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         　       【しながわCSR推進協議会メールマガジン】             
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            2017.1.20　　<第43号> 
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■今月も「しながわCSR推進協議会」の会員企業様をはじめ皆様に、本協議会内での
　情報共有や企業の社会貢献活動などに役立つ情報の提供を目的に、メールマガジンを
　発行いたします。 
　本メールマガジンは、毎月1回程度の発行しております。 
　貴社のCSR部門や防災対策部門など、関係部署などへ転送していただき、 
　ご活用いただければ幸いです。 
　また、会員企業様が実施されていらっしゃる社会貢献活動について、広く周知を
　行わさせていただきたいと思いますので、皆様からの積極的な　情報提供も
　お待ちしております！ 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

≪今月のラインアップ≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文中敬称略） 
１．2月7日（火）CSR講演会と活動事例発表会の開催

２．2月11日（土）・12日（日）品川区消費生活・社会貢献活動展に会員企業が出展

３．平成28年12月1日（木）品川児童学園でクリスマスコンサート【第一生命保険株式会社】

４．平成28年12月2日（金）平成28年度永年継続事業所表彰【大崎電気工業株式会社】

５．平成28年12月14日（水）しながわCSR推進協議会　課題別分科会（障害者に対する
　　　　　　　　　　　　　理解促進）を開催

≪お役立ち情報≫
(１) 5月28日（日）【募集】「しながわECOフェスティバル2017」関係ボランティア
　　　　　　　　　団体 参加募集（締切：2月10日(金)まで）

(２) 2月2日（木）品川区新製品・新技術クラスターフェア開催のお知らせ

(３) 2月8日（水）みんなで話そう！勝島運河周辺地区報告会開催のお知らせ

(４) 2月9日（木）第10回つくば産産学連携促進市 in アキバ
　　　　　　　　 未来へつなげる防災科学　～最新防災テクノロジー～

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．CSR講演会と活動事例発表会の開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　2月7日(火）「企業の社会貢献活動　どう社内に根付かせるか」と題した講演会
（講師：CSRアジア　日本代表　赤羽　真紀子 氏）と、しながわCSR推進協議会
会員企業である【本多通信工業株式会社】によるＣＳＲ活動（社会貢献活動等）の
活動事例発表会を開催いたします。 

　まだお席に余裕がございますので、是非ご参加ください。
　（当日のご参加も可能ですので、会場受付に直接お越しください）

【日時】
　　２月７日（火）午後２時３０分～４時３０分（開場２時） 



【会場】
　　品川区立総合区民会館（きゅりあん）１階小ホール 

【内容】
　　◎第１部 
　　　ＣＳＲ講演会「企業の社会貢献活動　どう社内に根付かせるか」
  　　◆講師　
　　　　　CSRアジア　日本代表　赤羽　真紀子 氏 
　　　◆経歴
　　　　　通算10年以上の様々な業種の多国籍企業のCSR担当を経験。
　　　　　特に企業の環境対応と社会貢献事業に関して、スターバックスコーヒー
　　　　ジャパン、セールスフォースドットコム、日興アセットマネジメントの
　　　　各社で関連部署を立ち上げた。2002年にはスターバックスコーヒージャパン
　　　　の社長賞、2006年には社員ボランティアの仕組みが評価され、さわやか福祉
　　　　財団の「ナイスサポート賞」の受賞に導く。これらの受賞は、企業のCSR
　　　　プログラムを本業とうまく統合させていくことが評価されたもの。
　　　　日本以外でも、シンガポール支社でのCSR部署の立ち上げや、タイ、
　　　　韓国、中国でのCSRプロジェクト実施の実績がある。
　　　　　またNPO法人国際協力NGOセンター（JANIC）の「NGOと企業の連携推進
　　　　ネットワーク」のアドバイザー、AIDS孤児支援NGO・PLASのアドバイザー、
　　　　SportForSmileの顧問、ウォーターエイド・ジャパンの理事なども務める。

　　◎第２部 
　　　活動事例発表会　
　　　　本多通信工業株式会社（品川区北品川5-9-11　大崎ＭＴビル）
　　　　　※区立御殿山小学校の親子を対象としたＨＴＫ わくわ～くショップ
　　　　　　（工作教室）の開催や献血活動・清掃活動の実施等の御協力を
　　　　　　いただいています。

　※以下の区ホームページから、お申込できます
　　（当日参加の場合、直接会場へお越しください）
　　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000030000/hpg000029906.htm

