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【しながわ CSR 推進協議会メールマガジン】
2018.8.1 <第 59 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．会員企業の退会について【アチーブメント株式会社】、【ニフティ株式会社】
２．7 月 12 日（木）「平成 30 年度しながわ CSR 推進協議会 総会」開催
３．7 月 12 日（木）「品川区文化芸術フォーラム」開催【寺田倉庫株式会社】
４．7 月 13 日（金）「ウィルチェアーラグビー体験教室」開催【ＳＭＫ株式会社】

≪品川区関連情報≫
１．「平成 30 年 7 月豪雨災害義援金」の受付等
２．【募集】平成 30 年度「東京都女性活躍推進大賞」（締切：8/31(金)）
３．7 月 25 日（水） 品川区と一般社団法人五反田バレーが協定締結
～五反田バレー始動！品川区の五反田から“日本の五反田”へ～
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
※各内容の問い合わせ先について、記載の無いものは、各リンク先もしくは、
最下段の「発行」元であるしながわＣＳＲ推進協議会事務局までご連絡ください。
【 今月のラインナップ 】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．会員企業の退会について
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
7 月 5 日にアチーブメント株式会社、7 月 18 日にニフティ株式会社が、

品川区外への移転予定等のため、当協議会を退会されました。
長い間、ご協力をいただきありがとうございました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．7 月 12 日(木) 「平成 30 年度しながわ CSR 推進協議会 総会」開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「平成 30 年度しながわ CSR 推進協議会」の総会を 7 月 12 日(木)、区役所で開催し、
47 社が出席しました。
同協議会の平成 29 年度の活動報告と、平成 30 年度の活動予定報告に続き、
会員企業３社が取り組んでいるＣＳＲ・社会貢献活動の紹介がありました。
・株式会社リブセンス（上大崎 2-25-2）
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（本社：墨田区、五反田駅前、目黒駅前に施設開業）
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（西五反田 1-31-1）
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
最後に、品川区から「しながわ防災学校事業所コース参加者募集」
「しながわ子ども食堂に関するお願い」「しながわコミュニティ・スクール
フェスタについて」等について、情報提供や事業への協力依頼を行いました。
※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/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/
20180712113938.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３．7 月 12 日(木）「品川区文化芸術フォーラム」開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
品川区文化芸術フォーラムを平成 30 年 7 月 12 日（木）、区役所で開催し
「東京 2020 大会に向けての品川における文化芸術のありかた」を探りました。
品川区は、東京 2020 大会でホッケーとビーチバレーボールの会場として選ばれて
いることから、このフォーラムを、2020 年に向けて文化芸術の面でも機運を盛り上げて
いくためのキックオフイベントとして開催しました。
フォーラムでは、一般社団法人芸術と創造の綿江代表理事が、国内外の文化・芸術面の
取り組みを紹介し、「文化・芸術には無限の可能性があり、2020 年のタイミングだから
こそできることがある」と結びました。
また綿江代表理事をモデレーターに、会員企業である【寺田倉庫株式会社】等による
パネルトークも行われ、各団体の活動内容、地域とのつながりなどについて紹介が

ありました。パネラーからは「文化プログラムは、区の魅力を世界に発信する
絶好の機会」と、区への期待が語られました。
※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/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/
20180712092150.html
■問い合わせ先
文化観光課文化振興係
TEL：5742－6836（平日 8 時 30 分～17 時 00 分）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
４．7 月 13 日（金）「ウィルチェアーラグビー体験教室」開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
区立大原小学校（戸越 6-17-3）で平成 30 年 7 月 13 日(金)、オリンピック・パラリン
ピック教育の一環として、パラリンピック競技「ウィルチェアーラグビー」の
羽賀理之選手（会員企業である【ＳＭＫ株式会社】の社員）と峰島靖選手を講師に
招き、全児童 276 人が実体験教室に参加しました。
羽賀選手はリオデジャネイロパラリンピックで、日本が初めて銅メダルを
獲得した時のメンバーの一人です。最初に羽賀選手が、パワーポイントを使用して、
「ウィルチェアーラグビーってなに？」と題して、1 チーム 4 人で競技する
「車いすの格闘技」とも呼ばれる障害者スポーツであること、車いす競技の中でも、
唯一車いすでのタックル（ぶつかり合い）が認められている激しいスポーツで
あることや、競技用車いす、ボール、グローブ（手袋）などの紹介を行いました。
講義に続いて、タックルの実技体験を行いました。各クラスの児童の代表が
特殊なグローブを着けて競技用車いすに乗り、峰島選手からタックルを受けました。
タックルこそウィルチェアーラグビーの醍醐味で、タックルにはまり競技を
辞められない選手もいるとのことです。
羽賀選手は、ウィルチェアーラグビーの魅力として、
(1)障がいが重いことは、決して不利なことではない
(2)チームプレイが重要
(3)車いす競技で唯一、意図的な接触（タックル）が許されている
(4)自分を変えてくれた
ことをあげました。
※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/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/
20180713130423.html

