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【しながわ CSR 推進協議会メールマガジン】
2018.6.29
<第 58 号>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■今回も「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 部門や総務部門、防災対策部門など、関係部署へ転送いただき、
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． 7 月 12 日（木）10 時～「平成 30 年度しながわ CSR 推進協議会 総会」開催
２．【募集】
7 月 12 日（木）14 時～「品川区文化芸術フォーラム」開催【寺田倉庫株式会社】
※締切：7 月 4 日（水）
３．

6 月 9 日（土）「しながわ子ども食堂フォーラム 2018」開催
【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】

４．【募集】
しながわ職場歩き（9 月 10 日開催）、しながわ寺子屋のご案内
※締切：7 月 13 日（金）
≪品川区関連情報≫
１．【協力依頼】品川区シェアサイクル事業のサイクルポート設置
２．【募集】品川区の魅力を広く発信する「わ！しながわ魅力発信プロジェクト」
※平成 31 年 3 月末日まで随時受付
３． 協働ニュース「品聞(しなもん)21 号」発行
４． ★祝優勝★ ブラインドサッカー日本代表

国際親善大会

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
【 今月のラインナップ 】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．7 月 12 日（木）10 時～「平成 30 年度しながわ CSR 推進協議会 総会」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。
ご出欠の回答をいただいておりません会員企業につきましては、
お手数ながら、ご回答願います。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．【募集】7 月 12 日（木）14 時～「品川区文化芸術フォーラム」開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
品川区では、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、文化の面での
機運醸成を図るとともに、オール品川で文化芸術の振興に取り組むことを目的に
「品川区文化芸術振興協議会」を発足しました。
この度、協議会発足の概要報告や今後の方向性を探るパネルディスカッション
（パネリストとして、しながわＣＳＲ推進協議会会員の【寺田倉庫株式会社】が登壇）を
行う「品川区文化芸術フォーラム」を 7 月 12 日(木)に開催します。
今後、東京 2020 大会に向けて、文化を通じたまちの活性化や団体連携の促進を
目指します。
■日時
平成 30 年 7 月 12 日（木）14 時～16 時（13 時半開場）
※締切：7 月 4 日（水）
■会場
品川区役所第三庁舎

6階

講堂（品川区広町 2-1-36）

■内容
（１）東京 2020 大会に向けた文化プログラムの取り組みについて
（２）品川区文化芸術振興協議会発足と今後の事業展開について
（３）パネルディスカッション
※申込方法等の詳細は添付のチラシ等をご覧ください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３．6 月 9 日（土）「しながわ子ども食堂フォーラム 2018」開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
しながわ子ども食堂フォーラム 2018 が 6 月 9 日(土)、JR 大井町駅前のきゅりあんで
開催され、子ども食堂への支援について考える基調講演や、子ども食堂の取り組み等が
紹介されました。
品川区、しながわ子ども食堂ネットワーク、品川区社会福祉協議会の共催イベントと

