
〒141-8643　品川区大崎1-11-2　
 ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL 03-5435-1350　FAX 03-5759-6944
http://www.lawson.co.jp/company/activity/
■担　　当：事業サポート本部

環境社会共生・地域連携推進部
■事業内容 ：コンビニエンスストア「ローソン」、「ナ

チュラルローソン」、及び「ローソンストア
100」のフランチャイズチェーン展開等

東京都内のひとり親家庭の母子を森林教室にご招待
2018 年 8 月 27 日（月）～ 28 日（火）に、「ローソン緑の募金」を活用した環境
教育プログラム「活樹祭～親子森林教室 in 小菅村 2018」を開催しました。子
どもたちの自然への興味・関心を育みながら、社会性やコミュニケーション
能力を高めることを目的としたものです。この森林教室はひとり親家庭の母
子を対象にしており、（一財）東京都ひとり親家庭福祉協議会（新宿区）と（一
財）全国母子寡婦福祉団体協議会（品川区）の協力のもと、東京都内在住の母子
10 組 20 名をご招待し、山梨県小菅村で多摩川の源流体験やヒノキの間伐、
伐った木を活用したスプーンづくりなどを行いました。プログラムは地域の
NPO と連携し、同様の取り組みを同年 9 月に宮城県川崎町でも実施しました。

〒141-0031　品川区西五反田1-31-1
 日本生命五反田ビル10F
TEL 03-5436-2351　FAX 03-5434-3991
https://www.mitsui-soko.com/company/group/mscs/business/logios/
■担　　当 ：総務課
■事業内容 ：日用品や電化製品などを扱う物流倉庫での貨

物管理や公共事業の受託、自動運搬ロボット
の代理店など物流に関して幅広く事業を行っ
ています。

希少金属リサイクルプロジェクトに賛同
小型家電に使われている希少金属リサイクルプロジェクトに賛同し、全国の営
業所に呼びかけ不要になった携帯電話や充電コードなど、段ボール 2 箱分の小
型家電を品川区に寄贈致しました。
既に利用されている資源量が地下資源量を上回ると言われている現代、電化製
品を扱う企業として今後も積極的に持続可能な社会を目指す活動に取り組んで
参ります。

〒 141-0021　品川区上大崎2-25-2　新目黒東急ビル5F
TEL 03-6275-3337　FAX 03-3490-1853
https://info.livesense.co.jp/
■担　　当：経営推進
■事業内容 ：「あたりまえを、発明しよう。」をコーポレー

トビジョンに掲げ、求人領域、不動産領域等
でウェブメディアを展開しています。

中学生の職場体験を実施しました
品川区の中学生 3 名を対象に、2 日間の職場体験を実施しました。
職場体験では、リブセンスの事業やカルチャーを感じつつ、広報
職としてオフィスの魅力を PR するブログを書いてもらい、実際
にコーポレートサイトで公開しました。「IT を通じた地域活性」
の一環として、就労経験のない若者が IT ベンチャー企業での職
場体験を通じ、時代に即したキャリア観を育くむきっかけになる
よう、これからも積極的な取り組みを行っていきます。

株式会社リブセンス株式会社リブセンス
〒 130-0026　墨田区両国2-10-14　両国シティコア3F
TEL 03-5600-5411
https://www.s-renaissance.co.jp/
■担　　当 ：地域健康営業部
■事業内容 ：スポーツクラブ事業をはじめ、自治体や企業

等での健康づくり事業や介護リハビリ事業を
全国で展開しております。
区内では目黒駅前、五反田駅前にドゥミルネ
サンスのブランドでスタジオを展開しており
ます。

事業活動を通じて、
全ての人々の生きがい創造に貢献します

ルネサンスは創業以来、事業活動を通して社会貢献を行うことを目指してき
ました。
長寿社会にあって「健康」であり続けることが、社会的課題解決の一つの方法
であることを認識し、品川区内においても高齢者の認知機能低下予防のプロ
グラム提供や、健康大学しながわなど地域の健康づくりに関わっております。
また、身近なところでできる活動として、地域の清掃など地域密着の活動も行
い、幅広い社会貢献を目指しております。

幹事
企業 幹事

企業

株式会社ルネサンス株式会社ルネサンス

株式会社ローソン株式会社ローソン ロジスティックスロジスティックス
オペレーションサービス株式会社オペレーションサービス株式会社

当社では、ＮＰＯ法人コアネットとともに 2007 年から小学 6 年
生を対象としたものづくり教室を開催しています。
従業員とコアネットのメンバーがインストラクターとなり、モー
タで動くロボット・キットの組立をサポートします。
考えながらキットを完成させて遊ぶことで、子どもたちにものづ
くりの楽しさを体験してもらいます。
品川区では毎年 4 ～ 5 校で開催しています。

