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　　　　　   　【しながわCSR推進協議会メールマガジン】 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     2016.4.28　　<第35号> 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■　今年度も、「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。 
　　本メールマガジンは、年間を通じて毎月1回程度発行する予定です。 
　　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、皆様からの積極的な情報提供もお待ちしております！ 

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

≪今月のラインアップ≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文中敬称略） 

１．しながわCSR推進協議会　平成28年度の活動予定の紹介 

２．しながわCSR推進協議会　平成28年度パンフレットの発行 

３．区内の障害児福祉施設に椅子・パソコン等の寄付（3月）【東芝テック株式会社】

４．災害時一時滞在施設開設訓練（4月13日）【東京サラヤ株式会社】

５．防災体験フェア（4月23日）【光陽産業株式会社】

６．しながわECOフェスティバル2016（5月22日）の開催 
（１）【東洋製罐グループホールディングス株式会社】
（２）【東京サラヤ株式会社】
（３）【株式会社ニコン】
（４）【日産プリンス東京販売株式会社】

＜お役立ち情報＞ 

（１）熊本地震義援金の受付

（２）昭和大学と連携・協力に関する包括的な協定を締結

（３）第24回福栄会まつり（5月8日）

（４）品川＆早川ふるさと交流事業の参加者募集
　　ⅰ．『「マウントしながわ」里山再生参加者募集』
　　ⅱ．『早川ファミリーキャンプ　新緑の冒険』
　　ⅲ．『早川ファンクラブ新会員募集』
　　ⅳ．『ホタル見ナイトプラン』

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

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――　 
１．しながわCSR推進協議会　平成28年度の活動予定の紹介 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
　今年度は、次のような活動を予定しております。今後、協議会総会などで会員の皆様の 
ご意見をいただきながら、実施していく予定ですので、よろしくお願いいたします。 



［しながわCSR推進協議会　平成28年度の活動予定］ 
　　　　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） 
　 11～12月：合同活動（会員企業有志による合同の清掃活動） 
　　　　2月：CSR講演会と活動事例発表会 
　　　　3月：協議会ＰＲ映像の放映、合同活動（会員企業有志による合同の清掃活動）、
　　　　　　 パンフレット発行
　 　　毎月：メールマガジンの発行 
 　　その他：しながわ職場歩き、社会貢献活動展（平成28年2月開催予定）への参加など 

　※区と企業との連携をより推進し、共通のテーマについて議論を深めるために、 
　　課題別分科会の開催をしています。 
　　一昨年・昨年と「防災」をテーマに開催しました。
　　「防災」以外にも開催してほしいテーマがございましたら、是非ご連絡ください！
　　なお、詳細は決まり次第お知らせいたします。　

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
２．しながわCSR推進協議会　平成28年度パンフレットの発行 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
　協議会の「2016パンフレット」が近日中に出来上がります。 
　このパンフレット・活動レポートは、品川区のホームページならびに品川区民活動情報
サイト「しながわすまいるネット」でも公開予定ですので、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。作成にあたり、お忙しい中、ご協力
ありがとうございました。 
　5月9日頃、会員企業の皆様に５部ずつ送付させていただきます。　 
　なお、部数の追加のご希望がありましたら、ご連絡をお願いします。 

※詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
　◆品川区ホームページ　　 
　 　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000017000/hpg000016993.htm 
　◆しながわすまいるネット　ホームページ 
　　 http://genki365.net/gnks16/mypage/index.php?gid=G0000367 
　　　※発行後、品川区ホームページおよび、しながわすまいるネットのページを
　　　　更新します。　

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
３．区内の障害児福祉施設に椅子・パソコン等の寄付（3月）【東芝テック株式会社】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
　３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障害児
福祉施設に椅子・パソコン等の寄付を行いました。

　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があり、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付等を行なってます。

