土地の再
生と未来の防災に貢献するため、両支店は今後もこの活動に継続して
取り組んでいきます。

「ふくしまオーガニックコットンプロジェクト」は、津波の塩害被害や
原発の風評被害によって使用できなくなっている休耕地を活用し、塩
害に強くセシウム吸収率が低いといわれている綿花を有機栽培で育て
る活動で、2012年度から延べ5,000人以上の方々が栽培地を訪れ、活
動に協力しています。このプロジェクトは、綿を含む繊維自給率が0%
の日本において、福島から新しい農業と繊維産業を作り出そうという
試みでもあります。
2014年6月に行われたオーガニックコットンプロジェクトには、当グ

ループから有志として社員43名が参加し、福島県いわき市を訪れまし
た。当日は、前日までの大雨の影響により、綿花の種まき作業はできま
せんでしたが、いわき市内をバスで巡り、被災地の現状や復興の様子
を見学しました。また、見学後は各自コットンの種の入ったコットンベ
イブを持ち帰って自宅で栽培し、収穫したコットンは12月にまとめて福
島に送りました。福島に集められたコットンはTシャツやコットンベイ
ブなどの製品となって復興支援に役立てられます。

ガレキを生かす森の長城プロジェクト

59名が参加し、植樹活
動に取り組みました。

植樹した苗木

コットンベイブ
（オーガニック
コットンで作られ
た種付きの人形）

種を自宅で栽培 収穫したコットン

コットコットコットコットコットコ トコットンベインベインベインベインベインンベインベイン

ふくしまオーガニックコットンプロジェクト

人人人人人人人人人形形形形形形形

イイイイイイイイブブブブブブブブ
ッッッッッッッッククククククククク
られられられられられれられられ
形）形）形）形）形）形））形）））

イイイイイブブブブブブブ

形）形）形）形）形）形）形

プロジェクト
の流れ
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サマースクールに参加した子どもたち 2014年サマースクールの様子

Thulasi 
Priya Rameshさん

インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢
(ISAK)は、次世代を担うリーダーの育成を目指す、日
本で初めての全寮制インターナショナルスクールとし
て、2014年8月に開校しました。1クラス10人～18人
の少人数制で、授業は全て英語で行われ、卒業資格と
して、世界各国の大学への入学資格に認められてい
る、国際バカロレアが取得できる認定候補校となって
います。
ISAKは、主にアジア太平洋地域を中心とする海外

からの留学生を受け入れるなかで、さまざまなバッ
クグラウンドを持つ生徒が平等に教育を受けられる
よう、支援を行っています。SMTBは、ISAKの理念を
強く支持しており、2013年からサマースクールに海

外から参加する生徒の里親となり、渡航費や学費、
滞在費などをサポートしています。2014年に里親と
なったThulasi Priya Rameshさんは、インドで経済
的に不利な立場に置かれている子どものための教育
機関「シャンティ バーバン」で教育を受けています。
SMTBは今後も、同校の優秀な生徒がISAKで習うこ
とができるよう継続的な支援を行っていきたいと考え
ています。

シャンティ バーバンの子どもたちを支援しています

シャンティ バーバンは、インドの世襲階級カースト制度において、社会的、経済的

に最も不利な立場に置かれた子どもたちの育成を目的としています。ここでは自然

に恵まれた全寮制という環境のもとで、子どもたちの希望職種への就業やキャリア

形成に向け、最高の教育プログラムを提供し、世界に通用する価値観を養います。

シャンティ バーバンの教育プログラムは、カースト制度最下層の子どもたちに希望

を与え、成功の道へと導くものです。

創立者アブラハム・ジョージ博士（Dr. Abraham George）は、カースト制度に

よって不利な立場に置かれた人々の状況を改善し、次世代への連鎖を断ち切るため

には、子どもたちの教育が最も大切であると考えていました。

カースト制度最下層の子どもたちが最高の生活環境のもとで教育を受け、やがて

リーダーとして成長すれば、子どもたちの家族を含め多くの人々がそれによって救

われ、次世代にも良い影響を及ぼしていきます。シャンティ バーバンのような教育プログラムを多くの学校が実施するこ

とで、2000年にわたって続いてきたカースト制度による差別を撤廃することができるのです。

教育機関「シャンティ バーバン」のミッション

す

シャンティ バーバンで学ぶ子どもたち

軽井沢に立地するISAKの校舎

Thulasiさん
からのお礼
の手紙
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グループ会社におけるCSR活動