子ども食堂を応援していただけませんか！子ども食堂を応援していただけませんか！
月に１回、
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ひとりぼっちでご飯を食べる子どもをなくす地域の居場
所づくりとして、全国に広がる子ども食堂も現在2,500か所
を超えています。食堂ごとに運営の仕方も様々ですが、地域
の大人が中心となって、子どもたちに食事と団らんの場を提
供しています。品川区でも「クロモンこども食堂」から始まり、
現在17か所まで広がりました。抱える課題も増えてきまし
たが、まわりの皆様のご協力に支えられ、頑張っています。
今後も「皆さんのできること」をお待ちしています。

〒140-8537　品川区東大井5-23-37
TEL 03-3458-6223　FAX 03-3458-3773
http://www.mpuni.co.jp/index.html
■担　　当：総務部

三菱鉛筆株式会社三菱鉛筆株式会社

〒140-0002　品川区東品川1-37-8
TEL 03-5479-2786　FAX 03-5479-2452
http://www.dhl.co.jp/ja.html
■担　　当：セールス＆マーケティング本部
■事業内容 ：世界220以上の国・地域を結ぶグローバルネッ

トワークを国際輸送事情を熟知した世界約8万
人の従業員が支え、安全・確実・スピーディな
国際エクスプレスサービスを提供しています。

DHLジャパン株式会社DHLジャパン株式会社

〒141-0033　品川区西品川1-1-1
TEL 03-6864-2408　FAX 050-3153-0448
https://www.segasammy.co.jp/japanese/
■担　　当：グループCSR推進室
■事業内容 ：1 総合エンタテインメント企業グループの持

株会社。グループの事業領域は遊技機、エン
タテインメントコンテンツおよびリゾート。

2 セガサミーグループは、幅広い領域で事業
展開する総合エンタテインメント企業グル
ープとして、大人から子どもまであらゆる
年代のお客さま、国内、海外のお客さまに
感動体験を創造し続けています。

セガサミーホールディングス株式会社セガサミーホールディングス株式会社

〒140-0002　品川区東品川2-2-20
TEL 03-5495-9531　FAX 03-5495-9539
https://www.fxif.co.jp/
■担　　 当：事業企画管理室
■事業内容 ：当社は、富士ゼロックス製品をご愛顧いただ

いている法人のお客様に、ｅコマースサイト「イー・
クイックス」を通じてサービス展開しています。

富士ゼロックス
インターフィールド株式会社
富士ゼロックス
インターフィールド株式会社

〒141-0032　品川区大崎1-11-1
 ゲートシティー大崎ウエストタワー19F
TEL 03-5437-8123　FAX 03-5437-8124
http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/mkr/gaiyo.html
■担　　当：管理部
■事業内容 ：三井金属リサイクルは、三井金属グループ向

けに国内外よりリサイクル原料を集荷し、環
境負荷の低減を図るとともに資源の循環利用
に大きく貢献しています。

三井金属リサイクル株式会社三井金属リサイクル株式会社

〒141-0021　品川区上大崎3-14-12　井雅ビル5F
TEL 03-6459-3255　FAX 03-6859-0055
https://net-native.net/
■担　　当：経営管理部
■事業内容 ：日本最大級の女性向けエンタメ＆ライフスタ

イルニュースサイト『モデルプレス』、ライフ
スタイルニュースサイト『女子旅プレス』、最
新の “カワイイ” を発信する美容コスメニュー
スサイト『メイクイット』等の WEB メディ
アの運営を中心に事業展開しています。

株式会社ネットネイティブ株式会社ネットネイティブ

〒 141-6025　品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower
TEL 050-2036-3164　FAX 03-6866-5108
http://www.shi.co.jp/
■担　　当：CSR推進室
■事業内容 ：住友重機械グループは、産業機械、造船、プ

ラントから最先端精密機械分野まで多岐にわ
たる総合重機械メーカーです。

■社会貢献活動について：
品川区の一区民として、しながわCSR推進協
議会の活動に参加させていただき、他社の取
り組みを学びながら、地域が望む、かつ当社
が貢献できる活動を模索しています。機械製
造業を通じて、社会課題を解決する商品・
サービスづくりを進めるとともに、次世代を
担う子供たちに、環境に配慮したものづくり
を見てもらえるように準備を進めています。

住友重機械工業株式会社住友重機械工業株式会社
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企業の方からいただいた商品をお土産にして渡したときに、ある少
年から「これは誰がくれたの？なんで？」と聞かれました。「この商品を
作っている会社の方が “子ども達に食べてもらいたい” って届けてくれ
たの」と説明すると、彼は商品を両手でしっかりと受け取って、真っすぐ
な目で「ありがとうございます」と言いました。商品の向こうにいる届け
てくれた誰かを思っているように見えました。美味しいや楽しいを体
感するだけでなく、子ども達は「応援してくれる人がいる」ことを実感し
ているのだと思います。皆様からの応援が子どもの安心と勇気につな
がるように、現場の私達も彼らに寄り添っていきたいと思っています。

