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【しながわ CSR 推進協議会メールマガジン】
2018.11.21 <第 62 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）
１．10/21(日）会員企業が「しながわ花海道 菜の花の種まき」に参加
【株式会社大井開発（アワーズイン阪急）】【ＳＭＫ株式会社】
【株式会社キューブシステム】【東京都競馬株式会社】
【日産東京販売ホールディングス株式会社】【美鈴工業株式会社】
【三井金属リサイクル株式会社】
【ロジスティックスオペレーションサービス株式会社】
※後日、【三和テッキ株式会社】【大成温調株式会社】が個別に協力
２．【募集】12/23(日)「きむらゆういち と 宮西達也 夢の競演！
クリスマス読み聞かせ会」の開催【株式会社学研ホールディングス】
３．今後のしながわ CSR 推進協議会の予定について
・【募集】12/14(金）課題別分科会（テーマ：教育）の開催
・【募集】12/21(金）合同活動（清掃美化活動）の開催
・【ご案内】2018/2/6(水）CSR 講演会と活動事例発表会の開催

≪品川区関連情報≫
１．平成 30 年度品川区社会貢献製品支援事業における認定製品のご紹介
２．【募集】都市ボランティア品川区推薦枠のご案内

※締切：11/28(水)

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
※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 】
---------------------------------------------------------------------------１．10/21(日）会員企業が「しながわ花海道 菜の花の種まき」に参加
---------------------------------------------------------------------------ＮＰＯ法人しながわ花海道が主催する菜の花の種まきが平成 30 年 10 月 21 日（日）、
しながわ花海道（東大井 1 丁目、2 丁目、勝島 1 丁目）で行われ、しながわＣＳＲ
推進協議会会員企業 8 社が社会貢献活動の一環として参加しました。
作業前に、主催団体の懸田副理事長が「参加する町会や企業の子どもたちと大人が
協力し合って、花いっぱいの花海道を築きましょう」とあいさつ。立正大学の学生に
よる種まきの説明を受けた参加者は、季節を過ぎたコスモスや雑草を抜いた後の花壇に
菜の花の種をまきながら交流しました。
「しながわ花海道」は、平成 14 年に地元の立会川商店街と鮫洲商店街が中心となって
「勝島運河の土手をお花畑にしよう」を合言葉に「しながわ花海道プロジェクト」を
立ち上げて始められました。1.5 メートル四方の区画およそ 1,200 区画に、個人や学校、
企業などのボランティアが種をまき手入れをして、春には菜の花、夏にはヒマワリ、
秋にはコスモスと四季折々の花が、訪れる人々を楽しませています。
＜今回参加頂いた会員企業＞（敬称略 50 音順）
【株式会社大井開発（アワーズイン阪急）】【ＳＭＫ株式会社】
【株式会社キューブシステム】【東京都競馬株式会社】
【日産東京販売ホールディングス株式会社】【美鈴工業株式会社】
【三井金属リサイクル株式会社】
【ロジスティックスオペレーションサービス株式会社】
※後日、【三和テッキ株式会社】【大成温調株式会社】が個別に協力
※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/
20181023145526.html
---------------------------------------------------------------------------２．【募集】12/23(日)「きむらゆういち と 宮西達也 夢の競演！
クリスマス読み聞かせ会」の開催
---------------------------------------------------------------------------しながわＣＳＲ推進協議会会員企業である【株式会社学研ホールディングス】が
「あらしのよるに」などでお馴染みの「きむらゆういち」氏と「おとうさんはウルトラマン」
「おまえ うまそうだな」などでお馴染みの絵本作家 宮西達也氏の豪華共演による
読み聞かせ会を以下のとおり開催します。
子どもから大人までどなたでもお楽しみいただけます。クリスマスの特別なひととき、
お誘いあわせの上、是非ご参加ください。

■日時
12 月 23 日（日）

14：00 ～ 15：15（開場 13：30）

■出演
きむらゆういち 氏、宮西達也 氏 ほか
■場所
学研本社ビル
（東京都品川区西五反田 2‐11‐8）
※ＪＲ山手線・東急池上線・都営地下鉄浅草線 五反田駅