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
２．品川区消費生活・社会貢献活動展に会員企業が出展 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
　2月11日(祝)・12日(日)、きゅりあん7階イベントホール他で、「品川区消費生活・
社会貢献活動展」が開催されます。

「品川区消費生活・社会貢献活動展」では、会員企業の「東京サラヤ株式会社」、
「株式会社明電舎」の2企業がブース出展されます。
　また「株式会社学研ホールディングス」、「城南信用金庫」の2企業が
パンフレット掲載で参加し、協議会事務局もブース展示いたします。
　区内で社会貢献活動を行う団体が一堂に会し、日頃の社会貢献活動を展示・発表
しますので、是非ご来場ください。

【開催日時】
　２月１１日(祝)・１２日(日)１０時００分～１６時００分

【内容】
　・品川区内で地域貢献や社会貢献活動を行っている消費者団体、地域団体、NPO法人、
　　ボランティア団体、大学、企業等が各日約50団体以上集まり、日ごろの活動を
　　展示・発表
　・暮らしに役立つ講演や子どもが楽しめる手作り教室など

【場所】
　きゅりあん（大井町駅前）７階イベントホール



　※昨年の様子は、以下の区ホームページをご覧ください。
　　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000027600/hpg000027537.htm

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
３．品川児童学園でクリスマスコンサート【第一生命保険株式会社】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
　平成28年12月1日(木)、品川区立品川児童学園(八潮5-9-11こみゅにてぃぷらざ八潮内)で、
クリスマスコンサートが行われ、通園する園児と保護者44人が演奏を楽しみました。

　これは、第一生命グループ（第一生命保険株式会社【保険金部】、第一フロンティア
生命保険株式会社、ネオファースト生命保険株式会社）が、CSR（企業の社会貢献活動）
の一環として行っているもので、「クリスマスにプロの音楽家による生演奏をプレゼント
したい」と、毎年行っています。また、音楽活動を通じて地域社会に貢献している、
認定NPO法人トリトン・アーツ・ネットワークも協力しています。

　コンサートは2部編成で、前半は1歳から3歳児、後半は4歳から6歳児が対象。
演じられた曲目は、「フニクリ・フニクラ」「山の音楽家」「花のワルツ」「そりすべり」
「あわてんぼうのサンタクロース」「大きな古時計」など。ヴァイオリン、チェロ、
ホルン、打楽器（たいこ等）により、美しいハーモニーが奏でられました。
　「そりすべり」の演目では、園児・保護者も一緒になり、鈴や乳酸菌飲料容器を
利用した子どもたちの手作りマラカスを手に、リズムに合わせて演奏しました。
楽しい時間はあっという間に過ぎ、演奏者と観客が一体となった心温まる楽しい
演奏会は大きな拍手とともに終了しました。

　※詳しくは、以下の区公式フェイスブックをご覧ください。
　　https://www.facebook.com/city.shinagawa/photos/pcb.169123256896055/169122793562768
/?type=3

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
４．平成28年度永年継続事業所表彰【大崎電気工業株式会社】 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
　平成28年12月2日(金)、品川区永年継続事業所表彰式が中小企業センター
(西品川1-28-3)で行われ、創業から100年以上の永きにわたり事業を継続している
区内20事業所が表彰されました。この表彰は、23区初の実施となった平成27年度に
引き続き2カ年目の取組みです。

　今回表彰されたのは、創業178年を筆頭に創業100年以上の事業所のうち、区内で
70年以上事業を継続している20事業所。区制および産業発展の歴史と非常に関わりが深く、
多くの事業所が旧東海道周辺と目黒川沿いに位置しています。また、今回は荏原地区の
4事業所が初めて対象となりました。（しながわCSR推進協議会の会員企業では、
【大崎電気工業株式会社】が対象）

　品川区では、今回表彰された事業所を品川の誇りとして、今後広く区内外に
紹介していきます。また、幾多の金融危機や戦争、震災等を乗越え事業を継承してきた
事業所の特徴や強み等を調査研究し、後継者不足等に悩む区内中小企業への事業承継
支援や区内産業の更なる活性化に役立てていきます。

　※詳しくは、以下の区公式フェイスブックをご覧ください。
　　https://www.facebook.com/city.shinagawa/photos/pcb.164446777363703/164446194030428
/?type=3

