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         　       【しながわCSR推進協議会メールマガジン】             
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            2017.2.20　<第44号> 
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■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．新規入会企業の紹介【住友重機械工業株式会社】

２．3月24日（金）しながわCSR推進協議会合同活動（清掃美化活動）の開催

３．2月7日（火）CSR講演会と活動事例発表会を開催【本多通信工業株式会社】

４．2月11日（土）・12日（日）品川区消費生活・社会貢献活動展に会員企業が出展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【東京サラヤ株式会社】、【株式会社明電舎】

≪お役立ち情報≫
(１)【募集】3月15日（水）文部科学省　平成28年度青少年の体験活動推進企業表彰
　　　　　　表彰式及びシンポジウムのお知らせ（締切：3月8日）

(２)【募集】2月26日（日）「第6回ウーマンズビジネスグランプリ 2017 in 品川」
　　 　　　 ファイナル観覧者募集（締切：2月25日）

(３)【募集】品川＆早川ふるさと交流「マウントしながわ」里山クラブ会員募集
　　　　　 （締切：2月24日）

(４)【募集】3月4日　品川区制70周年　パラリンピック啓発講演会
　　　　　　　～車椅子バスケットボール～（締切：2月28日(期間延長)）

(５)【募集】3月8・9日　早春の越前さかい　湯～ったりまち歩きツアー
　　　　　　　越前がにと歴史浪漫を満喫の旅

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．新規入会企業のご紹介
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　2月7日に【住友重機械工業株式会社】が、当協議会に入会されましたので、
社会貢献活動等についてご紹介いたします。

◆住友重機械工業株式会社
　（本社：品川区大崎２－１－１　ThinkPark Tower）
●事業内容
　　大きく6つに分類した「機械コンポーネント」、「精密機械」、「建設機械」、
　「産業機械」、「船舶」、「環境・プラント」の開発・製造・販売を行う総合重機メーカー

　＜主な製品＞



　　・機械コンポーネント
　　　　変減速機、インバータ
　　・精密機械
　　　　プラスチック射出成形機、イオン注入装置、プラズマ成膜装置、レーザー加工
　　　　システム、極低温冷凍機、精密位置決め装置、封止プレス、精密鍛造品
　　・建設機械
　　　　油圧ショベル、建設用クレーン、道路機械
　　・産業機械
　　　　運搬荷役機械、鍛造プレス、物流システム、医療用加速器
　　・船舶
　　　　船舶
　　・環境・プラント
　　　　発電設備、産業用排水処理設備、上下水処理設備、最終処分場浸出水処理施設、
　　　　大気汚染防止設備、化学プラント向けプロセス装置、反応容器、撹拌槽、鉄鋼構造物

●社会貢献活動について
　　当社は、各種機械、環境プラント、医療機器等の商品・サービスで社会のみなさまの
　お役に立ってまいりました。
　　今後も我々の商品・サービスで社会課題を解決することを当社のCSRの第一に掲げます。
　　同時に、本社を置く品川区の区民の一員として、品川区のみなさまのおそばで、
　より身近な社会貢献活動に参加したいと考えています。

●具体的な活動内容ついて
　　全国の製造所等では以下の活動を実施しています。品川区では本社が中心になって
　行えることを実施してまいります。
　　・防災協定の締結による地域連携基盤整備
　　・清掃、献血、地域運動会の参加
　　・工場見学

●ホームページ
　　http://www.shi.co.jp/index.html

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．しながわCSR推進協議会合同活動（清掃美化活動）の開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　3月24日（金）午前9時45分～午前11時30分で、しながわＣＳＲ推進協議会の
合同活動（清掃美化活動）を開催いたします。

　2月15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、3月9日（木）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。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３．CSR講演会と活動事例発表会を開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　平成29年2月7日(火)、「品川区制70周年記念 ＣＳＲ講演会と活動事例発表会」を
大井町駅前のきゅりあんで開催しました。

　ＣＳＲ(Corporate Social Responsibility）とは「企業の社会的責任」と訳されますが、
近年では「企業の社会対応力」とも表し、地域社会の一員としてＣＳＲ活動に力を入れる
企業が増えています。
　しながわＣＳＲ推進協議会は平成22年度、区民（企業）と区との協働で「私たちのまち」
品川区をつくるという理念に基づき、企業の社会貢献活動を推進することを目的に
発足しました。



