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【しながわCSR推進協議会メールマガジン】
2016.10.6
<第41号>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■今月も「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、毎月1回程度の発行しております。
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、会員企業様が実施されていらっしゃ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！
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
≪今月のラインアップ≫

（文中敬称略）

１．【募集】平成29年2月25日(土) 環境保全顕彰者の募集
２．【募集】しながわCSR推進協議会 合同活動（美化（種まき）活動）の開催
３．【募集】平成29年2月11日(祝)、12日(日) 品川区消費生活・社会貢献活動展
〜ゆたかな暮らし つながる地域2017〜の開催
４．【ご招待】10月9日(日)〜12月4日(日) 品川区制70周年記念 品川歴史館特別展
品川産業事始 −日本を支えた近代産業群−
【第一三共株式会社】【東洋製罐グループホールディングス株式会社】
【株式会社ニコン】【日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社】
【三菱鉛筆株式会社】【株式会社明電舎】
５．9月8日（木） 御殿山小学校で出張授業の開催【スリーエム ジャパン株式会社】
６．9月18日(日)

しながわビーチバレーボールフェスタへの協力
【ダウ・ケミカル日本株式会社】

７．9月21日(水)

清掃活動の実施【株式会社フォーカスシステムズ】

８．9月28日(水)

日野学園で講話授業を開催【株式会社トリドール】

≪お役立ち情報≫
(1) 【募集】平成28年度しながわ学「観光」の募集
(2) 【募集】事業者向けエネルギーセミナー実施のお知らせ
(3) 【10月17日開催分 追加募集（締切：10月12日）】
しながわ防災学校 事業所コース受講生募集中
(4) 【募集】品川＆山北ふれあい交流事業の参加者募集
ⅰ．品川＆山北「ふるさと交流」 D52奇跡の復活祭
ⅱ．品川＆山北「ふれあい交流」 第53回西丹沢もみじ祭り
(5) 【募集】品川＆早川ふるさと交流事業の参加者募集
ⅰ．品川＆早川「ふるさと交流」「マウントしながわ」里山再生参加者募集

ⅱ．品川＆早川「ふるさと交流」 早川町交流親善大使募集
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．【締切：11月11日(金)】平成29年2月25日(土) 環境保全顕彰者の募集
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
地球温暖化防止、地域環境の保全などの活動を顕彰します。会員企業様で
行われている、まちの美化活動、緑化活動、リサイクル活動、環境教育を
はじめとして、様々な環境への取り組みを募集します。
是非ご応募いただきますようお願いいたします。
■募集対象
品川区内で環境保全に関する活動を行っている企業、団体または個人
■募集期間
平成28年11月11日（金）まで（必着）
■顕彰の種類・選考等
応募のあった活動の中から、選考委員会にて「地域大賞・地域賞」と
「企業大賞・企業賞」を選考します。
（１）地域大賞（活動の功績が顕著なもの）
賞状・トロフィー・副賞（区内商品券 7千円）
地域賞（活動の功績が優れたもの）
賞状・トロフィー・副賞（区内商品券 5千円）
（２）企業大賞（活動の功績が顕著なもの）
賞状・トロフィー・副賞（区内商品券 7千円）
企業賞（活動の功績が優れたもの）
賞状・トロフィー・副賞（区内商品券 5千円）
■授賞式
平成29年2月25日(土)、「スクエア荏原」（荏原4-5-28）にて開催
■応募方法
添付の応募用紙に必要事項を記入し、適宜資料等を添えて品川区環境課へ
提出してください。（郵送、窓口持参 FAX）
（応募先）〒140-8715 品川区広町2-1-36
品川区環境課環境推進係あて
FAX 03-5742-6853
※詳細は、添付の資料および以下の区ホームページをご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000012300/hpg000012277.htm
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．しながわCSR推進協議会 合同活動（美化（種まき）活動）の開催
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
10月30日(日）9時50分〜13時で、しながわＣＳＲ推進協議会の合同活動
（美化（種まき）活動）として、NPO 法人しながわ花海道が主催する
しながわ花海道 美化活動に参加します。
9月28日（水）にご案内の通知をメールにて発送いたしましたが、ご覧いただけ
ましたでしょうか。
出欠のご回答締め切りは10月21日（金）となっておりますので、
多くの会員企業のご参加をお待ちしております。
なお、各会員企業にて社名の入ったビブス・ジャンパー・腕章等がございます場合には、

