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

                                 2018.6.6  <第 57号>  

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

■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（毎月 1回程度）  

 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！  

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

 

≪今月のラインナップ≫                    （文中敬称略）  

１．【しながわ CSR推進協議会】 

   新規入会企業の紹介【キヤノン ITソリューションズ株式会社】 

 

２．【しながわ CSR推進協議会】 

   5月 21日（月）しながわ CSR推進協議会 平成 30年度幹事会の開催 

 

３．【しながわ CSR推進協議会】 

   7月 12日（木）平成 30年度しながわ CSR 推進協議会 総会の開催 

 

４． 5月 27日（日）しながわ ECOフェスティバルを開催、会員企業が参加 

  【東京サラヤ株式会社】【東洋製罐グループホールディングス株式会社】 

 

５． 5月 16～5月 20日 ハンドボール全日本大会にて大崎電気ハンドボール部が優勝 

  【大崎電気工業株式会社】 

 

 

≪品川区関連情報（東京 2020オリンピック・パラリンピック関係）≫ 

１．【募集】6月 27日（水）しながわ 2020スポーツ大使 任命式＆トークセッション 

      ※締切：6/15（金） 

   

２．【募集】区主催スポーツイベントへの協力「しながわサポーター」 

      企業・団体大募集 

 

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

 

【 今月のラインナップ 】 



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

１．新規入会企業の紹介【キヤノン ITソリューションズ株式会社】 

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

 5月 7日（月）に「キヤノン ITソリューションズ株式会社」が、当協議会に 

入会されましたので、ご紹介いたします。 

 

◆キヤノン ITソリューションズ株式会社 

 （所在地：：東京都品川区東品川 2‐4‐1 野村不動産天王洲ビル） 

 

●事業内容 

  SIおよびコンサルティング、各種ソフトウェアの開発・販売 

 

●CSR・社会貢献活動等に係る企業理念・考え方 

  以下ホームページ参照 

   https://www.canon-its.co.jp/company/csr/ 

 

●現在までに実施された社会貢献活動等の実績（品川区内での実施を問わず） 

  ・エコキャップ収集活動 

  ・「使用済み切手」「書き損じはがき」「外国コイン・紙幣」回収 

  ・ベルマーク収集寄贈活動 

  ・備蓄品のフードバンクへの寄付 

  ・こどものみらい古本募金 

  ・地域の清掃活動参加 

  ・小中学生向けプログラミング教室開催 

  ・企業訪問の受け入れ 

  ・人材育成活動への参加 等 

 

●今後の品川区内での社会貢献活動の希望分野・具体的な活動内容 

  ・品川区の小中学校を対象にプログラミング教室を開催 

  ・企業訪問の受け入れ 

 

●ホームページ 

  https://www.canon-its.co.jp/ 

 

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

２．5月 21日（月）しながわ CSR推進協議会 幹事会の開催  

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

 しながわ CSR推進協議会の平成 30年度第１回幹事会を平成 30年 5 月 21日（月）、 

品川区役所で開催しました。 

 

https://www.canon-its.co.jp/company/csr/
https://www.canon-its.co.jp/


 同協議会では、社会貢献活動に関する情報発信・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、社会貢献活動を 

進めています。この日の幹事会では、しながわ CSR推進協議会の事業である 

「CSR講演会」や「課題別分科会」、「合同活動」の実施内容について、 

検討を行い、それぞれのテーマや実施の方向性などを確認しました。 

 なお区からは、幹事企業に「しながわ子ども食堂」等に関する情報提供を 

行いました。 

 

 ※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/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews

-2018/20180523085906.html 

 

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

３．7月 12日（木）平成 30年度しながわ CSR 推進協議会 総会の開催  

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

 しながわ CSR 推進協議会の総会を 7 月 12 日（木）10 時から品川区役所で開催します。 

総会では、協議会の昨年度の活動報告や今年度の活動予定、会員企業の社会貢献活動の 

取り組みなどについて、情報交換を行うことを予定しております。 

 

 なお、総会の開催通知とともに送付いたしました「出欠回答書」に、 

「社会貢献活動の発表について」、積極的な発表へのご協力ならびに 

「社会貢献活動を行う中での課題や今後の展望」について、 

皆様の忌憚ないご意見等を記入いただければ幸いです。 

 

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

４．5月 27日（日）「しながわ ECOフェスティバル 2018」を開催、会員企業が参加 

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

 5月 27日（日)、しながわ中央公園（品川区役所前）で 

「しながわ ECOフェスティバル 2018」が開催されました。 

 今年はしながわ CSR推進協議会の会員企業から、 

 ・【東京サラヤ株式会社】 

 ・【東洋製罐グループホールディングス株式会社】 

がブースを出展し、各社のブースには、イベントに参加する親子連れや、 

環境に配慮した商品の説明を聞く来場者など多くの方が足を運んでいました。 

 

