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【しながわ CSR 推進協議会メールマガジン】
2019.5.17 <第 66 号>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■今月も「しながわ CSR 推進協議会」の会員をはじめ皆様に、
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 部門や防災対策部門など、関係部署などへ転送していただき、ご活用
いただければ幸いです。
また、会員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．新規入会企業の紹介【日本たばこ産業株式会社 東京南部第二支店】
２．【しながわ CSR 推進協議会】令和元年度活動予定について
３．【しながわ CSR 推進協議会】会員が実施する社会貢献・地域貢献プログラムの
品川区ホームページへの掲載希望調査について
４．【募集】しながわ防災学校

事業所コースの受講生を募集します！

５．【募集】６月４日（火）企業・地域ぐるみで考える！「子どもの食の支援」
～ガバメントクラウドファンディング説明会～
６．４月２４日（水）子ども食堂へパンの支援
【アワーズイン阪急（株式会社大井開発）】
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
【 今月のラインナップ 】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１． 新規入会企業の紹介
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4 月 25 日(木)、【日本たばこ産業株式会社 東京南部第二支店】が、
当協議会に入会されましたので、ご紹介いたします。
◆日本たばこ産業株式会社 東京南部第二支店
（所在地：品川区南大井 6-22-7 大森ベルポートＥ館
●事業内容
【会社全体】

８階）

〈たばこ事業〉
最大の財産であるブランドと、世界トップレベルの技術やノウハウを生かし、
130 以上の国と地域で商品を販売している。
〈医薬事業〉
さまざまな病気から世界の人々を救うために、国際的に通用する特色ある新薬の
創出を目指し研究開発に取り組んでいる。
〈加工食品事業〉
「一番大切な人に食べてもらいたい」という想いのもと、
冷凍食品、パックご飯、調味料等の商品づくりに取り組んでいる。
【支店】
たばこ事業の営業。主な業務はマーケティングやたばこ販売許可店への販売補助。
●CSR・社会貢献活動等に係る企業理念・考え方
JT グループは、責任ある地域コミュニティの一員として、自然・社会・人間の
多様性に価値を認め、 幅広いステークホルダーとともに様々な社会貢献活動に
取り組んでいく。
持続可能な地域社会の発展および「包摂的な社会」"inclusive societies"の実現に
寄与することを 目的に、マルチステークホルダー・パートナーシップを基盤として、
「環境保全」「災害分野」「格差是正」の 三つの領域を社会貢献活動の
重点課題として位置付ける。
この重点課題の中から、自らが事業を行っている地域社会の発展に貢献するため、
その地域社会において最も重要な課題について取り組んでいく。
JT グループでは、この基本方針に基づき、社員自らの社会貢献活動への参加を奨励し、
世界中でさまざまな社会貢献活動に取り組んでい行く。
●現在までに実施された社会貢献活動等の実績（品川区内での実施を問わず）
・JT の森（小菅：山梨県 他９か所）
荒れた森の再生を願う地域の方々とともに、社員も植栽・間伐・下草刈りなどに
参加して森を元気にするお手伝いをしている。
・ひろえば街が好きになる運動
ごみを「ひろう」という体験を通して、「すてない」気持ちを育てたいという
願いから、市民参加型の清掃活動を展開している。
●今後の品川区内での社会貢献活動の希望分野・具体的な活動内容
・清掃活動への参加
・喫煙所等の造作
●ホームページ

https://www.jti.co.jp/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．しながわ CSR 推進協議会の令和元年度活動予定の紹介
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今年度は、次のような活動を予定しております。
今後、協議会総会・幹事会などで会員の皆様のご意見をいただきながら、
実施する予定ですので、よろしくお願いいたします。
［しながわ CSR 推進協議会
5 月：幹事会

令和元年度の活動予定］

6 月 30 日：しながわ花海道コスモスの種まき
7 月：総会
9～10 月：課題別分科会、CSR パネル展（区庁舎内・スクエア荏原で開催）
2 月：CSR 講演会と活動事例発表会
毎月：メールマガジンの発行
その他：(1) 6・10～12・2～3 月頃、合同活動を実施
（活動内容は、清掃美化活動・種まき活動等を予定）
(2)幹事会は年 2 回程度開催予定
※各活動の詳細については、実施前にお知らせいたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３． 会員が実施する社会貢献・地域貢献プログラムの
品川区ホームページへの掲載希望調査について
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
４月１７日、会員が実施するプログラム（講座・イベント等）について、
品川区ホームページへの掲載希望調査を会員企業対象に実施しました。
５月１６日（木）回答期限となりますが、期限後も随時受付いたしますので、
CSR 推進協議会事務局までご連絡ください。
※詳しくは、添付ファイルをご参照ください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
４．【募集】しながわ防災学校 事業所コースの受講生を募集します！
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
職場での備えは万全ですか？
事業所の防災力を高めるための取り組みについて学びます。
【基本編（これから防災に力を入れていく区内事業所向け）】
○日時：７月 24 日（水）午後２時～午後５時

