
開発途上国の子どもたちと時間と空間を越えて食事を分か
ち合う日本発の社会貢献運動、TABLE FOR TWO（TFT）に
賛同し、富山事業所は 2015 年 10 月より TFT 対応の食堂メ
ニュー、飲料自販機を導入しました。

① 社員食堂での TFT 対応食堂メニューの提供
週 2 回、手作りヘルシーメニューを数量限定で社員食堂利

用者に提供しています。同メニューを選ぶと 1 食当り 20 円
が寄付され、アフリカなど開発途上国の子どもたちの給食 1
食分に相当し、支援に役立てられます。

2016年3月までの半年で給食1,185食分の支援となりました。

② TFT 対応自販機の事業所設置
自販機で飲料を 1 本購入すると、約 2 円が寄付されます。
こちらも同じ半年間で、給食1,187食分の支援となりました。

東京事業所は、従業員家族を招き、職場を紹介する目的で「ファ
ミリーデー」を開催しています。その中の活動として、労使共催
で「補助犬 ( 介助犬・聴導犬 ) ご紹介」「切手・古書・衣類の寄付」
のブースを設置しました。補助犬の講演に熱心に聞き入る人が
多く、講演を実施した NPO 団体から、「企業内講演はめずらしく、
意欲的な取り組みでした」と評価いただくとともに、「小さなお
子さんが参加してくれたことが活動の励みになりました」という
お礼の言葉もいただきました。また、「切手・古書・衣類の寄付」
では、葉書 81 枚、使用済切
手 202 枚、古 書 50 冊、衣
類 54 点が集まり、NPO や
適正と認めた団体へ寄付しま
した。 （2015 年 12 月19 日） 

（株）五洋電子は、2015 年７月７日から８日の２日間、秋田市
立秋田北中学校の職場体験学習として、２年生１名を人事総務部
にて受け入れました。

初めは緊張した面持ちの実習生
でしたが、徐々に仕事に慣れてくる
と緊張も解けてきた様子で、積極
的に作業に取り組んでいました。

また、構内放送のアナウンスとい
う大役も立派に務めてくれました。

ドイツ、エアクラート市で半導体製造装置の販売・サービ
スを行う、Hitachi Kokusai Semiconductor Europe GmbH 

(HKSE) のボランティア 8 名は、地域
の児童が放課後自由に過ごす施設の
補修をするボランティア活動に参加
しました。庭やバルコニーへの花の
植栽、遊具の新設などの作業を児童
たちも加わり、楽しく行いました。
 （2015 年 9 月 4 日） 

小平市の社会福祉法人が運営しているパン・クッキー製造
販売店の出張即売会を東京事業所内で行いました。同店では
障がいを持つ方が多く勤務されていて、商品を購入することで
働く方々を間接的に支援できることから、企画しました。

趣旨に賛同した多くの従業員が立ち寄って買い求め、用意
した商品全てが売り切れる大盛況でした。

同店で働く方々にも販売のお手伝いをしていただき、大きな
声で元気よく呼び込みや会計をされました。その姿に、企画し
た国際電気テクノサービス（株）担当者を含め居合わせた当社
グループ従業員も元気づけられ、温かい気持ちになりました。

初回はわずか 20 分で完売！
（2016 年 2 月 5 日）

2 回目は広い場所に変え、商品もたく
さん用意していただだきました

（2016 年 3 月 9 日）

聞きやすいアナウンスを心掛けて
くれました

バルコニーへの植栽作業を
する HKSE の社員

補助犬勉強会と切手・古書・衣類の寄付

中学生の職場体験受け入れ

放課後児童クラブの補修

TABLE FOR TWO による
アフリカの子どもたちの給食支援

障がい者就労施設で作られたクッキーの
出張即売会

冷蔵庫から飲み物を取り出す補助犬の様子

2015 年 10 月、 事 業 所 内 の
電子掲示板に掲載した TFT メ
ニュー

ボランティア活動推進の提案活動
2015 年度は、社員が自主的に行っている小集団活動

で、ボランティア活動の推進策について話し合いました。
それにより国内グループ会社を含め全社で 45 件の提案
が挙がり、その中から事業所が取り上げ実施したものと
して、当年度中には「障がい者支援クッキー即売会」「補
助犬勉強会」「東北物産の社内販売会」などがありました。
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従業員家族に職場を紹介する「ファミリーデー」の被災地
支援活動として、東京事業所は労使共催の東北物産展を開催
しました。これまでも同様に 2012 年と 2013 年、陸前高田