　今回「東芝テック社会貢献基金」により、品川区内の社会福祉法人 げんきが運営する
「障害児通所支援事業　ちびっこタイム品川（東品川3-25-16）」に姿勢保持用の椅子・
カラーマット、「放課後等デイサービス事業 ちびっこタイム品川（東大井5-23-16-110）」
にノートパソコン・ホットプレートなどを寄付しました。

　後日、東芝テック株式会社が「障害児通所支援事業　ちびっこタイム品川」を訪れ、
児童が寄付品を使用している様子や授業風景など、楽しんで遊んでいる様子を見学しました。

　※詳しくは、以下の区ホームページをご覧ください。
　　◆しながわすまいるネット　ホームページ
　　　http://genki365.net/gnks16/mypage/mypage_sheet.php?id=61060



　　◆東芝テック株式会社　ホームページ
　　　https://www.toshibatec.co.jp/csr/　

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
４．災害時一時滞在施設開設訓練の実施（4月13日）【東京サラヤ株式会社】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
　4月13日(水)、災害時一時滞在施設開設訓練が、区と「災害時における民間事業者施設の
使用及び応急衛生管理物品の優先供給に関する協定」を締結している東京サラヤ株式会社
（東品川1-25-8）で行われ、社員15人が参加されました。

　同社は、平成26年5月に区内初となる災害時一時滞在施設開設訓練を実施して以降、毎年
レベルアップした訓練に取り組んでいます。

　今回は、区内で最大震度6強の地震が発生し、4時間後に品川区災害対策本部から一時滞在
施設開設依頼を受けたとの想定で訓練を開始。1階の3つの会議室を仕切るパーティションを
収納し、約100人の受け入れが可能な一時滞在施設を開設しました。また、施設の安全確認、
物資の準備のほか、普段から交流のある旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会の4人を帰宅
困難者として受け入れるなど、実践に即した訓練を行いました。

　※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/hp/page000028100/hpg000028070.htm

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
５．防災体験フェア（4月23日）【光陽産業株式会社】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 　
　4月23日(土)、町会・企業・商店街の共催による「防災体験フェア」が光陽産業駐車場、
豊町5-14開放広場、のんきとおり広場にて実施され、約200人が参加しました。

　防災体験フェアは、平成26年から始まり今年で3回目の開催となります。豊町四丁目町会、
豊町五丁目町会、二葉中央町会、二葉三丁目町会、地域貢献に意欲的な光陽産業株式会社
（豊町4-20-14）、太豊建設株式会社（豊町5-16-22）の6団体が中心となり、様々な防災
体験が行われました。

　消火栓に直結させホースをつなげば放水可能なスタンドパイプや水消火器を使用した
「初期消火訓練」、煙の充満する室内から避難する「煙体験訓練」に加え、炊出し訓練が
行われました。ほかにも、中高連携で親交のある都立大崎高校（豊町2-1-7）の“防災活動
支援隊”と区立豊葉の杜学園の“地域活動部”の協力のもとAED操作や三角巾を使った応急
手当を参加者に体験してもらうコーナーもあり、高齢者から子供まで幅広い世代の参加者は、
訓練を通じ災害に備え防災意識を高めるだけでなく、地域の絆をより一層深めることが
できました。

　※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/hp/page000028200/hpg000028156.htm

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
６．「しながわECOフェスティバル2016」の開催（5月22日）【会員企業４社の参加】 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
　5月22日（日）午前10時から午後3時まで、「しながわECOフェスティバル2016」が、 
しながわ中央公園（品川区役所前）などで開催されます。 

　会員企業の【東洋製罐グループホールディングス株式会社】、【東京サラヤ株式会社】、
【株式会社ニコン】、【日産プリンス東京販売株式会社】が各々のテーマのブース展示を
されます。 