　本イベントは、二部構成で実施。第一部ではＣＳＲアジア 日本代表の赤羽 真紀子氏が
“企業の社会貢献活動 どう社内に根付かせるか”をテーマに、日本やアジアの企業の
取組事例を紹介したり、社会貢献活動を企業の本業につなげるヒントなどについて
講演しました。
　第二部は、同協議会会員企業である【本多通信工業株式会社】による社会貢献活動等の
事例発表が行われ、御殿山小学校の児童を対象にした工作教室などの活動について
紹介しました。

　※詳しくは、以下の区ホームページもしくは区公式フェイスブックをご覧ください。
　　＜区ホームページ＞
　　　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000030400/hpg000030373.htm
　　＜区公式フェイスブック＞
　　　https://www.facebook.com/media/set/?set=a.209862376155476.1073741898.12424542805
0505&type=3

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
４．品川区消費生活・社会貢献活動展に会員企業が出展 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
　2月11日(祝)・12日(日)、きゅりあん7階イベントホール他で開催された「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」に会員企業が
出展しました。 

　会員企業からは、【東京サラヤ株式会社】、【株式会社明電舎】がブース出展
されました。
　また【株式会社学研ホールディングス】、【城南信用金庫】の2企業がパンフレット
掲載で参加しました。 

　※詳しくは、以下の区ホームページもしくは区公式フェイスブックをご覧ください。
　　＜区ホームページ＞
　　　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000030500/hpg000030422.htm
　　＜区公式フェイスブック＞
　　　https://www.facebook.com/media/set/?set=a.212916535850060.1073741910.12424542805
0505&type=3

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
<<< 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等の情報をお伝えいたします。

▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　　　(１)【募集】文部科学省　平成28年度青少年の体験活動推進企業表彰
　　　　　　　　　表彰式及びシンポジウムのお知らせ（締切：3月8日(木)）
▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
 　文部科学省では、青少年の体験活動を推進することを目的として、平成25年度より、
「青少年の体験活動推進企業表彰」を実施し、企業が社会貢献活動の一環として実施
された優れた実践を広く紹介しています。
　この度、平成28年度「青少年の体験活動推進企業表彰」とより多くの企業の方に
教育CSRに取り組んでいただくため、表彰式及びシンポジウム」が以下のとおり、
開催されます。是非ご参加ください。

【主催】
　　文部科学省

【日時】
　　3月15日（水）　13：30～16：30（開場13：00）



【会場】
　　文部科学省3階講堂（千代田区霞が関3-2-2）

【対象】
　　青少年体験活動や企業CSR/CSVに関する方
　　特にビジネスパーソン（経営層、経営企画、CSR社会貢献、広報、人事等）
　　教育関係者、NPO・関係団体等

【参加費】
　　無料（事前登録要）

【応募締切】
　　3月8日（水）必着

【内容】
　　◆表彰式
　　◆シンポジウム
　　　・基調講演
　　　　　講　師「赤池 学 氏（ユニバーサルデザイン総合研究所 所長、
　　　　　　　　　一般社団法人CSV開発機構 理事長）」
　　　　　テーマ「自社の強みを生かしたCSR活動とは？」
　　　・パネルディスカッション
　　　　　テーマ「青少年の体験活動推進のための企業の役割は何か？」
　　　　　　　　　・企業の本業を活かした教育CSR/CSV活動とは？
　　　　　　　　　・企業と教育関係者や地域との連携のあり方とは？
　　　　　　　　　・青少年の生き抜く力新たな社会価値創造へ
　　　・ポスターセッション

【問合せ先】
　　株式会社プランニグオフィスキュー内
　　平成２８年度「青少の体験活動推進企業表彰」運営事務局（小野・島）
　　電話：０３－３７１９－３４５１

　※申込方法等の詳細は、添付のチラシおよび以下URLホームページをご確認ください。
　　　http://csr-award2017.co.jp/symposium.html

▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　　　(２)【募集】「第6回ウーマンズビジネスグランプリ 2017 in 品川」
　　　　　　　　 　ファイナル観覧者募集
▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　品川区・品川区立武蔵小山創業支援センターなどが主催する女性のためのビジネス
プランコンテストを以下のとおり、開催します。