なり、子どもの居場所である「子ども食堂」を継続的に地域で支え育てるために、
支援のあり方や子ども食堂の取り組みを紹介しイベント参加者の理解を深めることが
目的。区内の子ども食堂の活動に関心のある企業や区民が参加しました。
法政大学現代福祉学部の湯浅 誠 教授による「子ども食堂と地域・企業の関わり」を
テーマにした基調講演がイベントホールで行われました。
また、クロモンこども食堂を運営者が進行役となり、パネルディスカッションも実施。
湯浅教授の他、子ども食堂ふたばの運営者、丸亀製麺を運営する
株式会社トリドールホールディングスの方、株式会社モスフードサービスの方が
パネラーとしてそれぞれの立場で、子ども食堂の役割や課題等について語り情報共有を
図りました。
※本フォーラムの詳細は、以下の区ホームページをご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/
20180609170132.html
※「しながわ子ども食堂ネットワーク」とは、区内子ども食堂の新規開設や運営継続を
支援するため、開設のノウハウや運営上の悩み、物品の提供情報等を共有する会議体で、
品川区が品川区社会福祉協議会に事務局を委託している事業。
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/kodomo/kodomo-kateisoudan/hpg000032527.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
４．【募集】しながわ職場歩き（9 月 10 日開催）、しながわ寺子屋のご案内
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
例年ご案内しております、未来協育推進機構が事業運営を行う「しながわ職場歩き」、
「しながわ寺子屋」です。
この２つの事業は、区立中学生が企業の社員の方と接することにより、自らの進路選択を
主体的に考え、行動できるようにすることを目的としています。
また参加する企業では、社員がなすべきことを再認識し、モチベーションのアップに
つながる機会となっています。是非ご検討ください。
※詳しくは、本事業の運営協力を行う未来協育推進機構の以下ホームページと添付資料を
ご覧ください。
http://www.mirai-kyouiku.org/
〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●○●
【 品川区関連情報 】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆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．【協力依頼】品川区シェアサイクル事業のサイクルポート設置
---------------------------------------------------------------------------品川区では平成 29 年 10 月より、都市の新たな交通手段として、複数のサイクルポート
（専用駐輪場）でどこでも自転車を利用し返却可能なシェアサイクルを導入しました。
また、平成 30 年 4 月 1 日より他区（千代田・中央・港・新宿・文京・江東・大田・渋谷）
と広域相互利用が可能となり、東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催時の新たな
交通手段としても期待できます。
貴社施設へのサイクルポートの設置により、集客や周辺施設との回遊を促進し、
施設の魅力向上が期待されます。
つきましては、サイクルポート設置へのご協力をいただきたく、ご検討の程、
よろしくお願い申し上げます。
詳細は添付の資料をご覧ください。
なお、サイクルポートの設置個所等の品川区シェアサイクル事業の詳細は
以下ホームページをご覧ください。
http://docomo-cycle.jp/shinagawa/
■問い合わせ先
株式会社ドコモ・バイクシェア（担当：中村）
TEL：03-3434-8198（平日 10～17 時）
E-mail：scsc@d-bikeshare.com
---------------------------------------------------------------------------２．【募集】品川区の魅力を広く発信する「わ！しながわ魅力発信プロジェクト」
---------------------------------------------------------------------------区の魅力を区内外に発信する事業については、区が広報支援を行います。
同プロジェクトに、ぜひご参加ください。
■対象となる事業
次のいずれかにあてはまる事業（既存事業でも可）
（１）区民が、品川区に対してより一層の愛着を感じ、区民であることを誇りに思い、
住み続けたいと思える事業
（２）区外在住者が、品川区に訪れてみたい、住んでみたい、働いてみたいと思える事業
（３）各種メディアを活用し、区の地域資源や施策の周等、区の魅力を区内外に
広く伝える事業
（４）東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会に向けて、特に訪日外国人へ
品川区の魅力を発信する事業
■事業実施期間
決定日～平成 31 年 3 月末日

■支援内容
（１）限定版「わ！しながわ」金メダルロゴマーク進呈
（２）区の各種広報媒体(ホームページ、SNS、プレスリリース等)により実施事業の
広報活動を支援
■審査
随時、区で審査を行った上、決定。
■申込み
「参加申込書」「事業内容説明書」を区へ提出。（平成 31 年 3 月末日まで随時受付）
※募集要項・各提出書類は以下区ホームページからダウンロードもできます。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kuseizyoho/kuseizyoho-cp/kuseizyoho-cp-30/2
0180528153550.html
■問い合わせ
広報広聴課シティプロモーション担当 140-8715
TEL：5742－6043（平日 8 時 30 分～17 時）
---------------------------------------------------------------------------３．協働ニュース「品聞(しなもん)21 号」発行
---------------------------------------------------------------------------区内で活動する団体・個人のゆるやかなネットワークである
「協働ネットワークしながわ」と品川区地域活動課が協働で発行する情報誌です。
協働事例や地域課題の解決に取り組んでいる団体・事業の紹介などを掲載しています。
ぜひご覧ください。
※詳しくは、添付の協働ニュース品聞(しなもん)21 号および
以下の区ホームページ（バックナンバー掲載）をご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000020300/hpg000020208.htm
---------------------------------------------------------------------------４．★祝優勝★ ブラインドサッカー日本代表 国際親善大会
---------------------------------------------------------------------------「しながわ 2020 スポーツ大使」の川村怜選手を擁するブラインドサッカー日本代表は
5 月 17 日（木）からベルギー・シャルルロワで行われた、国際親善大会「CAROLO CUP 2018」
に出場し、世界ランク上位のイランに初勝利の上で見事優勝しました。
日本（世界ランク 9 位）はイラン（同 5 位）、ドイツ選抜、シャルルロワ
（ベルギークラブチーム）と対戦。2 連勝で迎えた最終試合では優勝をかけイランと
対戦し、「しながわ 2020 スポーツ大使」の川村怜選手がゴールを奪い 1-0 で勝利し、

見事、優勝を決めました。
また、川村怜選手が、通算 8 得点を挙げゴールデンブーツ賞を受賞しました。
※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/20
180521102621.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