着衣の上、美化活動の実施や他会員企業・地元町会・立正大学の学生等とご交流いただけ
ればとといただければと思います。
また当日の模様は、広く周知を行うため、ケーブルテレビ品川にて放映予定ですので、
恐れ入りますが、ご了承いただきますようお願いいたします。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３．【締切：10月14日(金)】平成29年2月11日(祝)、12日(日)
品川区消費生活・社会貢献活動展 〜ゆたかな暮らし つながる
地域2017〜の募集
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成29年2月11日(祝)、12日(日) に「品川区消費生活・社会貢献活動展
〜ゆたかな暮らし つながる地域2017〜」が開催されます。
本イベントは、「ゆたかな暮らし つながる地域」をテーマに、16団体からなる
有志が集まり、実行委員会を結成し、区との協働で開催するものです。
「ブースの出展」「パンフレットへの掲載」「ステージへの出演」など、
多様な参加方法があり、昨年度は会員企業から3社の出展と8社のパンフレットへの
掲載を いただきました。
今年度も多くの会員企業様からの、お申し込みをお待ちしております。
お申込み方法等の詳細につきましては、下記ホームページもしくは、
添付資料をご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000029000/hpg000028955.htm
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
４．10月9日(日)〜12月4日(日) 品川区制70周年記念 品川歴史館特別展
品川産業事始 −日本を支えた近代産業群−
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
10月9日(日)〜12月4日(日)、品川歴史館（大井6-11-1）にて、「品川区制70周年記念
品川歴史館特別展 品川産業事始 −日本を支えた近代産業群−」を開催します。
本特別展では、日本の近代化に大きく寄与した品川区の産業を取り上げながら
明治〜昭和の品川区の歴史を紹介します。
今回の品川歴史館特別展では、以下のしながわＣＳＲ推進協議会の会員企業である
【第一三共株式会社】、【東洋製罐グループホールディングス株式会社】、
【株式会社ニコン】、【日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社】、
【三菱鉛筆株式会社】、【株式会社明電舎】にご協力をいただいております。
通常品川歴史館では観覧料をいただいておりますが、しながわＣＳＲ推進協議会の
会員企業へのご招待券（数量限定）をご用意しております。
ご希望の方は、お手数ではございますが、本メールに返信する形にて、枚数を
ご連絡ください。送付させていただきます。
この機会に是非お越しください。
※特別展の詳細は、添付のチラシもしくは下記のホームページをご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/jigyo/06/historyhp/moyoshi/moyoshi.html#tokubet
suten
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
５．9月8日(木） 御殿山小学校で出張授業の開催【スリーエム ジャパン株式会社】
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
9月8日（木）、区立御殿山小学校（北品川5-2-6）の6年生49人を対象にしながわ
ＣＳＲ推進協議会であるスリーエム ジャパン株式会社（北品川6-7-29）が「光の科学」を

テーマにした科学実験教室の出張授業が行いました。
同社はサイエンスカンパニーとして、産業向け資材から日用品に至るまで、建設・
建築、自動車、エレクトロニクス、ヘルスケアなどの幅広い分野で製品・サービスを
提供しています。
また、国内の主要な製造事業所や研究所において地域貢献活動の一環として、毎年
小学校高学年の児童を対象とした科学実験教室を開催しています。
区内では、本社が御殿山小学校の近隣にあることから、地域社会との交流の場として、
2014年から毎年テーマを変えて出張授業を開いており、本年で3回目となりました。
本年のテーマは 光の科学 。「光ってなんだろう？」「光にはどんな特徴がある
だろう？」等、小学生が身近な生活の中で疑問に感じる光について、観察や簡単な実験を
通じて子ども達の疑問を解き明かしていくものです。
※詳細は下記のホームページをご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000029300/hpg000029271.htm
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
６．9月18日(日) しながわビーチバレーボールフェスタへの協力
【ダウ・ケミカル日本株式会社】
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
9月18日(日)、しながわビーチバレーボールフェスタが大井町駅前中央通り
（大井1-23-4前）で開催されました。
この日は、朝からあいにくの雨模様となってしまいましたが、大井町駅前中央通りを
通行止めにし、実際の試合で使用されるコートと同じ16メートル×8メートルの砂コートが
出現。ニュージーランド代表選手らを招き、トッププロによるエキシビジョンマッチや
ビーチバレーボール体験などが行われました。
今回、ダウ・ケミカル日本株式会社の社員の方々に受付や警備等にご協力を
いただきました。
また、会場内には、多くのケータリングカーや物産販売、ホッケー体験ブースなど
もあり、夕方まで大いに盛り上がりました。
※詳細は下記のホームページをご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000029400/hpg000029352.htm
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
７．清掃活動の実施【株式会社フォーカスシステムズ】
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
9月21日（水）、しながわＣＳＲ推進協議会の会員企業である
株式会社フォーカスシステムズの社員１４名が、五反田本社周辺の清掃活動を
実施しました。
当活動は、社会貢献活動の一環として、2013年11月から毎月一回、五反田本社周辺の
清掃活動を有志で行っております。
当日は台風後や雨が連日続いたこともあり、壊れた傘のゴミが目立っていました。
※詳細は下記のホームページをご覧ください。
http://genki365.net/gnks16/mypage/mypage̲sheet.php?id=67300
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
８．9月28日(水) 日野学園で講話授業を開催【株式会社トリドール】
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
9月28日(水)、義務教育学校日野学園（東五反田2-11-1）の8年生(中学2年生)131人が

