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                 【しながわＣＳＲ推進協議会メールマガジン】              

                                 2020.12.25  <第 76号>  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■「しながわＣＳＲ推進協議会」の会員をはじめ皆様に、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。 

 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、会員が実施されている社会貢献活動や、コロナ禍における新しい生活様式に対

応した取り組みなどについて、広く周知を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をお待ちしております！  

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■   

≪今号のラインナップ≫                    （文中敬称略） 

１．【募集】「ＣＳＲ講演会と活動事例発表会」について 

 

２．12月 9日（水）しながわＣＳＲ推進協議会 課題別分科会（地域）を開催 

 

３．しながわ子ども食堂パネル展～子ども食堂のこれまで、これから～を開催します。 

                            【品川区子育て応援課】 

 

４．【募集】「環境講演会」について【品川区環境課】 

 

５．83運動について【品川区庶務課】 

 

６．【募集】若年性認知症企業向けセミナーについて【東京都】 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１．【募集】 「ＣＳＲ講演会と活動事例発表会」について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 令和 3 年 2 月 3 日（水）「企業価値を高めるアフターコロナのＣＳＲ」と題した講演

会としながわＣＳＲ推進協議会会員企業である【セガサミーホールディングス株式会社】

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ので、是非ご

参加ください！ 

 なお、ご来場の際は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策へのご協力をお願いいた

します。 

 

◆日時：令和 3年 2月 3 日（水）午後 2時～4時（開場 午後 1時 30分） 

◆会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）１階小ホール（品川区東大井 5-18-1） 

◆定員：150名（先着・事前申込み・無料） 



 

 

◆内容： 

◎第１部 ＣＳＲ講演会 企業価値を高めるアフターコロナのＣＳＲ 

講師：安藤 光展 氏(一般社団法人ＣＳＲコミュニケーション協会 代表理事) 

経歴：1981年長野県生まれ。専門は、CSR、SDGs、サステナビリティ情報開示。 

著書は『創発型責任経営』（日本経済新聞出版、共著）ほか多数。2009 年より

ブログ『サステナビリティのその先へ』運営。ネット系広告会社などを経て 2008

年に独立。「日本の CSRをアップデートする」をミッションに上場企業を中心に

コンサルティングを行っている。専門誌・業界誌・一般週刊誌・ウェブメディ

ア、などサステナビリティについての寄稿・取材・出演多数。 

 

◎第２部 活動事例発表会 

セガサミーホールディングス株式会社（品川区西品川） 

 

※詳細は、添付資料をご覧ください。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２．12月 9日（水）しながわＣＳＲ推進協議会 課題別分科会（地域）を開催 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 令和 2年 12月 9日（水）、昨年に引き続き「地域」をテーマに課題別分科会を開き、 

会員企業 18企業 23名が参加しました。 

 新型コロナウイルス感染防止対策のため、例年の意見交換会とは実施方法を変更し、 

講演会形式での開催とした上で、参加者には、マスク着用、手指消毒、座席間隔の 

十分な確保などにご協力いただきました。 

 株式会社太陽住建 代表取締役 河原 勇輝 氏を講師に迎え、「地域に関わり CSVに

つなげる地域貢献デザイン」と題し、ご講演いただきました。 

 

 ※詳細は、以下の区ホームページをご覧ください。 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphoton

ews-2020/20201217164803.html 

 

＜今回参加いただいた会員企業＞（敬称略 50音順） 

愛知産業株式会社、ＳＭＫ株式会社、キヤノン IT ソリューションズ株式会社、 

光陽産業株式会社、セガサミーホールディングス株式会社、ソニー株式会社、 

大成温調株式会社、大日本印刷株式会社、東芝エレベータ株式会社 東京支社、 

株式会社トリドールホールディングス、日本ペイントホールディングス株式会社、 

日本たばこ産業株式会社 東京南部第二支店、本多通信工業株式会社、 

三井金属リサイクル株式会社、明治安田生命保険相互会社 品川支社、 

株式会社明電舎、株式会社ルネサンス、株式会社ローソン 

   

 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2020/20201217164803.html
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2020/20201217164803.html


 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

３． しながわ子ども食堂パネル展～子ども食堂のこれまで、これから～を開催します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 新型コロナウイルスの影響により、子ども食堂も今までのように開催ができなくなり

ました。 

学校は休校となり、子どもたちの居場所も給食もなくなり、家庭環境が急変する中、 

子ども食堂は地域の力で、居場所づくりや食のサポートを続けてきました。 

 パネル展では、コロナ禍での子ども食堂の取り組みを、パネルや今回初公開となる 

動画などで紹介します。 

 

