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【しながわ CSR 推進協議会メールマガジン】
2019.3.6 <第 64 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！
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
（文中敬称略）
≪今月のラインナップ≫
１．平成 30 年 12 月 14 日 しながわ CSR 推進協議会 課題別分科会（教育）を開催
※追記事項：当日配布資料等を区ホームページに掲載
２．2 月 6 日（水）CSR 講演会と活動事例発表会を開催
【株式会社トリドールホールディングス】
３．1 月 19 日(土）しながわ！コミュニティ・スクール フェスタを開催
【東洋製罐グループホールディングス株式会社】
４．2 月 20・26 日 次世代を担う子どもたちへの支援（幼稚園・保育園・小学校に寄附）
【東芝テック株式会社】
５．2 月 23 日(土) 「環境表彰式＆環境講演会」において会員企業が表彰
【イオンリテール株式会社】
６．2 月 23 日(土）「地域でつながる みんなの暮らし展 2019」に会員企業が出展
【東京サラヤ株式会社】
７．3 月 18 日(月）【募集】「しながわ CSR 企業連絡会」（締切：3/13(水)）
※品川区が事務局のしながわ CSR 推進協議会とは異なります。
８．3 月 23・24 日 【ご案内】しながわ花海道「桜・菜の花まつり 2019」の開催
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
※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．平成 30 年 12 月 14 日 しながわ CSR 推進協議会 課題別分科会（教育）
当日配布資料等について
---------------------------------------------------------------------------前回発行の「しながわ CSR 推進協議会メールマガジン」に記載の
課題別分科会（教育）での配布資料および会議概要を区ホームページに
掲載いたしましたので、ご確認いただければ幸いです。
なお、課題別分科会（教育）当日の議題は以下のとおりです。
（１）ＣＳＲによる学校教育の充実（区担当職員が説明）
（２）意見交換会 ※３グループ×２回
（３）意見交換会のまとめ
※配布資料および会議概要は、以下の区ホームページをご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/chiiki/chiiki-kyodo/chiiki-kyodo-kigyo/hpg00
0021942.html
---------------------------------------------------------------------------２．CSR 講演会と活動事例発表会を開催
---------------------------------------------------------------------------2 月 6 日(水)、大井町駅前のきゅりあんで開催しました。
第一部では、PHP 総研の亀井 善太郎 主席研究員が「現代を生きる“企業は社会の
公器”これからの社会地域をつくる持続可能な企業と経営」をテーマに SDGs を
きっかけとした CSR 経営などについて講演。
また第二部では、はじめに「しながわ子ども食堂のＰＲ動画」をお披露目し、
区から子ども食堂への支援をうったえました。
続いて、同協議会会員企業の【株式会社トリドールホールディングス】が、
食育活動の一環として実施しているうどん教室や、しながわ子ども食堂への
支援活動などの社会貢献活動の事例を発表しました。
※詳細は、以下の区ホームページをご覧ください。
＜区ホームページ＞
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2019/2
0190206185310.html
---------------------------------------------------------------------------３．しながわ！コミュニティ・スクール フェスタを開催
---------------------------------------------------------------------------品川区教育委員会は 1 月 19 日（土）、区立豊葉の杜学園（二葉 1-3-40）アリーナで
「しながわ！コミュニティ・スクール フェスタ ～Link for the future 学校・家庭

・地域で育てよう！品川の子どもたち～」を開催。会場は約 1,600 人の来場者で
にぎわいました。
本イベントは、今年度全校展開となった「品川コミュニティ・スクール」の取り
組みを地域住民に広く周知するとともに、イベントを通して、学校と地域との一層の
連携強化を図ることを目的に開催。各校の取り組みを紹介するだけでなく、劇団四季に
よる特別公開授業「美しい日本語の話し方教室」のほか、区内外の企業・団体による
さまざまな体験や模擬授業等が行われました。しながわ CSR 推進協議会の会員からは
【東洋製罐グループホールディングス株式会社】にご協力いただきました。また、
ご来場いただきました会員の皆様、誠にありがとうございました。
ステージでは、日本料理「賛否両論」の笠原将弘氏による食育をテーマにした講演や、
清泉女子大学の澤野由紀子教授らによるトークセッションのほか、大井権現太鼓の演奏や
「しながわ学院エンタ部」によるダンスが披露され、会場を盛り上げました。
ご参加いただいた企業・団体からは、「自社のプログラムを保護者や教員に直接 PR
することができた。」「他の企業とも情報交換ができた。」などの声がありました。
品川区立学校は、今後も地域とともにある学校づくりを推進していきます。自社の
教育プログラムを学校に提供してくださる会員企業の皆様、品川区教育委員会まで
ご連絡ください。
【問い合わせ先】
品川区教育委員会事務局指導課
指導主事 TEL：5742-6832（平日