市民科の授業として将来設計のために「働くこと」をテーマに講話授業を受けました。
市民科の授業では、生徒たちが「自分たちの知らない職業」「仕事をすることに
対する前向きな感性の育成」「今からできること」などを学習しています。
品川区では、区立学校15校が「品川コミュニティ・スクール」として、保護者や地域
の方たちに学校の教育活動への支援をしていただき、学校・地域・家庭の連携で継続的な
学校運営や教育活動を行っています。
その一環として今回の講話授業は、教育活動を通して学校と地域をつなぐ 学校地域
コーディネーター が中心となり企画。地域の協力企業として近隣に東京本部を構えて
いる丸亀製麺を全国展開し、しながわCSR推進協議会である株式会社トリドール
(本社：兵庫県神戸市、東京本部：大崎1-11-1ゲートシティ大崎ウェストタワー22階)の
広報担当者が講師を務めました。
講話では、同社の深堀俊輔課長が、仕事内容や大変だったこと、その職業を選んだ
きっかけなどを話すと、質疑コーナーでは生徒たちから「どんな人に働いてほしいか」
「おいしいうどんの食べ方」をはじめとする多彩な質問が飛び交いました。
株式会社トリドールの深堀課長は、生徒たちの質問に一つ一つ丁寧に答えたあと
「将来、アルバイトや社員として丸亀製麺で働いてほしい」と生徒たちに積極的に
アピールしました。
メモを取りながら真剣に話を聞いていた渋谷萌々子さんは「利益の追求だけではなく、
地域とのふれあいを大切にしたり、世界の貧困問題にも貢献をしていることなど、色々な
話を聞くことができて勉強になりました」と目を輝かせて感想を話してくれました。
※詳細は下記のホームページをご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000029500/hpg000029437.htm
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
<<< 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) 【締切：10月18日(火)】平成28年度しながわ学「観光」の募集
▼△▼-----------------------------------------------------------------▼△▼
立正大学と品川区の共催で開催する、受講料無料の講座です。
本講座は「しながわを知る」をコンセプトに、品川に関する歴史や文化、産業、
自然など様々な魅力について学ぶものとなり、今年のテーマは「観光」です。
■内容
・第1回 11月2日(水)午後6時30分〜午後8時
「品川区における都市型観光について」
講師：品川区文化観光課長
鈴木 誠
・第2回 11月9日(水)午後6時30分〜午後8時
「統計データから見た品川区の観光」
講師：立正大学経済学部教授
宮川 幸三
・第3回 11月16日(水)午後6時30分〜午後8時
「都市型観光ガイドの課題と提言〜戸越銀座商店街ガイドツアーの経験を踏まえて」
講師：立正大学名誉教授
池上 和男
・第4回 11月30日(水)午後6時30分〜午後8時
「外国人の観光、おもてなしについて」

講師：品川区地域活動課協働・国際担当課長

河内

崇

■会場
立正大学品川キャンパス11号館5階1151教室(品川区大崎4-2-16)
■対象
16歳以上の区内在住・在勤・在学の方
■定員
100名(定員を超えた場合は抽選)
■受講料
無料
■締切
10月18日(火) 必着
※申し込み方法等の詳細は、添付のチラシもしくは下記のホームページをご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000029300/hpg000029248.htm
△▼△-----------------------------------------------------------------△▼△
(2) 【締切：10月25日(火)】事業者向けエネルギーセミナー実施のお知らせ
▼△▼-----------------------------------------------------------------▼△▼
助成金や創蓄省エネのメリットについてご紹介します。専門スタッフが
講演いたしますので、ぜひご参加ください！
■日時
11月11日(金)

13時30分〜15時

■場所
荏原第五区民集会所第一集会室（品川区二葉１−１−２）
東急大井町線 下神明駅 徒歩２分
■内容・講師
１．スマートエネルギー都市の実現に向けた都の取組（東京都環境局）
東京都の目指す、低炭素・快適性・防災力を兼ね備えたスマートエネルギー
都市の実現に向けた東京都の取組について、補助制度を中心にご紹介します。
２．「環境関連助成事業」のご紹介（品川区環境課）
太陽光発電システム設置助成、事業所用LED照明設置助成についてご紹介します。
３．区内企業の環境に関わる取組をご紹介(㈱三英社製作所)
環境に優しい「独立型ソーラー蓄電システム」の取組をご紹介します。
４．中小企業の省エネメリット〜電力自由化を踏まえて〜
（（公財）東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター）
これまで２７００件以上の中小企業の省エネ診断を行ってきた診断員による
省エネのメリットやノウハウについてご紹介します。
■申込方法
10月25日(火)(必着)
申込書をメール、FAX、郵送または環境課への持込。
※申込書は、環境課窓口での配布、または区ホームページからダウンロード。
定員（100名）を超えた場合は、抽選。
※詳細は、下記のホームページをご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000009700/hpg000009669.htm
△▼△-----------------------------------------------------------------△▼△
(3) 【10月17日開催分 追加募集（締切：10月12日）】