日興アセットマネジメントは、地球環境や持続可能な社会の発展に積極的に関わるべきであるという理念のも

と、さまざまなCSR活動に取り組んでいます。

社員による社会貢献プログラム「日興AM従業員チャリティプログラム」の運営などに積極的に取り組むほか、

資産運用会社として「国連環境計画・金融イニシアティブ」（UNEP FI）に加盟、「責任投資原則」（PRI）や「持続可

能な社会に向けた金融行動原則」に署名し、本業を通じたCSR活動に取り組んでいます。特に、「持続可能な社会

に向けた金融行動原則」では、発足当初から起草委員会の一員として参画しています。

日興アセットマネジメント

子ども用車椅子の整備
例会に参加しました

使われなくなった車椅
子をきれいに磨き、部品
交換など整備をします

例例例例例例例例

FIT for Charity Run

Financial Industry in Tokyo (FIT) for Charity 

Runは、東京で事業を展開する金融サービス企業が、日本

の非営利団体を支援するために結成した業界規模のチャ

リティ・イベントです。

日興アセットマネジメントは、2006年の第2回大会から

毎年イベントの企業スポンサーおよび実行委員として参加

しています。

子ども用車椅子の整備例会

日興AM従業員チャリティプログラムの寄付先団体

「NPO法人　海外に子ども用車椅子を送る会」が実施す

る、子ども用車椅子の整備例会に参加しています。日本で

使われなくなった中古の子ども用車椅子は、整備によって

生まれ変わり、途上国の子どもたちに無償で贈られます。

2014年10月に行われた整備例会には、社員ボランティア8

名が参加し、約30台の車椅子の整備や梱包を行いました。

WFPウォーク・ザ・ワールド

日興アセットマネジメントは、国連WFP協会主催のチャ

リティウォーク「WFPウォーク・ザ・ワールド」に参加して

います。このイベントでは、参加費の一部がWFP国連世界

食糧計画の学校給食プログラムに役立てられます。2014

年は3,879人がイベントに参加し、参加費から集められた

3,626万200円が、途

上国の子どもたちの

飢餓をなくすために

役立てられました。

オックスファム・トレイルウォーカーlight

オックスファム・トレイルウォーカーは、4人1組のチーム

で参加するチャリティ・イベントです。日興アセットマネジメ

ントは、2014年5月、このイベントに参加し、神奈川県南足

柄市から山梨県山中湖村まで、43ｋｍのトレイル・ウォーク

に挑戦しました。イベントで集まった寄付金は、途上国の紛

争や災害時の緊急支

援、教育・農業支援な

どの国際協力活動に

役立てられます。

椅椅椅椅椅椅椅
品品品品品品

2014年5月、横浜で開催
された「ＷＦＰウォーク・
ザ・ワールド」

4人1組のチーム
でゴールの山中
湖を目指します
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2014年10月、三井住友トラスト不動産と名古屋市は、「東山動植

