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

                                 2018.10.5 <第 61号>  
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■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．【候補者募集】「環境保全活動顕彰」(締切：11/16(金)） 

 

２．【募集】11/9(金)「環境経営セミナー」三方良しの環境戦略と身になる対策 

           ～品川発 CSV経営展開に向けて～(締切：10/31(水)） 

 

３．【募集】11/12(月)「しながわ CSR企業連絡会」の開催（締切：11/7(水)） 

 

４．【募集】平成 30年度「青少年の体験活動推進企業表彰」(締切：11/30(金)） 

 

５．【募集】10/19(金)・11/15(木)  

      健康大学しながわ 2018 公開講座「がんを学ぶ！！」 

 

６．【ご招待】10/9(日)～12/4(日)  

       品川歴史館特別展「明治維新－そのとき品川は－」  

 

７． 協働ニュース「品聞(しなもん)22号」発行 

 

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

【 今月のラインナップ 】 

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

１．【候補者募集】「環境保全活動顕彰」（締切：11/16(金)） 

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

 環境保全活動顕彰における候補者の募集をいたします。 

 本事業は、他の模範となる環境保全活動を行っている企業・団体・個人を顕彰 

することにより、区民の環境保全への取り組みを促進することを目的とするものです。 

 しながわ CSR推進協議会の会員企業の皆様におかれまして、関連する環境活動等が 

ございましたら、ぜひご応募ください！ 



 なお昨年度は、しながわ CSR推進協議会の会員企業である 

【東洋製罐グループホールディングス株式会社】が企業大賞、 

【東京サラヤ株式会社】が企業賞を受賞されました。 

 

 ※応募等の詳細は、添付資料もしくは以下 URL の区ホームページをご覧ください。 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-even

t/hpg000012277.html 

 

 ※なお授賞式を平成 31 年 2月 23日(土)に開催します。 

  昨年度の開催の様子は、以下 URLの区ホームページをご覧ください。 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2

018/hpg000033169.html 

 

【問い合わせ先】 

  品川区環境課環境推進係 

   TEL：5742－6755 

   FAX：5742－6853 

 

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

２．【募集】「環境経営セミナー」三方良しの環境戦略と身になる対策 

       ～品川発 CSV経営展開に向けて～(締切：10/31(水)） 

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

 足元できる環境対策と本業を通じ社会的課題（環境問題）に貢献する CSV経営の 

メリットを専門スタッフによる講演でご紹介します。ぜひご参加ください！ 

 

■日時 

  11月 9日(金）18時～19時 30分 

■会場 

  荏原第五区民集会所第一集会室（品川区二葉 1-1-2） 

   ※最寄駅：東急大井町線下神明駅（徒歩 2分） 

■内容 

  ①足元の環境対策 

  ②三方良しの『環境×経営』や『環境×戦略』 

  ③環境関連助成事業のご紹介 

 

 ※お申込み方法等の詳細は、添付のチラシ等もしくは以下 URLの区ホームページを 

  ご覧ください。 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-even

t/hpg000009669.html 

 

 ※本環境経営セミナーは区内事業者以外の方にもお申込みいただけます。 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-event/hpg000012277.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-event/hpg000012277.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/hpg000033169.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/hpg000033169.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-event/hpg000009669.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-event/hpg000009669.html


【問い合わせ先】 

  品川区環境課環境推進係 

   TEL：5742－6755 

   FAX：5742－6853 

 

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

３．【募集】「しながわ CSR 企業連絡会」（締切：11/7(水)） 

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

 しながわ CSR企業連絡会を下記日程にて実施いたします。 

しながわ CSR企業連絡会にご登録企業以外の方も、今回はご参加いただけますので 

是非ご出席ください。 

 ※「しながわ CSR企業連絡会」とは、品川区に事業所を有する企業や団体等の 

  主に福祉分野の社会貢献活動が円滑に行われるように、各種の調整や 

  情報交換を行うことを目的とする会であり、事務局は社会福祉法人 

  品川区社会福祉協議会が行っています。 

  なお本企業連絡会の詳細は、以下 URLの社会福祉法人品川区社会福祉協議会の 

  ホームページをご覧ください。 

   http://shinashakyo.jp/volunteer/csr.html 

 

■日時 

  11月 12日(月）15 時～16時 30分 

■会場 

  品川区社会福祉協議会 3階会議室（品川区大井 1-14-1 大井 1丁目共同ビル 3階） 

■内容 

 ①品川区内での若い世代への支援について活動紹介 

  ・NPO法人教育サポートセンターNIRE代表 

   「教育サポートセンターNIREの活動紹介と企業との協力について」 

  ・しながわこども食堂ネットワーク事務局 

   「品川区内の子ども食堂に対する企業の支援活動紹介」 

     ※教育サポートセンターNIRE 

      品川区内の発達が気になる子どもやひきこもり等の若者に対し学習支援や 

      社会参加活動・農業体験などの活動を実施 

     ※品川こども食堂ネットワーク 

      品川区内のこども食堂の設立・運営のサポートや年に１回 

            「こども食堂フォーラム」などを実施し、こども食堂の周知活動を実施 

  ②情報交換会 

 

■申込方法 

  以下問い合わせ先にご連絡ください 

■締切 

  11月 7日(水） 

http://shinashakyo.jp/volunteer/csr.html


【問い合わせ先】 

  品川ボランティアセンター（社会福祉法人品川区社会福祉協議会） 

   TEL：5718－7172 

   Eメール：volunteer@shinashakyo.jp 

 

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

４．【募集】平成 30年度「青少年の体験活動推進企業表彰」(締切：11/30(金)） 

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

 文部科学省では、青少年の体験活動の推進を図ることを目的として、 

企業が社会貢献の一環として実施した青少年の体験活動を募集し、優れた実践を 

広く紹介するとともに表彰を行っています。 

 是非ご応募を検討ください! 