【特に必要なもの】
・玄米や白米、調味料は常に必要
・靴下、はぶらし、歯みがき粉などの日用品
・お菓子、ジュース、果物

クロモン
こども食堂
薄葉 聖子

子ども食堂「福栄みらい塾」は、平成 30 年 10
月オープン。きっかけは、三菱ふそうトラック・
バス株式会社からの「社員食堂をどうぞ」と
いう「場」の提供でした。さらに、地元社会福
祉法人福栄会が、運営全般にわたる安全管理
や連絡調整役として参加。食事づくりは、お
膝元の町会婦人部の皆さん。食前・食後に、
囲碁・将棋、折り紙、英語ゲーム等で子ども
たちの相手をするのは、地域のボランティア
が担当。「福栄みらい塾」は地元企業や社会福
祉法人の社会貢献という大きな心くばりと
地域住民の協働で生まれた子ども食堂なの
です。

福栄みらい塾
運営委員会事務局
宮地 恵美子

シンプロメンテ株式会社より、しながわ子ども食堂ネッ
トワーク事務局に「夕方使用していない社員食堂をぜひ活
用してほしい」という申し出があり、「オリーブの樹・子ど
も食堂」を 2018 年 10 月から始めることができました。最
新の調理器具や調味料も含め、使用させていただいてます。
大井第一地域にあり、会社の社員の方々、町会長、民生委員
等の協力もあり、地域センターや児童センター、すまいるス
クールとも連携し、微力ながら地域の大人と子どもたちが
顔見知りになり、気軽に声を掛け合える様な関係づくりの
一助になれたらと思っています。

NPO法人
オリーブの樹
根岸 美絵子

こういうものが、本当に助かっています。
マスク：毎回スタッフが使っています。必需品なので助か

ります。
調味料：特にコロッケ、唐揚げなど、揚げ物の場合、大量の

油が必要です。購入するとかなりのお値段なので
ご寄附いただけて、嬉しいです。

手指消毒液：インフル、食中毒対策の強い味方です。調理前
の調理台の殺菌にも使っています。

子ども応援基金や品川区内共通商品券などをご寄附い
ただけたときは、メニューでお肉を奮発できました！

子ども食堂ふたば
小野 幸子

株式会社トリドールホールディングス

株式会社モスフードサービス（概要はP21掲載）
東京サラヤ株式会社

日本ハム株式会社（概要はP16掲載）
アワーズイン阪急（株式会社大井開発）
ＳＭＫ株式会社、東京サラヤ株式会社
株式会社日本アクセス 衛生講習会の協力

東京サラヤ株式会社

パネリストとして登壇協力
株式会社トリドールホールディングス

株式会社モスフードサービス

Facebookも開設中！！Facebookも開設中！！

しながわ子ども食堂

平成 30 年 7 月 12 日（木）に品川区役所で平成 30 年度しながわ CSR 推進協議会の総会を開催し、
47 企業 50 人が出席しました。

開会にあたり、協議会会長（濱野品川区長）は、日頃からの各企業によるCSR活動や品川区への
寄与に謝意を述べ、「企業活動を行うことが一種の社会貢献であると思います。また、自社の活動に
より別の社会的責任を伴うものでもあります。そういう意味で、各会社におきまして、自社の社会
的責任というのは、どういうものなのか。あるいは、品川区にどのような寄与ができるのかという
ことをお考えいただき、少しでもご協力を賜れば、本当にありがたいです。」とあいさつがあった
後、新規入会企業 3社による社会貢献活動事例を交えた自己紹介、平成 29年度協議会活動報告、平
成 30年度協議会活動予定の説明が行われました。
次に、各企業が日頃取り組んでいる社会貢献活動として、3社からご紹介いただきました。
出席者は各企業の具体的な取組事例やその中での課題などについて、メモをとりながら熱心に聞き
入っていました。

しながわCSR推進協議会
活動レポート2018

しながわCSR推進協議会
活動レポート2018

〈議　題〉
⑴ 平成29年度しながわCSR推進協議会の活動報告について
①総会　　　②課題別分科会　　　③CSR講演会と活動事例発表会　　　④幹事会
⑤合同活動（しながわ花海道美化活動、区内学校の下校見守り活動）　　⑥パネル展
⑦その他（情報発信等について）

⑵ 平成30年度しながわCSR推進協議会の活動予定について
①幹事会の設置　　　　②課題別分科会　　　　③合同活動について　　　　④パネル展
⑤CSR講演会と活動事例発表会　　　　　　　　⑥メールマガジン　　　　　⑦パンフレット
⑧その他（しながわ職場歩き、各種イベント出展等）

⑶ 会員企業が取り組む社会貢献活動の紹介
・株式会社リブセンス
　小学生のための「プログラミングたいけん」、フードロスに対する今後の取り組み等
・株式会社ルネサンス
　地域の健康づくり、祭りのボランティア等
・ロジスティックスオペレーションサービス株式会社
　ダイバーシティへの取り組み、ブラインドサッカーへの協賛等

⑷ 意見交換
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