物園再生プランに関する連携と協力の協定」を締結しました。同社

は昨年度に名古屋市と覚書を交わし、さまざまな寄付を行ってきま

したが、より継続的な支援と再生プランの推進、来場者サービスの

向上を図るため、協定を結ぶこととしました。締結式では、三井住友

トラスト不動産が名古屋市に、車椅子15台を寄贈しました。この協

定により、同社は、今後も協定に基づく実績を毎年検証した上で、

備品の寄付など効果的な支援を継続的に行っていく予定です。

また、同社は協定締結と同年の10月、東山動植物園を支援する

活動として、孫の日の記念イベントを園内で開催しました。イベン

トでは、お孫さま連れのご家族を対象とする無料記念撮影会を

行い、150組以上の多数のご家族に撮影の申し込みをいただきま

した。

住信SBIネット銀行は、2013年6月、「地域チャレンジコンテスト

2013」を開催しました。このコンテストは、全国の小・中・高校の生

徒を対象に、自分たちの住む地域や人々が幸せになれるアイデアを

募集するもので、応募総数194件の中から、宮城県農業高等学校の

アイデアを大賞に選定しました。同社は、この企画実現のため、生

徒たちや教員との会議や、イベント開催のための物品面における支

援など、さまざまな面でサポートしました。

また、同年11月には「エコノミクス甲子園　インターネット大会」

を実施し、インターネットを使って、全国の高校生に金融知識のク

イズに取り組んでもらいました。同社は今後も、「ネット銀行として

未来の幸せをみんなでシェアすること。この社会の未来を育てるこ

と」を目的に、インターネットというプラットフォームを使って取り

組みを発信していきます。

三井住友トラスト不動産

住信SBIネット銀行

トラストさんと東山動植物園のマスコット
キャラクター「ズーボ」くんも締結式に出席

締結式で署名した河村市長と三井住友
トラスト不動産 阿賀社長
締結式締結式締結式締結式締結式締結式締結結式締 署名で署名で署名署で署名で署名で署名した河した河した河した河した河し 河した河した河村市長村市長村市長村市長村市村市長村市長市長村市長と三井と三井と三井と三井と 井と三井住友住住友住友住友住友住友住友

トラストラストラストラストラスストさんトさんトさんトさんトさんトさんトさんと東山と東山と東山と東山と東山と東山と東山と東山動植物動植物動植物動植動植物動植物動植物園のマ園のマ園のマ園のマ園のマ園のマスコスコスコスコスコスコスココ トトトトトト

住 信 S B I ネット 銀 行
のプロジェクトロゴ 。
「Challenge Action for 
Tomorrow」、ニックネー
ムは「CAT」

宮城県農業高等学校の生徒の皆さん宮城県宮城県宮城県宮城県宮城県宮宮 農業高農業高農業高農業高農業高農業高農業高農業 等学校等学校等学校等学校等学校等学校等学校学校 生徒生徒生徒生徒生徒生徒生徒徒 皆さ皆さ皆さ皆さ皆さ皆さ皆さんんんんんん

インターネット大
会に参加した生徒
さんの中から、関西
学院高等部の生徒
さん2名が全国大
会に進みました
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わたし遺産
SMTBは、2013年6月から、次世代にのこしたいと思う大

切な「人・モノ・コト」を「わたし遺産」として、400文字程度の

エピソードの募集を開始しました。大賞・準大賞を受賞した

作品は、冊子としてまとめられ、全国支店のロビーに配布さ

れます。第1回の募集では、家族、恩師、友人との思い出などに

関する4,956通もの「わたし遺産」の中から、大賞に3作品、準

大賞に20作品が選ばれました。

元気百歳百科 データ集の制作
SMTBは、高齢社会問題に国際的な視点から取り組んでい

るILC－JAPAN(国際長寿センター)の協力のもと、高齢化に

関する情報を集めた小冊子「元気百歳百科 データ集」を発行

し、全国の支店やセミナーなどで配布しています。2014年9

月に発行した改訂版では、「人口」「暮らし」「健康・医療・介護」

のテーマごとに、グラフや図表を用いて日本の高齢者の現状

を分かりやすく紹介しています。

その他のWith You活動

With You活動のご紹介ツール
『SuMi TRUST With You
  社会貢献活動レポート』
SMTBは、地域の皆さまと強固な信頼関係を築くため、

全国各地の営業拠点を中心に、地域に根ざした社会貢献

活動を展開しています。SMTBは、このような「With You活

動」の各支店の取り組みなどを、『SuMi TRUST With You

社会貢献活動レポート』で紹介しています。

ウェブサイトURL: http://smth.jp/csr/report/

グリーンTV
グリーンTVジャパンは、豊富な海外のコンテンツに加

え、日本独自に制作した総数1,000本以上もの映像コンテ

ンツを無料で提供しています。

SMTBは、2007年の設立当初からメディアスポンサーと

してグリーンTVを支援しており、環境コンテンツの制作、

ESD推進などでさまざまな連携を図っています。

ウェブサイトURL: http://www.japangreen.tv/
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