徒歩５分

■参加費
無料
■定員
150 組 300 名（※事前申込制

定員になり次第、締切）

■申込方法
以下の申込専用ウェブサイトにアクセスいただき、必要事項をご記入の上、
お申し込みください。
https://pf.gakken.jp/user/op_enquete.gsp?sid=YKE&mid=003378Oe&hid=dpWs2ew66_0
※詳細は、添付のチラシをご覧ください。
【問い合わせ先】
株式会社学研プラス 幼児・児童事業部 担当：木村
TEL：03‐6431‐1588（平日 10：00～17：00）
---------------------------------------------------------------------------３．今後のしながわ CSR 推進協議会の予定について
---------------------------------------------------------------------------今年度の協議会の活動予定について、お知らせいたします。
【募集】＜12 月 14 日（金）課題別分科会（テーマ：教育）の開催＞
今年度の課題別分科会（テーマ：教育）は、
・「ＣＳＲによる学校教育の充実」（説明 教育委員会事務局指導課長）
・「企業が実施した学校支援活動の紹介」（説明 教育委員会事務局指導課担当職員）
・「意見交換会（小グループ毎によるフリートーキング）」
を予定しております。
11 月 9 日（水）にご案内の通知をメールにて発送いたしましたが、
ご覧いただけましたでしょうか。

ご出席の締め切りは、11 月 30 日（金）です。
多くの会員企業のご参加をお待ちしております（アンケートにも、是非ご協力願います）

【募集】＜12 月 21 日（金）合同活動（清掃美化活動）の開催＞
11 月 20 日（火）にご案内の通知をメールにて発送いたしましたが、
ご覧いただけましたでしょうか。
参加ご希望の締め切りは、12 月 10 日（月）です。
多くの会員企業のご参加をお待ちしております。

【ご案内】＜平成 31 年 2 月 6 日（水）CSR 講演会と活動事例発表会を開催＞
『現代に生きる「企業は社会の公器」－これからの地域社会をつくる持続可能な
企業と経営－』と題した講演会（講師：亀井 善太郎 氏（PHP 総研主席研究員)）と
しながわ CSR 推進協議会会員企業によるＣＳＲ活動（社会貢献活動等）の
活動事例発表会の開催をします。
観覧希望のご連絡は別途行います。多くの方にお聴きいただきたく、
社内での本イベントの周知にご協力いただけますようお願いいたします。
※CSR 講演会と活動事例発表会の詳細は、添付のチラシをご覧ください。
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 年度品川区社会貢献製品支援事業における認定製品のご紹介
---------------------------------------------------------------------------品川区商業・ものづくり課では、本年度より区内中小企業の優れた自社技術・製品・
サービスで社会貢献に寄与する製品を区で認定してＰＲを行うとともに、試験的に
導入・評価いただくことによる区内企業の販路拡大支援を実施しています。
この度、平成 30 年度品川区社会貢献製品支援事業の認定製品について、
添付の「認定製品 PR 集」のとおりご紹介します。
ご興味のある製品がございましたら、認定企業もしくは下記問い合わせ先まで
ご連絡いただけますようお願いします。区職員のご訪問による認定製品のご紹介も
可能でございますので、お気軽にご連絡ください。

【問い合わせ先】
品川区 地域振興部 商業・ものづくり課 中小企業支援係
担当：吉田、牧野
TEL：03‐5498‐6340（平日 8：30～17：00）
メール：sho-mono@city.shinagawa.tokyo.jp
---------------------------------------------------------------------------２．【募集】都市ボランティア品川区推薦枠のご案内（締切：11 月 28 日(水)）
---------------------------------------------------------------------------東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における「都市ボランティア
（品川区推薦枠）」の登録について、ご案内いたします。
平成 30 年 9 月 26 日（水）より、東京都において東京 2020 大会に向けて
「都市ボランティア」の募集が開始され、募集人数の一定数を品川区からの
推薦枠として設けられ、品川区内や近隣の場所においてボランティア活動を
行うことが可能となります。是非、ご協力をください。
■都市ボランティア推薦枠の申込締切
平成 30 年 11 月 28 日(水)
■申込方法
電子申請・FAX・郵送
※電子申請・申込書のダウンロードは下記サイトより
『品川区オリンピック・パラリンピック特設サイト』
URL ： https://shinagawa2020.jp/volunteer/
＜ご確認方法＞
（1）ボランティア募集ページ「東京 2020 大会へ向けたボランティア」の項目へ
（2）都市ボランティア「応募形態」品川区推薦枠／申込みフォーム・推薦申込用紙
※詳細は添付の資料をご覧ください。
【問い合わせ先】
品川区 文化スポーツ振興部 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 担当：山本・佐々木・清水
TEL：03‐5742‐9109（平日 8：30～17：00）
メール：olympic-paralympic@city.shinagawa.tokyo.jp
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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！
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
■以下のアドレスにて、バックナンバーや企業の社会貢献活動の一例を紹介中♪♪
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、是非ご覧ください。

～しながわ CSR 推進協議会～）は

＜【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