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
５．しながわCSR推進協議会　課題別分科会（テーマ：障害者に対する理解促進）の開催 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
　12月14日（水）、しながわＣＳＲ推進協議会「課題別分科会」が（社福）福栄会
（東品川3-1-8）で開催され、会員企業の17企業18名、（社福）福栄会、



（社福）げんき 障害者就労支援センターげんき品川が参加しました。

　しながわCSR推進協議会は「企業と区との協働で『私たちのまち』品川区をつくる」と
いう理念に基づき、企業の社会貢献活動を推進することを目的に平成22年度に発足。
発足時は品川区を含めて22企業・事業所だった会員も、平成28年12月14日現在69企業・
事業所に増えています。

　現在、それぞれの企業において防災・教育・環境・福祉・地域活動など様々な分野での
社会貢献活動を進めており、平成28年度は「障害者に対する理解促進」をテーマに、
講話と施設見学と会員企業間の意見交換を行う課題別分科会を開催しました。

　課題別分科会は、品川区障害者福祉課長が「障害者に対する理解促進の講話」として、
“事業者としての役割”“雇用主としての役割”“品川区の対応”等について説明。
その後、福栄会の施設を見学。第一しいのき学園と第二しいのき学園で、知的障害者の
方の業務などを見学しました。見学後の意見交換では、障害者を雇用する際の配慮、
障害者施設の入所定員などについて、活発な情報交換がなされました

　※詳しくは、以下の区公式フェイスブックをご覧ください。
　　https://www.facebook.com/city.shinagawa/photos/pcb.178154972659550/178154839326230
/?type=3

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
<<< お役立ち情報 >>> 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◆会員企業や社員の皆様の役に立ちそうな品川区政や地域の情報をお伝えいたします。

▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　　　(１)【募集】「しながわECOフェスティバル2017」関係ボランティア団体
　　　　　　　　　参加募集（締切：2月10日(金)まで） 
▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　5月28日(日)午前10時～午後3時に、しながわ中央公園他で開催される
しながわＥＣＯフェスティバルでの展示ブースの出展や、アトラクションへの
参加者を募集します。

　環境について皆で楽しみながら考え、日頃の環境活動を多くの人に知ってもらい、
新しい活動と交流の環を広げることが目的のイベントです。

　参加申し込みは2月10日（金）まで受付しておりますのでご興味がございましたら
是非ご応募ください。

　※詳しくは、以下の区ホームページをご覧ください。  
　　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000013200/hpg000013104.htm

▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　　　(２) 品川区新製品・新技術クラスターフェア開催のお知らせ
▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　品川区は、京浜工業地帯発祥の地であり古くからものづくり企業が集積する街として
発展してきました。一方、近年は大崎・五反田エリアを中心にＩＴ企業の進出・発展が
目覚ましく、現在は製造業とＩＴ企業が融合する地として他にはない大きな特徴を有して
います。
　今回は、品川区助成金採択企業を中心に、ものづくり企業のみならずソフトウェア開発
企業も優れた技術や製品を一堂に展示し、プレゼンテーションを行います。 
　どなたでも無料でご入場いただけます。ぜひお気軽にご来場ください。

【開催日】
　２月２日（木）１０時００分～１８時５０分



【内容】
　○出展企業プレゼンテーション
　○ビジネス創造コンテスト最終選考者プレゼンテーションおよび表彰式
　○「メードイン品川」認定製品・技術　濱野品川区長によるＰＲプレゼンテーション
　○海外セミナー
　　　テーマ
　　　　「経済連携協定（EPA）特恵関税活用セミナー～TPPを例に～」
 　　　講演者
 　　　　山﨑　伊都子 氏

　○特別講演会
　　　テーマ
　　　　「産学連携成功の秘訣　～仙台堀切川モデル～」
　　　講演者
　　　　堀切川　一男　氏（東北大学大学院工学研究科教授）
 　※海外セミナー・特別講演会は事前予約が必要です。下記までお申込みください。

【出展企業】　全１８社　（五十音順）
　アイドック㈱、ＩＰエレクトロニクス㈱、㈱アドバンスクリエート、㈱エナ、
　ｍｐｌｕｓｐｌｕｓ㈱、㈱コムウェーブ、㈱ジェイ・エム・エス、テスプロ㈱、
　ニューロング精密工業㈱、㈱ハイボット、バイバイワールド㈱、ＦＥＳＣＯ㈱、
　㈱フォトシンス、ミライアプリ㈱、㈱Ｍｅｄｉ Ｐｌｕｓ、㈱モフィリア、
　㈱ ＭＯＬＣＵＲＥ、㈱ワイヤードジャパン