しながわ防災学校 事業所コース受講生募集中
▼△▼-----------------------------------------------------------------▼△▼
前回のメールマガジン第40号にて、ご案内の内容となりますが、追加募集いたします。
しながわ防災学校は、防災区民組織、事業者、区民の皆さまのための学校です。
災害時に必要な知識や技能を学びます。
■内容
・東日本大震災の振り返りと教訓の共有
・首都直下地震の想定と対策
・企業の力を活かした地域貢献 など
■日時
第2回

平成28年10月17日（月）14:00 〜 17:00

■会場
品川区防災センター２階

しながわ防災体験館

■対象
区内事業所に勤務している方
※防災担当者でない方や新規採用者の申込みも可能です。
■参加費
無料
■申込方法
電子メールで品川区防災課（bosai@city.shinagawa.tokyo.jp）へ、
件名を「防災学校申込み」とし、本文に「①企業・事業所名、②申込者全員の部署・
氏名、③電話番号、④メールアドレス（代表者のみ・組織宛も可）」を記載して
送信ください。
■申込締切
10月12日（水）
■問合せ先
品川区防災まちづくり部防災課啓発・支援係
担当：岩崎・小松
電話：03-5742-6696
Mail：bosai@city.shinagawa.tokyo.jp
※なお第3回目のしながわ防災学校 事業所コースは、
平成28年11月21日（月）14:00 〜 17:00に開催します。
こちらの詳細や申し込みは下記のホームページをご覧ください。
https://bousaigakkou.city.shinagawa.tokyo.jp/
△▼△-----------------------------------------------------------------△▼△
(4) 品川＆山北ふれあい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、神奈川県山北町と
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．品川＆山北「ふるさと交流」 D52奇跡の復活祭
神奈川県山北町の山北鉄道公園にあるＤ52が再始動します。
日本にあるＤ52型の蒸気機関車は日本国内で7両保存されていますが、今回山北町に

あるＤ52型の蒸気機関車がただ一つ動きます。この機会にぜひお越しください。
■日時
10月14日（金）午前10時から 10月15日（土）にもイベントがあります。
■場所
山北町鉄道公園（ＪＲ御殿場線山北駅南側）
■内容
寄付者への感謝状の授与、Ｄ52概要説明、マスコットキャラクター愛称発表、
Ｄ52初運行、トークショー
※詳細は、下記のホームページをご覧ください。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000029400/hpg000029314.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ⅱ．品川＆山北「ふれあい交流」 第53回西丹沢もみじ祭り
神奈川県山北町の「西丹沢もみじまつり」に出かけてみませんか
山北町は昭和62年から交流をしている町で、富士山が近くに見え、丹沢湖や中川温泉など
観光資源に恵まれた空気の良い土地です。
■日時
11月19日（土曜）午前11時〜午後2時
■場所
中川バーベキューセンター（神奈川県山北町西丹沢）
■代金
3,400円(新松田駅からの専用バス利用の場合は、4,200円
利用の場合は、3,700円)
■内容
しし鍋と歌謡ショー、地元特産品や地酒の販売
■定員
850人

山北町駅からの専用バス

※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/page000025000/hpg000024940.htm
△▼△-----------------------------------------------------------------△▼△
(5) 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．品川＆早川「ふるさと交流」 「マウントしながわ」里山再生参加者募集
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
11月26日（土）〜27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
早川町ヴィラ雨畑
〒409-2734 山梨県南巨摩郡早川町雨畑699
■締切
10月21日（金）

電話0556-45-2213

※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．品川＆早川「ふるさと交流」 早川町交流親善大使募集
品川区と山梨県早川町の交流を深める橋渡し役として親善大使を活動しませんか。
■日時
11月12日（土）〜11月13日（日）
早川町「紅葉とそばまつり」にて委嘱状の授与式（宿泊費・交通費負担なし）
■会場
山梨県南巨摩郡早川町 ヘルシー美里 〒409-2704 山梨県南巨摩郡早川町大原野651
■内容
早川町の施設見学、交流事業への参加、早川町のＰＲ活動など
■特典
特別町民として特産品を贈呈、早川町広報紙の毎月送付
■募集
品川区在住か在勤の方2名程度
■締切
10月14日（金）
※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/page000026500/hpg000026416.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？
会員企業様が実施されていらっしゃ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！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■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
（品川区総務部総務課総務係）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