◆日時：令和 3年 1月 16 日（土） 午前 10時～午後 4時 

◆会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）７階イベントホール（品川区東大井 5-18-1） 

◆内容：コロナ禍における子ども食堂の取り組み（フードパントリー）、 

 企業の取り組み支援の紹介、パネル展示（子ども食堂の風景、支援事例紹介など）、 

 相談コーナーなど  

 

※詳細は、添付資料をご覧ください。 

 

【問い合わせ先】 

 子育て応援課家庭支援係 

 TEL:5472-6385 

 FAX:5742-6387 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

４．【募集】「環境講演会」について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 令和 3年 2月 27日（土）に、スクエア荏原で爬虫類学者の加藤英明氏による 

講演会「外来生物＝悪い生きもの？ ～身近な生きものと生態系の話～」を開催します。 

  

◆日時：令和 3年 2月 27 日（土） 午後 2時～午後 3時 30分 (開場 午後 1時 30分) 

◆会場：品川区立荏原平塚総合区民会館（スクエア荏原）１階ひらつかホール 

（品川区荏原 4-5-28） 

◆講師：加藤 英明 氏（爬虫類学者） 

◆タイトル：「外来生物＝悪い生きもの？ ～身近な生きものと生態系の話～」 

◆定員：160名（事前申込・抽選） 

  

※環境表彰式・フードドライブと同時開催 

 ※応募方法等の詳細は、下記の区ホームページもしくは、添付資料をご覧ください。 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo

-event/hpg000018945.html 

 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-event/hpg000018945.html
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-event/hpg000018945.html


 

 

【問い合わせ先】 

 環境課環境推進係 

 TEL：5742-6755 

 FAX：5742-6853 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

５．83運動について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 みなさん 83 運動はご存じですか。83 運動は、平成 17 年に「小学生の登下校時刻で

ある午前 8時と午後 3時に、なるべく外の用事を行いながら子どもを見守ろう」という

活動と社会性をもつ昆虫の「ミツバチ」を結び付けて名付けた品川区立小学校 PTA連合

会が始めた運動です。 

 今では時間に関係なく、買い物や花の水やりなどで外に出る機会があれば子どもの様

子を気に掛け、子どもを見守ることを生活の一部にする活動へと発展してきました。 

 誰でもいつでもどこでも取り組める活動ですので、みなさんもぜひ子どもを見守る 

運動にご協力をお願いいたします。 

 

 ※83運動に関する、区ホームページの掲載は下記のとおり。 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/bosai/bosai-bohan/hpg000003242.html 

 

 【問い合わせ先】 

  庶務課庶務係 

  TEL:5742-6823 

  FAX:5742-6890 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

６．【募集】若年性認知症企業向けセミナーについて 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 東京都福祉保健局より、企業・団体の人事・労務担当者等に若年性認知症について 

理解を深めていただくためのセミナー開催告知がありましたのでご案内します。 

 

 ※若年性認知症とは、65歳以下で発症する認知症のことで、働き盛りにある人が 

  発症するケースが多く、本人の社会性維持や経済的問題が課題とされています。 

 

◆日  時：令和 3年 1 月 20日（水） 午後 3 時～午後 4時 30分 

◆開催方法：オンラインによるライブ配信 

◆内  容：(1)基調講演 若年性認知症の理解と支援 

      (2)若年性認知症総合支援センターによる就労支援 

      (3)企業・団体における就労支援の取組 

◆定員：250名（先着・事前申込み・無料） 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/bosai/bosai-bohan/hpg000003242.html


 

 

※詳細は東京都ホームページ『とうきょう認知症ナビ』もしくは添付資料をご覧くだ

さい。 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/gyouj

i/jakunen_seminar/index.html 

  

【問い合わせ先】 

 東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課 

 TEL:5320-4277 

 FAX:5388-1395 

 

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

 最後までお読みいただきありがとうございました。  

 皆様の企業活動の参考になりましたでしょうか？  

 

 会員が実施されている社会貢献活動について、広く周知を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是非お待ちしています！  

 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！  

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

■以下のアドレスにて、バックナンバーや企業の社会貢献活動の一例を紹介中♪♪  

  http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000017000/hpg000016993.htm 

 

■本協議会の PR動画（私たちの わ！しながわ ～しながわＣＳＲ推進協議会～）は 

 以下のアドレスより、是非ご覧ください。 

 ＜【20分版】＞ 

  https://www.youtube.com/watch?v=Empvanq8sqY 

  しながわＣＳＲ推進協議会の活動内容、【株式会社明電舎】・【東京サラヤ株式会社】・ 

   【寺田倉庫株式会社】のインタビュー、各会員企業のキャッチコピー等を 

   収録しています。 

 