■問い合わせ先
オリンピック・パラリンピック準備課オリンピック・パラリンピック担当
TEL：5742－9109（平日 8 時 30 分～17 時 00 分）
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．「平成 30 年 7 月豪雨災害義援金」の受付等
---------------------------------------------------------------------------平成 30 年台風第 7 号および前線等に伴う大雨災害により、亡くなられた方々の
ご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
被災された方々を支援するため、品川区では、品川区役所本庁舎３階総合受付に
義援金箱を設置しています。
お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社を通じて被災府県に送金し、
全額が被災された方々に届けられます。
※問い合わせ先等の詳細は、以下の区ホームページをご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kuseizyoho/kuseizyoho-kihu/kuseizyoho-kihugienkin/hpg000032535.html
また品川区は、7 月 21 日(土)～26 日(木)までの期間、被災地（岡山県倉敷市）へ
職員 2 名を派遣しました。
被災地では「避難所運営業務」と「り災証明書発行業務」に従事しました。
※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/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/
20180720095509.html
---------------------------------------------------------------------------２．【募集】平成 30 年度「東京都女性活躍推進大賞」
---------------------------------------------------------------------------東京都では、全ての女性が意欲と能力に応じて、多様な生き方が選択できる
社会の実現に向けて、女性の活躍推進に取り組む企業や団体等に対し、
「東京都女性活躍推進大賞」を贈呈します。
■締切
8 月 31 日(金)

■受賞された際のメリット
・「東京都女性活躍推進ポータルサイト」等の Web サイトや、その他各種広報により
受賞及びその取組を、東京都が広く発信
・新聞や就職情報サイト等のメディアにも掲載し、取組を紹介 など
※申込み・問い合わせ等の詳細は、以下の東京都ホームページをご覧ください。
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/danjo/jokatsu/taisho.html
---------------------------------------------------------------------------３．7 月 25 日（水） 品川区と一般社団法人五反田バレーが協定締結
---------------------------------------------------------------------------品川区は平成 30 年 7 月 25 日（水)、一般社団法人五反田バレーと連携協定を締結しまし
た。
近年、五反田から大崎にかけてのエリアは、区内のＩoＴ・ＡＩ等のベンチャー企業・
スタートアップ企業の多くが集積していることから“五反田バレー”と呼ばれています。
この日、一般社団法人五反田バレーは、五反田を本拠地とするベンチャー企業 6 社で
設立し、設立発表会を行いました。街の活性化を通じ、互いに相乗効果をもたらすと
ともに、社会課題を解決するスタートアップコミュニティへの発展を目指します。
区は、これまでも情報クラスターフェアの開催や交流事業の実施など、情報通信業の
企業間連携を支援してきましたが、今回の協定締結により、“五反田バレー”の
認知度アップと五反田のブランディングによる更なる企業集積を図るとともに、
ネットワーク構築による品川発の新たなイノベーション創出を目指します。
※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/
20180725182831.html
■問い合わせ先
商業・ものづくり課産業活性化担当
TEL：5498－6333（平日 8 時 30 分～17 時 00 分）
---------------------------------------------------------------------------◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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
■本協議会の PR 動画（私たちの わ！しながわ
以下のアドレスより
＜【20 分版】＞

～しながわ CSR 推進協議会～）は

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