 

■主催 

  文部科学省 

  

■応募対象 

 ・企業が CSRや社会貢献活動として主催した体験活動 

 ・平成 29年４月１日～平成 30年３月 31日に実施した体験活動 

 ・参加する青少年を公募して実施した体験活動 

 

■応募締切 

  平成 30年 11月 30 日(金）必着 

 

※詳細および、これまでの実績・企業の取組みは、以下 URLの文部科学省の 

 ホームページをご覧ください。 

 （詳細）http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/1339439.htm 

 （これまでの実績等）http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/taiken/1296811.htm 

 

【問い合わせ先】 

  文部科学省生涯学習政策局青少年教育課事業係 

   友松・濱村  

   TEL：03-5253-4111(内線：2056) 

 

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

５．【募集】健康大学しながわ 2018 公開講座「がんを学ぶ！！」 

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

 生涯のうち 2人に 1人はがんにかかる時代と言われています。がんの予防は事前に 

知ることが大切です。この度、以下のとおり、知識と経験が豊富な 2 人の講師を招いて、 

公開講座を実施します。自分と大切な人のために、がんについて学んでみませんか？ 

 

mailto:volunteer@shinashakyo.jp
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/1339439.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/taiken/1296811.htm


＜第１回＞ 

「がんを予防して健康寿命を延ばそう！」 

■講師 

  国立がん研究センター 社会と健康研究センター 

  センター長 医学博士 津金 昌一郎 氏 

■日時 

  10月 19日(金）午後 7時～午後 8時 30分（受付：午後 6時 30分～） 

 

＜第２回＞ 

「治療と仕事の両立支援～頼る勇気と頼られる準備～」 

■講師 

  キャンサー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 桜井 なおみ 氏 

■日時 

  11月 15日(木）午後 2時～午後 3時 30分（受付：午後 1時 30分～） 

 

※第１・２回の共通事項 

■会場 

  品川区役所第三庁舎 講堂（品川区広町 2－1－36） 

■対象・定員 

  区内在住か在勤 先着 150人 

■申込 

  以下【問い合わせ先】（荏原保健センター）に電話かメールをください。 

  メールの際は、｢件名」に＜がんを学ぶ＞、｢内容」に＜希望する講演のタイトル＞、 

  「氏名｣、｢住所｣、｢電話番号」をご記載ください。 

■締切 

  各回、開催日の前日まで（定員を満たした際は締切前に受付を終了いたしますので、 

  お早目に申込みください） 

 

 ※詳細は、添付のチラシもしくは以下 URLの区ホームページをご覧ください。  

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kenkou/kenkou-dukuri/20180829101907.html 

 

 ※なお第２回の公開講座は、｢しながわ健康ポイント」の対象です。 

  「しながわ健康ポイント」の詳細は、以下ホームページをご覧ください。 

   https://shinagawa.karada.live/ 

 

【問い合わせ先】 

  品川区保健所荏原保健センター保健事業係 

   TEL：03-3788-7013 

   Eメール：hcebara-jigyo@city.shinagawa.tokyo.jp 

 

 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kenkou/kenkou-dukuri/20180829101907.html
https://shinagawa.karada.live/
mailto:hcebara-jigyo@city.shinagawa.tokyo.jp


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

６．【ご招待】品川歴史館特別展「明治維新－そのとき品川は－」  

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

 平成 30年（2018年）は、明治元年（1868年）から満 150年の年に当たります。 

 品川歴史館では、特別展「明治維新－そのとき品川は－」を開催し、 

御殿山公使館焼き討ちや打ちこわし、鉄道開通などから、明治維新期の 

品川地域の様相を紹介します。 

 

 通常、品川歴史館では観覧料 300円（一般）をいただいておりますが、 

この度、しながわＣＳＲ推進協議会の会員企業の皆様へのご招待券（数量限定）を 

ご用意しております。 

 

 ご希望の方は、お手数ではございますが、本メールに返信する形にて、 

枚数をご連絡ください。送付させていただきます。 

 この機会に是非お越しいただき、品川区に愛着を抱いていただければ幸いです。 

 

■日程 

  10月 7日(日)～12 月 2日(日) 

   ※休館日：月曜日(10月 8日(祝・月)は除く)、10月 9日(火） 

 

■会場 

  品川歴史館（品川区大井 6-11-1） 

 

 ※特別展の詳細は、添付のチラシもしくは以下 URLのホームページをご覧ください。  

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/jigyo/06/historyhp/moyoshi/moyoshi.html#to

kubetsu 

 

【問い合わせ先】 

  品川区立品川歴史館 

   TEL：3777-4060 

 

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

７．協働ニュース「品聞(しなもん)22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。 

 ※最新の協働ニュース品聞(しなもん)22号およびバックナンバーは 

  以下 URLの区ホームページからご覧ください。 

   http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000020300/hpg000020208.htm 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/jigyo/06/historyhp/moyoshi/moyoshi.html#tokubetsu
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/jigyo/06/historyhp/moyoshi/moyoshi.html#tokubetsu
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000020300/hpg000020208.htm


【問い合わせ先】 

  品川区地域活動課協働推進係 

   TEL：5742－6605 

 

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

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

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

 

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