【日時】
　　2月26日（日）13：30～17：00（開場12：45）

【会場】
　　品川産業支援交流施設SHIP 大崎ブライトコアホール（品川区北品川5-5-15）

【内容】
　　決勝プレゼンテーション
　　　・オープニング
　　　・ファイナリストによるプレゼンテーション
　　　・審査後、各賞の発表、表彰式

【応募締切】
　　2月25日（土）



　※申込方法等の詳細は、添付のチラシおよび以下ホームページをご覧ください。
　　　http://www.musashikoyama-sc.jp/seminar/?id=885

▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　　　(３)【募集】品川＆早川ふるさと交流「マウントしながわ」里山クラブ会員募集
▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　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。
　南アルプスの麓、山梨県早川町の通称「丸山」を皆さんで手を加え里山再生活動や
森林体験をしてみませんか。森林作業に興味のある方で早川町へ行き作業することに
意欲のある方を募集します。（年4回実施予定）

【日時】
　　平成29年4月15日（土）～4月16日（日）【1泊2日】
 　　※第2回は6月17日（土）～18日（日）、第3回は9月23日（土）～24日（日）、
　　　 第4回は11月25日（土）～26日（日）

【代金】
　　1人7,000円(1泊3食宿泊費、交通費込)

【募集】
　　30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（山梨県南巨摩郡早川町雨畑699）

【条件】
　　森林作業や里山に興味のある区内在住か在勤の18歳以上で、山作業が可能な健脚の方

【締切】
 　 2月24日（金）

　※申込方法等の詳細は、以下の区ホームページをご覧ください。
　　　http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000027600/hpg000027505.htm

▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　　　(４)【募集】品川区制70周年　パラリンピック啓発講演会（受付期間延長）
▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　車椅子バスケットボール元日本代表選手「神保康広」氏・「三宅克己」氏を
迎えて、講演会・体験会を開催します。

【日時】
　　3月4日（土）14：30～16：30（受付14：00）
　　　・講演会（14：30～15：10）
　　　　　テーマ「己を信じ、行動する大切さ」 
　　　・体験会（15：20～16：30）
　　　　　車椅子バスケットボールの体験 

【会場】
　　戸越体育館（豊町2-1-17）　東急大井町線　戸越公園駅より徒歩5分 

【参加費】
　　無料

【対象】
　　小学5年生以上



【応募締切】
　　2月28日（火）までに、以下の問合せ先に直接電話
　　　※受付期間を延長しました。

【問合せ先】
　　品川区オリンピック・パラリンピック準備課　TEL：03-5742-9109

　※詳細は、添付のチラシをご覧ください。

▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　　　(５)【募集】早春の越前さかい　湯～ったりまち歩きツアー
　　　　　　 　　 越前がにと歴史浪漫を満喫の旅
▼△▼------------------------------------------------------------------▼△▼ 
　品川区では、特別区全国連携プロジェクトをきっかけとして、平成27年度から
福井県坂井市と連携事業を実施しています。
　この度、坂井市よりイベントのお知らせが届きましたのでご紹介いたします。
ご興味がある方は是非ご参加ください。

【特別区全国連携プロジェクトとは】
　東京を含む全国各地域がともに発展・成長し、共存共栄を図ることを目的に、
特別区（東京23区）と全国の各地域が産業、観光、文化、スポーツなど様々な分野で
連携・交流を行う取り組みとして、平成26年9月に特別区長会が立ち上げた
プロジェクトです。

【日時】
　　3月8日（水）～9日（木）【1泊2日】
【代金】
　　ペア1組38,800円
【募集】
　　15組30名
【内容】
　　・現存最古の天守閣「丸岡城」と城下町のボランティアガイドツアー
　　・永和元（1375）年開山。国指定名勝の庭園と国宝・文化財の古刹「瀧谷寺」拝観
　　・神の島「雄島」から名勝「東尋坊」へと続く、世界的にも稀な柱状節理の海岸散策
　　・北前船西廻り海運屈指の交易港「三國湊」の栄華と湊町で花開いた文学を鑑賞

　※申込・問い合わせ先等の詳細は、添付のチラシをご覧ください。
　※特別区全国連携プロジェクトの詳細は、以下のホームページをご覧ください。
　　　http://collabo.tokyo-23city.or.jp/

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

　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！ 

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

■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、



　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