特産品展を実施し、継
続的な催しとなってい
ます。今回も、東北名
物「いぶりがっこ」「牛
タン」「南部せんべい」

「ずんだ餅」など、計
41,750 円の売り上げ
がありました。

 （2015 年 12 月 19 日） 

宮城県柴田町では、町のシンボルである館山城址公園を会
場とした植栽活動“みんなでつくろう花のまち柴田”を町民
や企業団体が一体となって開催しています。

さくら名所百選の地、白石川堤一目千本桜には春先のお花
見スポットとして、多くの観光客が訪れるので、桜だけでな
く四季折々の草花で楽しんでもらおうと、町をあげて植栽活
動を行っています。

今回も 2015 年 10 月
31 日、（株）五洋電子
仙台工場の従業員は家
族を含め 20 名が参加
し、手つかずの遊歩道
沿いの斜面に、全員で
水仙の植栽活動を行い
ました。

四国日立グループは、2010 年より香川県が推進している
｢フォレストマッチング協働の森づくり事業｣ に参画し、香川
県、綾川町、綾川町羽床財産区との連携のもと、森づくり活
動を実施しています。　2015 年 10 月 17 日には、日立グルー
プ 13 社の従業員、家族総勢 52 名が参加、当社からは 2 名
参加し、ヒノキの間伐や枝打ち、竹の伐採を行いました。今
回は、これまでの活動で植林したコナラの木にドングリの実
がなっていることを初めて確認し、約 5 年間の地道な活動の
成果を大いに実感することができました。

東京事業所のボランティアが中心になり、2011 年 3 月の
東日本大震災で被災した東北地方の学校を支援する目的でベ
ルマークを集め、寄付する活動をしました。2015 年 12 月の
ボランティア月間に、社内 SNS＊を利用して呼びかけ、当社と
国内グループ会社から集まったベルマークを、公益財団法人

ベルマーク教育助成財団様（ベル
マーク財団）あて「震災寄贈」と
記して郵送し、被災地の学校が備
品や教材を購入するのに役立てて
もらいました。
＊  SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）

…   コミュニティ型のネットサイト

東北物産展のブース

斜面を開墾し水仙を植栽

社内 SNS を開くパソコンとベルマーク回収箱
（「ベルマーくん」を用いた回収箱、集まったベ
ルマークの画像、またこの記事の掲載につき、
ベルマーク財団の了解をいただきました。）

綾川町にある「四国日立グループ香川の森」入口付近にて

2015 年 9 月の連休にラオス人民民主共和国の首都ビエン
チャンを訪問し、日本・ラオス国交樹立 60 周年記念行事に
オーケストラの一員としてボランティア参加しました。現地
の音楽家たちと合同での練習、公演や情報交換、現地ではあ

まり演奏されないモー
ツァルトの交響曲・ピ
アノ協奏曲、邦人作品、
邦人編曲のラオス民謡
等のプログラムを招待
客・来場者とともに楽
しむなど、有意義な文
化交流となりました。

東北物産の社内販売会

ベルマークの震災復興支援寄付

日立グループの森プロジェクト in 四国

ラオスで文化交流

柴田町館山城址公園植栽活動

舞台上右端が当社従業員、現地に眠っていた楽
器を補修して弾きました（2015 年 9 月 21 日）
写真提供：歯科医学教育国際支援機構

社会貢献活動・環境活動の詳細情報サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/society/action.html

日立国際電気　社会貢献活動または

Web

検索
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