 ＜【ダイジェスト版（2分動画）】＞ 

  https://www.youtube.com/watch?v=RMOk2flbggY 

 

■各会員企業のご担当者様のメールアドレスの新規登録・変更・配信停止などは、 

 以下の協議会事務局（品川区総務課自治体連携担当）までご連絡をお願いいたします。  

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

【発行】しながわＣＳＲ推進協議会 事務局   

    品川区総務部総務課自治体連携担当 

    〒140-8715 品川区広町 2-1-36   

    TEL 03-5742-6625  s-somu.shinagawa-csr@city.shinagawa.tokyo.jp 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/gyouji/jakunen_seminar/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/gyouji/jakunen_seminar/index.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000017000/hpg000016993.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Empvanq8sqY
https://www.youtube.com/watch?v=RMOk2flbggY


日時：平成３０年２月７日（水）

午後２時３０分～午後４時３０分 （開場 午後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

◆日時：令和３年２月３日（水）
１４：００～１６：００ (開場 １３：３０)

◆会場：品川区立総合区民会館(きゅりあん)１階 小ホール

【ＣＳＲ講演会と活動事例発表会】入場
無料

企業価値を高めるアフターコロナのＣＳＲ

【プログラム】

■第１部 CSR講演会 14：０5～15：２5

◆講師 安藤 光展 氏
（一般社団法人ＣＳＲコミュニケーション協会 代表理事 ）

＜経歴＞
1981年長野県生まれ。専門は、CSR、SDGs、サス

テナビリティ情報開示。著書は『創発型責任経営』（日

本経済新聞出版、共著）ほか多数。2009年よりブログ

『サステナビリティのその先へ』運営。ネット系広告会

社などを経て2008年に独立。「日本のCSRをアップ

デートする」をミッションに上場企業を中心にコンサル

ティングを行っている。専門誌・業界誌・一般週刊誌・

ウェブメディア、などサステナビリティについての寄

稿・取材・出演多数。

■開会の挨拶 14：０0～14：０5

■第２部 活動事例発表会 1５：３5～16：０0

主催：品川区 共催：しながわCSR推進協議会

＜講演概要＞
コロナ禍の中で厳しいビジネス環境が続く2021年。財務状況が厳しい企業も多く、

今後のCSRに期待されるのは、リターンが不明瞭な慈善活動から一歩先に進んだ“価値

創造”である。コロナ禍で経済的・社会的な価値をより生み出すためには何をすべきな

のか。最新トレンド紹介を含めて“より価値を生むCSR”のポイントを伝える。

※新型コロナウイルス感染症対策について

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講演会の内容変更・中止をする場合があります。

・マスク着用、手指消毒をお願いします。

・37.5度以上の発熱、風邪の症状等がある方は、ご来場をお控えください。

◆発表企業 セガサミーホールディングス株式会社



区民（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Ｃ

ＳＲ活動（社会貢献活動等）を推進することを目的に、しながわＣＳＲ推進協議会が平成22年5

月に発足しました。

この協議会では、品川区と連携して、ＣＳＲ活動（社会貢献活動等）に関する情報発信・交換

を行いながら、各企業が環境・防災・教育・福祉・地域活動など様々な分野において、ＣＳＲ活

動（社会貢献活動等）を進めています。

＜きゅりあん 案内図＞

●住所：品川区東大井5-18-1

ＪＲ京浜東北線・東急大井町線・りんかい線

大井町駅徒歩１分

■しながわＣＳＲ推進協議会とは

【参加申込書】

■申込方法等

◆参加費

無料

◆募集定員

150名

◆申込方法

(1)品川区ホームページから電子申請

(2)下段の【参加申込書】に所定事項記載の

うえ、ＦＡＸで総務課自治体連携担当へ。

◆締切

令和３年１月２６日（火） 定員になり次第締め切ります。

参加される方へは、後日「参加票」を送付します。

※手話通訳が必要な方は、事前にご相談ください。

◆問合せ先
品川区総務部総務課自治体連携担当（しながわＣＳＲ推進協議会事務局）

ＴＥＬ：０３-５７４２-６６２５ ＦＡＸ：０３-３７７４-６３５６

至大森
立会小学校

至品川

企業・事業所名 TEL（必須）

業 種 Mail（必須） FAX

住 所（必須） 〒

氏 名（必須） 役 職

当日の講演会および活動事例発表の参考にさせていただきますので、質問事項等がありましたら以下にご記入ください。

品川区・しながわＣＳＲ推進協議会からのＣＳＲ講演会等を掲載したメールマガジンの配信 [希望する・希望しない]

（どちらかに○をお願いします）

主催：品川区 共催：しながわＣＳＲ推進協議会






