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

                                 2019.4. 5 <第 65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．新規入会企業の紹介【セガサミーホールディングス株式会社】 

 

２．パンフレット『企業との連携推進 2019』の発行【しながわ CSR推進協議会】 

 

３．バスケットボール体験会と交流大会に協力【黒田電気株式会社】 

 

４．【募集】4/21(日) 学研の｢はじめての療育｣セミナー 

    ｢見方｣を変えれば｢味方｣になれる の開催【株式会社学研ホールディングス】 

 

５．【募集】大崎図書館で広告を出しませんか？雑誌スポンサー制度のご案内 

 

６．しながわ子ども食堂支援のＰＲ映像の放映 

 

７．協働ニュース品聞(しなもん)24号を発行しました！ 

 

※前回【しながわ CSR推進協議会メールマガジン】64号に掲載の 

 「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」に 

 つきまして、文面および区ホームページの掲載内容に誤りがございました。 

  正）‘聖心’女子大学の澤野由紀子教授らによるトークセッション 

  誤）‘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 

 深くお詫び申し上げます。 

 なお本記事の内容は、以下区のホームページをご覧ください。 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2019/

20190119175057.html 

 

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

 ※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、 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2019/20190119175057.html
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2019/20190119175057.html


  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．新規入会企業の紹介 

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

  3月 6日(水)、【セガサミーホールディングス株式会社】が、当協議会に 

 入会されましたので、ご紹介いたします。 

 

 ◆セガサミーホールディングス株式会社 

  （所在地：品川区西品川 1‐1‐1 住友不動産大崎ガーデンタワー） 

 

 ●事業内容 

   総合エンタテイメント企業グループの持株会社として、グループの経営管理及び 

  それに附帯する業務。グループの事業領域は、遊技機事業（パチンコ遊技機及び、 

  パチスロ遊技機の開発・製造・販売）と国内外のデジタルゲーム分野を中心に 

  アミューズメント機器・施設、家庭用ゲームソフト、アニメーション、トイなどの 

  コンテンツ。ホテルなど複合施設の開発・運営によるリゾート事業。 

 

 ●CSR・社会貢献活動等に係る企業理念・考え方 

  ～社会から信頼され、尊敬される企業グループを目指して～ 

    セガサミーグループの成長は、社会の発展とステークホルダーとのかかわりの中で 

   成り立っており、社会の一員としてＣＳＲ（社会的責任）を果たすことは当然のことと 

   考えます。ＣＳＲとは特別なものでも難しいものでもなく、掲げるグループミッション 

   （「感動体験を創造し続ける ～社会をもっと元気に、カラフルに。～」）を日々実践 

  することであるといえます。本業であるエンタテイメントを通じて感動体験を提供する 

ことで、社会に潤いを与える企業でありたいという思いです。 

    法令や社会規範に則り、安定的かつ適正な利益を創出し、納税・配当を行うことで、 

   社会の持続的発展を支えています。ただし、それで十分というわけでなく、世界的視野 

での地球環境問題や人権問題等の社会課題に対して、また、弊社を取り巻く地域社会の 

ために、良き「企業市民」としてプラスになることを積み上げていきます。 

 

 ●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） 

   ・復興支援活動（クラフトスマートボール作り教室、セガサミーグループ野球教室、 

    水泳教室など） 

   ・海岸清掃活動（シーガイア ビーチクリーン） 

   ・森林里親活動 

   ・絵本を届ける運動 

   ・小学生向けプログラミング教室 

   ・玩具の寄贈と玩具除菌活動 

   ・学生たちの社会体験学習事前教育の支援（出前授業・見学会） 



   ・児童養護施設との交流（クリスマスイベント） など 

 

 ●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 

   ・エンタテイメント事業を通じた社会貢献 

   ・しながわ子ども食堂 

   ・ゲームに関する出前授業（高校・専門学校・大学向け） 

   ・小学校向けのプログラミング授業導入でのエンタメ活用 

 

 ●ホームページ 

   https://www.segasammy.co.jp/japanese/ 

 

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

２．しながわ CSR推進協議会パンフレット『企業との連携推進 2019』の発行 

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

 協議会パンフレット『企業との連携推進 2019』を発行いたしましたので、 

先般、会員企業の皆様に５部ずつ送付させていただきました（別途ご連絡いただいた 

会員企業の方には、指定の部数を送付） 

 なお、追加のご希望がありましたら、ご連絡をお願いします。 

 また、このパンフレットは、品川区のホームページにて公開していますので、貴社の総務・

CSR 部門等、関係者の方々にご紹介いただければ幸いです。 

 この度は、作成にあたり、お忙しい中、ご協力をいただき、ありがとうございました。  

 

※本パンフレットの掲載内容につきまして、以下のとおり、誤りがございました。 

 ＜該当箇所Ｐ26 下から３行目＞ 

  正）株式会社フォーカスシステムズ、株式会社文化堂、本多通信工業株式会社、 

  誤）株式会社フォーカスシステムズ株式会社、株式会社文化堂、本多通信工業株式会社、 

 大変申し訳ございませんでした。今後の区ホームページの掲載内容および今後配布を行う 

パンフレットにつきましては、修正いたします。 

※本パンフレットのデータは、以下のホームページに掲載しております。 

 ＜区ホームページ＞   

   http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000017000/hpg000016993.htm 

  

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

３．バスケットボール体験会と交流大会に協力 

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

 2月 24日（日）荏原 B 地域スポーツクラブが荏原平塚学園（平塚 3-16-26）で、 

しながわ CSR推進協議会 会員企業である【黒田電気株式会社】のバスケットボール 

チーム「黒田電気ブリット・スピリッツ」の選手を招き、バスケットボール体験会・ 

交流大会を開催しました。 

 この体験会と交流大会は同地域スポーツクラブの設立（平成２７年３月）を機に、 

地域の若者が交流できるスポーツ競技を実施しようと企画し、黒田電気株式会社の 

https://www.segasammy.co.jp/japanese/
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000017000/hpg000016993.htm