　しながわECOフェスティバルは、毎年、来場者が2万人を超える大変にぎやかなイベントです。 
是非皆さまお誘いあわせのうえ、ご来場をお願いします！ 



　詳細は、広報しながわ5月1日号、区ホームページ（5月1日以降に掲載）をご覧ください。

　※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/hp/page000025600/hpg000025515.htm（昨年の様子）
　　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000025500/hpg000025491.htm（昨年の様子） 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  
<<< お役立ち情報 >>> 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  
◆会員企業や社員の皆様の役に立ちそうな品川区政や地域の情報をお伝えいたします。

▼△▼----------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　　　（１）熊本地震義援金の受付 
▼△▼----------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　品川区では、平成28年熊本地震で被災された方への支援のため、区役所・各地域センター・
図書館等で義援金を受け付けています。
　皆さまのあたたかいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
　お寄せいただいた義援金は、熊本県と大分県にお届けします。

　また区では、熊本地震被災地支援として、被災地への以下の支援物資の搬送や被災建築物
応急危険度判定員として区職員を派遣するなど、被災自治体の要請および被災者のご意向に
沿って、様々な支援策を行います。

【支援物資の内訳】
 　(1)飲料水：1.5リットルのペットボトル600本
 　(2)アルファ化米：2万食
 　(3)簡易トイレ：2万回分
 　(4)毛布：2千枚
 　(5)ブルーシート：2千枚

　※詳しくは、以下の区ホームページをご覧ください。
　　◆熊本地震義援金の受付について
　　　　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000028200/hpg000028117.htm
　　◆熊本地震の被災地への支援（物資の搬送）
　　　　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000028200/hpg000028113.htm
　　◆熊本地震被災地派遣報告および出発式（4月22）
　　　　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000028200/hpg000028178.htm
　　◆熊本地震被災地派遣報告および出発式（4月25）
　　　　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000028300/hpg000028208.htm
　　◆熊本地震被災地支援本部会議（第３回）を開催
　　　　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000028300/hpg000028251.htm

▼△▼----------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　　　（２）昭和大学と連携・協力に関する包括的な協定を締結 
▼△▼----------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　4月22日(金)、品川区役所で、学校法人昭和大学（旗の台1-5-8）と品川区が教育・文化、
健康福祉、環境、まちづくりなどの施策における包括的な連携・協力に関する協定を締結
しました。

　品川区における地域社会の課題解決や同大学における教育・研究機能の向上のため、双方
が連携・支援および協力しながら事業を展開していくことなどが確認されました。

　区と同大学とは、区が実施する医療分野をはじめ、健康大学公開講座などへの講師派遣や、
災害時における医療救護体制整備などの様々な事業において事業協力を行っています。
今回の協定締結を契機に、さらに幅広い分野で連携を拡充していく予定です。



　なお品川区は、すでに星薬科大学、立正大学および清泉女子大学と連携・協力に関する
包括協定を締結していて、今回で4校目となります。

　※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/hp/page000028200/hpg000028174.htm

▼△▼----------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　　　（３）第24回福栄会まつり（5月8日） 
▼△▼----------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　5月8日(日)、第24回福栄会まつりが、社会福祉法人福栄会（東品川3-1-8）で開催され
ます。

　福栄会まつりは、日頃お世話になっている地域の方々に感謝の意を表し、地域の方々と
交流をしながら、更なる施設に対する理解を深めることを目的として開催されています。

　会場では福栄会をはじめとする福祉工場等で制作された作品の販売、品川女子学院吹奏楽
部の演奏や、出店のなど、様々なアトラクションが催されます。
　是非お越しください。

　※詳しくは、添付のチラシと以下の区ホームページをご覧ください。
　　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000025400/hpg000025376.htm（昨年の様子）

▼△▼----------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　　　（４）品川＆早川ふるさと交流事業の参加者募集 
▼△▼----------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　品川区は「水と緑の市町村との交流事業の基本構想」に基づいて、山梨県早川町と
ふるさと交流協定」を結び、交流事業を行っています。
　現在、以下の事業の参加者を募集してます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
ⅰ．『「マウントしながわ」里山再生参加者募集』
　品川区での山村体験を通じて、大自然の中、地元の方々との交流を深め、心と身体の
リフレッシュをしませんか。