【場所】
　品川産業支援交流施設ＳＨＩＰ　大崎ブライトコアホール
　（品川区北品川５－５－１５　大崎ブライトコア３階）
　ＪＲ大崎駅より徒歩５分

　※詳しくは、以下のホームページおよび添付のチラシをご覧ください。
　　http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/information/cluster.fair.php

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
 　　　　　問い合わせ・申込み：品川区商業・ものづくり課企業支援係
 　　　　　ＴＥＬ：５４９８－６３３３　ＦＡＸ：５４９８－６３３８  　 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　　　(３) みんなで話そう！勝島運河周辺地区報告会開催のお知らせ
▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　昨年、しながわＣＳＲ推進協議会会員企業10社がＮＰＯ法人しながわ花海道
主催の菜の花の種まきに参加しました。
　この種まきは、毎年しながわ花海道（東大井2ほか）で行われているもので、
会員企業がしながわ花海道ボランティア会員、大井第一町会連合会会員、区内にある
立正大学（大崎4）の学生等と一緒に菜の花の種をまきながら交流しました。

　この度、立正大学の学生による、テーマを「みんなで話そう！勝島運河周辺地区」
とし、しながわ花海道の活動や地域周辺のまちづくりについて、学生達が一年間
研究取材したものを発表します。
　是非お越しください。
　（ご出席いただける方は添付のFAX送信票にてお申込みください）

　※詳細は、添付の資料をご覧ください。

　※しながわ花海道の詳細は、下記のホームページをご覧ください。 
　　・品川区ホームページ



　　　　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000029800/hpg000029768.htm
　　・しながわすまいるネットホームページ（詳細を掲載）
　　　　http://genki365.net/gnks16/mypage/mypage_sheet.php?id=68280

▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　　　(４) 第10回つくば産産学連携促進市 in アキバ
　　　　　 未来へつなげる防災科学　～最新防災テクノロジー～ 
▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　2月9月(木)、つくば市が主催する「第10回つくば産産学連携促進市 in アキバ」が
開催されます。
　本イベントは、首都圏はじめ広く市外の企業と筑波研究学園都市に集積する研究機関・
企業との交流やビジネスマッチングの場を提供するとともに、最先端研究の成果や
最新技術を紹介することを目的に開催されるものです。
　テーマは防災となり、無料でご入場いただけます（要事前登録）
　是非ご来場ください。

【開催日】
　２月９日（木）１３時００分～１７時３０分

【内容】
　○基調講演
　　　テーマ
　　　　「攻め」の防災に向けて
　　　　　－気象災害軽減イノベーションハブの産学連携の取組－
　　　講演者
　　　　岩波 越 氏（国立研究開発法人防災科学技術研究所　気象災害軽減
　　　　　　　　　　 イノベーションセンター副センター長）

　○研究事例発表
　　　テーマ
　　　　災害調査及びインフラ点検用ロボットの研究開発
　　　講演者
　　　　加藤 晋 氏（国立研究開発法人産業技術総合研究所　情報・人間工学領域
　　　　　　　　　　知能システム研究部門　フィールドロボティクス研究グループ長）

　○出展者プレゼンテーション

【場所】
　秋葉原ダイビル２階　コンベンションホール
　（千代田区外神田1-18-13）
　ＪＲ秋葉原駅より徒歩１分

　※詳細は、以下URLホームページと添付のチラシをご確認ください。
　　http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14271/14654/020376.html

【問合せ先】
　つくば市 東京事務所
　　電話：０３－５２９８－２００５

◆◇＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝◇◆ 

　最後までお読みいただきありがとうございました。 
みなさまの企業活動の参考になりましたでしょうか？ 

　会員企業様が実施されていらっしゃる社会貢献活動について、広く周知を行わさせて



いただきたいと思いますので、皆様からの情報提供もぜひお待ちしています！ 
　あわせて、本メールマガジンについてのご意見・ご感想も、
よろしくお願いいたします！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■メールアドレスの新規登録・変更・配信停止などは、下記の協議会事務局 
（品川区総務部総務課総務係）までご連絡をお願い致します。 

◆◇＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝◇◆ 
【発行】しながわCSR推進協議会　事務局　 
　　　　品川区総務部総務課総務係 
　　　　〒140-8715　品川区広町2－1－36　 
　　　　TEL　03-5742-6624　　s-somu.shinagawa-csr@city.shinagawa.tokyo.jp