○内容：「発災直後に職場で必要な対応」「地震体験車、
屋内消火栓を使った消火体験、ＡＥＤ体験」など
○募集人数：20 人（先着）
○申込期日：６月 28 日（金）
○会場：しながわ防災体験館（品川区広町 2-1-36）
【応用編（ＢＣＰ（事業継続計画）の策定を検討している、
もしくは策定中の区内事業所向け）】
○日時：９月 25 日（水）午後２時～午後５時
○内容：「事業所における初動対応」「事業継続の計画検討」など
○募集人数：20 人（先着）
○申込期日：８月 30 日（金）
○会場：しながわ防災体験館（品川区広町 2-1-36）
【出張編】
区内事業所に講師が出張して防災の講演を行います。
○実施期間：１０月１日（火）～３月３１日（火）内の１日（２時間程度）
○内容：「災害対応に必要な基礎知識」「事業所としての初動対応」
「事業所における事業継続」の３テーマから１つを選択
○対象：区内事業所１社
○申込期日：６月 28 日（金）
○会場：申込団体にて確保をお願いします。
※応募多数の場合は抽選とします。
【各編共通】
○受講費用：無料
○申込方法：各申込期日までに電話で㈱サイエンスクラフト ℡6380－9062
※しながわ防災学校ホームページ
https://bousaigakkou.city.shinagawa.tokyo.jp/からも申し込めます。

へ

※この他のコースなど詳しくは、ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
５．【募集・無料】6 月 4 日（火）企業・地域ぐるみで考える！「子どもの食の支援」
～ガバメントクラウドファンディング説明会～
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
6 月 4 日（火）、しながわ子ども食堂への理解を深めてもらうとともに、子どもの食の
支援の輪を広げるため、しながわ CSR 推進協議会の会員である【城南信用金庫】の
協力のもと、講演・説明会を行います。
子どもの食の支援に関すること・しながわ子ども食堂をご理解いただくことが、

支援の一歩となりますので、この機会に是非ご参加ください。
【日時】
６月４日（火）１３時００分～１５時００分（開場１２時４５分）
【会場】
城南信用金庫 営業部本店 ４階講堂（品川区西五反田７－２－３）
※アクセス：ＪＲ山手線 五反田駅 徒歩 7 分、東急電鉄目黒線 不動前駅 徒歩 8 分
【内容】
（１）説明会協力企業挨拶
城南信用金庫 理事長 渡辺 泰志 氏
（２）ガバメントクラウンドファンディング説明
株式会社トラストバンク 浪越 達夫 氏
（３）基調講演（～子どもの職の支援と企業貢献～）
社会活動家、東京大学特任教授 湯浅 誠 氏
（４）子ども食堂の現状
クロモンこども食堂 薄葉 聖子 氏
※講師・講演者の経歴などの詳細は、添付のチラシをご覧ください。
【定員・費用】
先着１００名、無料
【申込方法】
①氏名・所属・役職、②企業名、③住所、④メールアドレス、⑤電話番号、
を明記の上、以下【問い合わせ先】にメールいただくか、添付のチラシ裏面の
申込書に明記の上、FAX にてお申込みください。
【問い合わせ先】
品川区子ども家庭支援課家庭支援係
TEL：03－5742－6385（平日 8：30～17：00）
FAX：03－5742－6387
E メール：katei-shien@city.shinagawa.tokyo.jp
※しながわ子ども食堂の詳細は、以下 URL の区ホームページをご覧ください。
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-kateisoudan/hpg000032527.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
６． 子ども食堂へパンの支援
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
４月２４日、しながわＣＳＲ推進協議会の会員である
【アワーズイン阪急（株式会社大井開発）】が、区が活動を支援している

「子ども食堂」に、100 円パン（大井食品館ガーデンベーカリーコーナー）の
継続的な寄贈の申し入れを行いました。
子ども食堂のために用意したパンを渡した同社の小谷 業務推進室室長 兼 料飲部長は、
「大井食品館で大変人気のパンです。とてもおいしく焼けているので、
楽しんで食べてもらえたらうれしいです」と笑顔で話していました。
※詳しくは、以下の区ホームページをご覧ください。
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2019/
20190425170848.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いたします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【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