■日時
　　平成28年6月18日（土）～6月19日（日）【1泊2日】
■代金
　　1人7,000円(交通費、宿泊費込)
■定員
　　3名（申込者多数の場合には、抽選）
■宿泊施設
　　早川町ヘルシー美里　〒409-2704 山梨県南巨摩郡早川町大原野651
　　　※宿泊施設の良質な温泉は、「じゃらん関東東北版（平成23年8月号）」の
　　　　泉質自慢部門で5位にランクインしている。
■締切
　　平成28年5月12日（木）

　※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/hp/page000026200/hpg000026140.htm

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
ⅱ．『早川ファミリーキャンプ　新緑の冒険』
　木々が芽吹いた森に野鳥たちの声が響くこの季節、目指すは森の奥にある滝。
　冒険の途中では食べられる山菜や野草を採集したり、道からちょっと外れて自然の物で
遊んでみたり、集めた食材はたき火でアウトドアクッキングに挑戦。
　自然のプロと一緒に家族みんなで色んなことに挑戦しよう。宿泊はコテージ泊なので
キャンプが初めてのお子様でも安心です。



■日時
　　平成28年5月28日（土）～29日（日）
■代金
　　大人11,250円　5歳から小学生6,320円(1泊2日3食付き宿泊費、プログラム参加費、消費税込）
■条件
　　品川区内在住の親子7組（先着）5歳対象以下の兄弟がいる場合はご相談ください　
■宿泊施設
　　南アルプス生態邑ヘルシー美里コテージ　〒409-2704 山梨県南巨摩郡早川町大原野651
　　　※宿泊施設の良質な温泉は、「じゃらん関東東北版（平成23年8月号）」の
　　　　泉質自慢部門で5位にランクインしている。
■申込期限
　　平成28年5月21日（土）

　※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/hp/page000028100/hpg000028040.htm

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
ⅲ．『早川ファンクラブ新会員募集』
　品川区がふるさと交流を行っている山梨県早川町の大自然の中で、早川町の皆さんとの
交流を楽しみませんか。

■活動内容
　　年2回程度　早川町の祭り
　　南アルプス山菜祭り（5月3日）、紅葉とそばまつり（11月第2日曜日）
　　その他、温泉巡りや会員の企画によるイベント実施
■会費
　　年間1,000円　ただし、必要に応じて実費負担あり。
■条件
　　品川区内在住か在勤で、早川町の自然・文化に興味のある方30人程度(抽選)

　※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/hp/page000028100/hpg000028039.htm

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
ⅳ．『ホタル見ナイトプラン』
　普段は入れない夜の南アルプス邑野鳥公園では、池の上をホタルたちが飛び交います。
森の中の静かな池で幻想的なホタルの光をお楽しみください。
　また、目の前でも飛ぶので小さいお子様でも楽しめます。なお、ガイドがご案内するので、
夜の森でも安心です。

■期間
　　平成28年6月11日（土）～7月3日（日）【お好きな期間中の1泊2日】
■代金
　　大人7,250円　小学生6,620円(1泊2日付き宿泊費、プログラム参加費、消費税込）
■募集
　　品川区内在住の方は、各日30人（先着）　
■宿泊
　　南アルプス生態邑ヘルシー美里　〒409-2704 山梨県南巨摩郡早川町大野原651
　　　※宿泊施設の良質な温泉は、「じゃらん関東東北版（平成23年8月号）」の
　　　　泉質自慢部門で5位にランクインしている。

　※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/hp/page000028200/hpg000028143.htm

◆◇＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝◇◆



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？ 

皆様からの情報提供もぜひお待ちしています！ 
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！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■バックナンバーはこちらのアドレスまで 
　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000017000/hpg000016993.htm

■各会員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、下記の協議会
　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　03-5742-6624　　s-somu.shinagawa-csr@city.shinagawa.tokyo.jp 