８：３０～１７：００）

学校地域連携係 TEL：5742-6595（平日 ８：３０～１７：００）
e-mail：shochu@city.shinagawa.tokyo.jp
※当日の模様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-2019/2
0190119175057.html
※品川コミュニティ・スクールの詳細については、以下の区ホームページを
ご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kukyoi/kukyoi-sesaku/hpg000032743.html
---------------------------------------------------------------------------４．次世代を担う子どもたちへの支援（幼稚園・保育園・小学校に寄附）
---------------------------------------------------------------------------２月、しながわＣＳＲ推進協議会 会員企業である【東芝テック株式会社】が
区内の幼稚園・保育園・小学校に寄附を行いました。
東芝テック株式会社では、社会に貢献することを目的とした「東芝テック社会
貢献基金」という従業員の給与等の端数基金による基金を設け、地域の福祉助成や
次世代を担う子どもたちの支援、環境保全助成のための金品の寄附等を行なっています。

今回「東芝テック社会貢献基金」により、
・五反田保育園（東五反田 2-15-6）
寄附品：防滴ワイヤレスアンプ
・御殿山すこやか園（御殿山幼稚園・五反田第二保育園)(北品川 5-3-1)
寄附品：大型絵本等
・御殿山小学校（北品川 5-2-6）
寄附品：トロンボーン
の寄附を行いました。
後日、東芝テック株式会社の社員が各施設に訪れ、贈呈式を開催されました。
※詳しくは、以下の区ホームページをご覧ください。
◆五反田保育園・御殿山すこやか園での贈呈式の様子
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/chiiki/chiiki-kyodo/chiiki-kyodo-kigyo/20190
220toshibatec.html
◆御殿山小学校での贈呈式の様子
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2019/2
0190226103218.html
---------------------------------------------------------------------------５．「環境表彰式＆環境講演会」において会員企業が表彰
---------------------------------------------------------------------------2 月 23 日(土）、スクエア荏原（荏原 4-5-28）で開催しました。
環境表彰式では「環境保全活動顕彰」「みどりの顕彰」「資源リサイクル活動貢献
団体」の 3 つの表彰式が行われました。
環境保全活動顕彰は、環境保全に関する優れた活動をされている個人・団体を
顕彰するもので、しながわ CSR 推進協議会の会員企業である
【イオンリテール株式会社】が企業賞を受賞されました。
また、ねこの博物館（静岡県）の館長で、ベストセラーとなった
「ざんねんないきもの事典」を監修した動物学者 今泉 忠明氏が、
「愛すべき”ざんねんないきもの”とぼくたちの環境」と題した講演を行いました。
※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-2019/2
0190223121505.html
---------------------------------------------------------------------------６．「地域でつながる みんなの暮らし展 2019」に会員企業が出展
---------------------------------------------------------------------------2 月 23 日（土）、大井町駅前のきゅりあん 7 階イベントホールで開催しました。

このイベントは、区内で地域貢献活動を行っている団体の皆さんが参加する見本市で、
子育て・介護・ボランティア・社会貢献・消費生活など計 67 団体がブースを出展した
ほか、ステージでの発表もあり、日頃の活動の成果発表・交流が行われました。
また会員企業から【東京サラヤ株式会社】が出展され、
【キヤノンＩＴソリューションズ株式会社】、【城南信用金庫】、
【第一三共株式会社 品川研究開発センター】3 企業がパンフレット掲載で参加しました。
※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-2019/2
0190222160748.html
---------------------------------------------------------------------------７．【募集】「しながわ CSR 企業連絡会」（締切：3/13(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
※品川区総務課が事務局となる「しながわ CSR 推進協議会」とは異なります。
■日時
3 月 18 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法人パルレ 代表理事 熊谷 恵美氏
「品川区内での発達障害児・者支援活動とボランティアによる協力について」
・ＮＰＯ法人ふれあいの家ーおばちゃんち 代表理事 幾島 博子氏
「子育てにやさしいまちづくり～地域の団体・子育て世代と企業との接点を探る～」
＊ＮＰＯ法人パルレ
品川区内発達障害児・者とその家族への相談支援・学習会・講演会・

フリースペースの開催等を実施
＊ＮＰＯ法人ふれあいの家ーおばちゃんち
「子育て・子育ちにやさしいまちづくり」を目指し、子育て交流サロンの
開催・短時間保育・子育てサポーターの養成・講演会等を実施
また、品川区内子育ての見本市「子育てメッセ」を年に１回開催。
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
3 月 13 日(水）
【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（平日 8：30～17：00）
E メール：volunteer@shinashakyo.jp
---------------------------------------------------------------------------８．【ご案内】しながわ花海道「桜・菜の花まつり 2019」の開催
---------------------------------------------------------------------------NPO 法人しながわ花海道より会員企業の皆様へ「桜・菜の花まつり 2019」の周知依頼が
ありましたので、以下のとおり、お知らせいたします。
■日時
3 月 23・24 日(土・日）10 時～15 時
■会場
勝島運河（京浜急行線

※雨天中止

立会川・鮫洲駅から徒歩 5 分）

■内容
模擬店・バザー、ステージ、写真展、福島県藤沼湖の奇跡のアジサイ植樹式など
※詳細は添付のチラシをご覧ください。
【問い合わせ先】
NPO 法人しながわ花海道
TEL：5763－9566（事務局）
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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

～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