協力のもと開催され、今回が４回目となります。 

 体験会では、小中学生３６名がパスやドリブル、パスを受けてからシュートまでの 

動作などの技術を黒田電気ブリット・スピリッツの選手から直接教えてもらいました。 

開始時と終了時にみんなで円陣を組むなど、体験会を通じて参加者同士の交流も 

深まりました。 

 体験会後に行われた交流大会には、荏原 B地域スポーツクラブに加入している 

４チーム２９名が参加しました。今年は参加者と黒田電気ブリット・スピリッツの 

選手による３ポイント対戦を交流大会のハーフタイムに実施するなど、例年以上に 

内容の濃い大会になり、熱戦が繰り広げられました。 

 

※詳しくは、以下のホームページをご覧ください。 

 ＜区ホームページ＞  

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2019/

20190306214915.html 

 

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

４．【募集】4/21(日) 学研の｢はじめての療育｣セミナー 

   ｢見方｣を変えれば｢味方｣になれる 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】の 

グループ会社で、子育て支援を行っている【株式会社学研ココファン・ナーサリー】が 

｢その子らしさ・強みを活かす発達支援｣をテーマに、セミナーを開催します。 

子どもの発達に対する不安は、親の見方を変えることで違ったものになります。 

0～6歳児の保護者の方、｢発達の在り方｣について知りたい方、ぜひお越しください。 

 

■内容 

 基調講演 

  ｢はじめての療育、ゆっくりでも発達します｣ 

 ミニセミナー 

  ｢学研の保育園でのサポート実例｣｢就学するまでの流れ｣ 

 

■日時 

  4月 21日（日） 13：00 ～ 16：30（受付 12：30～） 

 

■講師 

 藤原 里美(東京都キャリアアップ講師、明星大学非常勤講師、一般社団法人チャイルド 

フットラボ代表、臨床心理士、早期発達支援コーディネーター、自閉症スペクトラム支援士、 

保育士) ほか 

 

■場所 

  五反田アリアル会議室 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2019/20190306214915.html
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2019/20190306214915.html


  （東京都品川区西五反田 1-3-8 五反田御幸ビル 2F） 

   ※JR山手線五反田駅 西口 徒歩 1分 都営浅草線五反田駅 A1 出口 徒歩 1分 

 

■参加費 

  無料 

 

■定員 

  90名（※事前申込制 定員になり次第、締切） 

 

■その他 

  子ども連れ可能 

 

■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=CCFN&mid=003606be&hid=gLeW8IkxQ_0 

 ※詳細は、添付のチラシをご覧ください。 

 

【問い合わせ先】 

 株式会社学研ココファン・ナーサリー 担当：高畑・横田 

 TEL：03‐6431‐1861（平日 8：45～17：45） 

 

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

５．【募集】大崎図書館で広告を出しませんか？雑誌スポンサー制度のご案内 

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

 大崎図書館（北品川 5-2-1 ※JR線・りんかい線「大崎駅」東口 徒歩 8分）では、 

雑誌のスポンサーになっていただける品川区内の企業、団体、店舗等を募集しています。 

 雑誌スポンサーとは、雑誌の購入費用を負担していただき、提供雑誌の最新号の 

カバーに会社名と広告を掲載し、１日平均 700 名が利用する大崎図書館利用者に 

PR できる制度です。 

 平成 30年 6月に新しく開館した大崎図書館はイメージアップのランドマーク！ 

新時代を迎えるこのタイミングで新しい取り組みを始めてみませんか。 

 

※詳しくは、以下のホームページをご覧ください。 

 ＜区ホームページ＞  

  https://library.city.shinagawa.tokyo.jp/tabid/312/Default.aspx 

 

【問い合わせ先】 

 大崎図書館 

 TEL：3440－5600、FAX：3440－5604 

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

https://pf.gakken.jp/user/op_enquete.gsp?sid=CCFN&mid=003606be&hid=gLeW8IkxQ_0
https://library.city.shinagawa.tokyo.jp/tabid/312/Default.aspx


６．しながわ子ども食堂支援のＰＲ映像の放映 

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

 2月 6日(水)開催の「CSR講演会と活動事例発表会」で初放映しました 

しながわ子ども食堂支援のＰＲ映像につきまして、YouTubeの品川区公式チャンネル 

「しながわネット TV」で配信しています。 

 是非ご覧いただき、この機会に「しながわ子ども食堂」のことを知っていただけば 

幸いです。 

 

※詳しくは、以下のホームページをご覧ください。 

 ＜しながわネット TV（しながわ子ども食堂の PR映像）＞ 

  https://www.youtube.com/watch?v=yDZWSgwnbUI 

 

 ＜区ホームページ（しながわ子ども食堂とは）＞ 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-kateisoudan/hpg000032527.html 

 

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

７．協働ニュース品聞(しなもん)24号を発行しました！ 

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

 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)24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 

 

【問い合わせ先】 

  品川区地域活動課協働推進係 

   TEL：5742－6605（平日 8：30～17：00） 

 

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

 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 

https://www.youtube.com/watch?v=yDZWSgwnbUI
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-kateisoudan/hpg000032527.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000020300/hpg000020208.htm
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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Empvanq8sqY
https://www.youtube.com/watch?v=RMOk2flbggY
mailto:s-somu.shinagawa-csr@city.shinagawa.tokyo.jp