 また会場における使用電力は、廃油を再利用したバイオ燃料を使った自家発電と、 

グリーン電力によって賄っており、会場に設置した家庭での使用済み食用油の 

回収機「ゆかいくん」に、自宅から持参した使用済みのてんぷら油を注ぎこむ人の 

姿も見られました。 

 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/20180523085906.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/20180523085906.html


 なお同フェスティバルは、毎年 3万人近くが来場する区内でも最大規模のイベントで、 

今年 26回目をむかえました。 

 

 ※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/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-201

8/20180527152111.html 

 

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

５．5月 16～5月 20日 ハンドボール全日本大会にて大崎電気ハンドボール部が優勝 

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

 5月 16日(水)～5月 20 日(日)の間、福井県福井市で行われた 

『高松宮記念杯第 8回全日本社会人選手権大会』において、 

しながわ CSR推進協議会の会員企業である【大崎電気工業株式会社】所属の 

大崎電気ハンドボール部が優勝しました。 

 

 同部は 1960年の創部以来、日本リーグ 3回、全日本総合 12回、国民体育大会も 

21 回の優勝を飾るなど、数多くの実績を挙げ、日本ハンドボール界を牽引する 

日本トップクラスチームです。 

 

 ※詳細は、以下区ホームページをご覧ください。 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-oripara/

20180521102620.html 

 

〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●○● 

 

【 品川区関連情報（東京 2020オリンピック・パラリンピック関係）】  

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

◆皆様の役に立ちそうな品川区政や地域等の情報をお伝えいたします。 

----------------------------------------------------------------------------  

１．【募集】6月 27日（水）しながわ 2020スポーツ大使 任命式＆トークセッション 

       ※締切：6/15（金） 

----------------------------------------------------------------------------  

 東京 2020オリンピック・パラリンピックを品川区内から盛り上げるため、 

品川区にゆかりのある 3 名のアスリートを「しながわ 2020スポーツ大使」に任命し、 

式典とトークセッションを開催します。 

 

 「しながわ 2020スポーツ大使」は、「義足のプロダンサー」として知られる 

大前光市氏、元競泳選手でオリンピアンの伊藤華英氏、ブラインドサッカー日本代表の 

川村怜氏の３名です。 

 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/20180527152111.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/20180527152111.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-oripara/20180521102620.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-oripara/20180521102620.html


＜日時＞ 

 6月 27日（水）午前 10時～午前 11時（午前 9時 30分受付開始）  

 

＜場所＞ 

 スクエア荏原 １階ひらつかホール（品川区荏原 4-5-28）  

 

 ※申込方法等の詳細は以下の区ホームページをご覧ください。 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-oripara/

20180522202057.html 

 

 是非、ご応募いただき、3大使と一緒に品川区から東京 2020オリンピック・ 

パラリンピックを盛り上げましょう！！ 

 なお、当日は元ホッケー選手でオリンピアンの藤尾香織氏がファシリテーターとして 

参加する他、観覧者特典として品川区 3競技応援キャラクターのキーホルダーを 

プレゼントします。 

 

----------------------------------------------------------------------------  

２．【募集】区主催スポーツイベントへの協力「しながわサポーター」 

      企業・団体大募集 

----------------------------------------------------------------------------  

 品川区では、区が主催するスポーツイベントにご協力いただける 

「しながわサポーター」企業・団体大募集しています。 

 ご協力いただいた企業名・内容は、区ホームページに掲載し、周知を行います。 

 東京 2020オリンピック・パラリンピックの開催が近づいており、皆様のご協力が 

必要です。是非「しながわサポーター」の申込みをご検討ください。 

 

＜募集内容＞ 

 下記のうち 1点でも可 

  ・区主催スポーツ関連イベントへのボランティア派遣の協力 

  ・区主催スポーツ関連イベントでのブース出店 

  ・区主催スポーツ関連イベントへの物品等の提供 

  

＜応募資格＞ 

 ・区内に所在する企業・NPO法人・大学・商店街・各種団体 

 ・区内で活動する 5人以上の団体 

  

＜活動期間＞ 

 ・通知後～平成 32年度末まで（脱退の申し出があった場合を除く）   

 

＜申請方法＞ 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-oripara/20180522202057.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-oripara/20180522202057.html


 ・申請書に必要事項を記入し、郵送か持参または FAX 

  

 ※申込方法・申請書・過去の協力いただいたイベント等の詳細は 

  以下の区ホームページをご覧ください。 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-oripara/

sangyo-bunka-oripara-suppoter/index.html 

 

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

 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？  

 

 会員企業の方々が実施されてい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！  

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

■バックナンバーはこちらのアドレスまで  

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

 

■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 

 ＜【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】のインタビュー、各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 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-oripara/sangyo-bunka-oripara-suppoter/index.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-oripara/sangyo-bunka-oripara-suppoter/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
mailto:s-somu.shinagawa-csr@city.shinagawa.tokyo.jp

