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【しながわ CSR 推進協議会メールマガジン】
2019.7.1 <第 67 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≫
１．【しながわ CSR 推進協議会】
5 月 30 日（木）しながわ CSR 推進協議会

（文中敬称略）
令和元年度幹事会の開催

２．【しながわ CSR 推進協議会】
7 月 31 日（水）令和元年度しながわ CSR 推進協議会

総会の開催

３．【しながわ CSR 推進協議会】
企業（しながわ CSR 推進協議会会員）・区が実施するプログラム等の紹介
４．5 月 26 日（日）しながわ ECO フェスティバルを開催、会員企業が参加
【東京サラヤ株式会社】【東洋製罐グループホールディングス株式会社】
５．【募集】8/2(金) 親子で楽しく学べる夏のイベント
『学研キッズフェス 2019』開催【株式会社学研ホールディングス】
６．

【情報提供】「企業の森」事業について

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
【 今月のラインナップ 】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．5 月 30 日（木）しながわ CSR 推進協議会 幹事会の開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
しながわ CSR 推進協議会の令和元年度第１回幹事会を令和元年 5 月 30 日（木）、
品川区役所で開催しました。
本協議会では、社会貢献活動に関する情報発信・交換を行いながら、各企業が
環境・防災・教育・福祉・地域活動など様々な分野において、社会貢献活動を

進めています。この日の幹事会では、しながわ CSR 推進協議会の事業である
「CSR 講演会」や「課題別分科会」、「合同活動」の実施内容について、
検討を行い、それぞれのテーマや実施の方向性などを確認しました。
なお区からは、幹事企業に「しながわ観光大使シナモロール×品川区３競技応援キャラの
仲良し大作戦！」への協力依頼や「子ども食堂」等に関する情報提供を行いました。
※詳しくは、以下の区ホームページをご覧ください。
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/chiiki/chiiki-kyodo/chiiki-kyodo-kigy
o/20190530csr1kanjikai.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．7 月 31 日（水）令和元年度しながわ CSR 推進協議会 総会の開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
しながわ CSR 推進協議会の総会を 7 月 31 日（水）10 時から品川区役所で開催します。
総会では、協議会の昨年度の活動報告や今年度の活動予定、会員企業の社会貢献活動の
取り組みなどについて、情報交換を行うことを予定しております。
なお、総会の開催通知とともに送付いたしました「出欠回答書」に、
「社会貢献活動の発表について」、積極的な発表へのご協力ならびに
「社会貢献活動を行う中での課題や今後の展望」について、
皆様の忌憚ないご意見等を記入いただければ幸いです。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３．企業（しながわ CSR 推進協議会会員）・区が実施するプログラム等の紹介
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
先日実施しました、会員が実施するプログラム（講座・イベント等）の
品川区ホームページへの掲載希望調査について、下記のとおり掲載いたしました。
本ページでは、区が実施するプログラム等の掲載もしておりますので、
ご活用ください。
今後も随時受付いたしますので、しながわ CSR 推進協議会事務局までご連絡ください。
●ホームページ
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/bosyu/20190603143354.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
４．5 月 26 日（日）「しながわ ECO フェスティバル 2019」を開催、会員企業が参加
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5 月 26 日（日)、しながわ中央公園（品川区役所前）で
「しながわ ECO フェスティバル 2019」が開催されました。
今年はしながわ CSR 推進協議会の会員企業から、
・【東京サラヤ株式会社】
・【東洋製罐グループホールディングス株式会社】

がブースを出展し、各社のブースには、イベントに参加する親子連れや、
環境に配慮した商品の説明を聞く来場者など多くの方が足を運んでいました。
また、飲食店エリアでは、使い捨てプラスチック製品の削減や意識啓発のため、
「サトウキビの搾りかすを原料とした環境配慮型容器」や「紙コップ」、「紙ストロー」
などで商品を提供しました。また、
“食品ロス”を減らす取り組みとして、フードドライブの
ブースも設置。家庭で眠っている食品などがないか、来場者に呼びかけました。
なお同フェスティバルは、今年で 27 回目をむかえ、今年は約 3 万 6 千人の来場者でにぎわ
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
-2019/20190527181443.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
５．【募集】8/2(金) 親子で楽しく学べる夏のイベント
『学研キッズフェス 2019』開催【株式会社学研ホールディングス】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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】は、
品川区西五反田の学研東京本社ビルにおいて「学研キッズフェス 2019」と題した
親子向け体験イベントを開催します。
幼児から小学生のお子さまとその保護者様を対象にした、夏休みならではの実践的な
「学び」を、無料で楽しく学べるイベントです。抽選で 200 家族 500 名をご招待いたします。
■日時
8 月 2 日（金）午前の部：10：00～12：30 ／ 午後の部：13：30～16：00
※午前の部・午後の部の完全入れ替え制となります。各部内容は同じです。
受付はそれぞれ開始時間の 15 分前から行います。
■内容
幼児～小学生が楽しめる学びのプログラム
・ロボットプログラミング講座
・STEAM ワークショップ
・英語でコミュニケーション体験
・体力テストチャレンジ
・モンテッソーリ教育体験
・夏休み勉強相談室 など（一部のプログラムは事前予約が必要）
■対象
幼児～小学生のお子さまとその保護者様

（各プログラムの対象年齢は、特設サイトをご確認ください）
■場所
学研東京本社ビル（東京・品川区）
※JR 山手線／東急 池上線／都営地下鉄 浅草線

五反田駅下車

徒歩 5 分

■参加費
無料
■定員
200 家族 500 名（※事前申込制。申込多数の場合、抽選となります）
■その他
・ご入場、ご参加、および一部のプログラム体験には、事前のエントリー、ご予約が必
要です。
・お子様だけでのご入場・ご参加はできません。
■申込方法
以下の特設サイトからお申し込みください。
学研キッズフェス２０１９： https://www.gakken.co.jp/kidsfes2019
応募締切：7 月 10 日（水）昼 12 時
【問い合わせ先】
株式会社 学研ホールディングス 学研キッズフェス事務局
お問い合わせフォーム：https://gakken.jp/kidsfes_contact/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
６．【情報提供】「企業の森」事業について
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「東京都」と「公益財団法人東京都農林水産振興財団」（東京都都知事が公益財団
法人として認定）が事務局となり実施している、「花粉の少ない森づくり運動」につ
いて、東京都から情報提供がありました。
スギ・ヒノキ林を伐採した跡地に、花粉の少ないスギなどを植栽することで
「花粉の少ない森づくり」を進めるとともに、多摩産材の安定供給、東京の林業の
活性化を図っています。
※詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
https://moridukuri.tokyo/
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

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
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