
ホノホノとはハワイの言葉で“ぶらぶら”や“散歩”という意味です。 

HONOHONO 

佐賀市市民活動プラザ広報誌 
 

2017年11月号 

Topic.株式会社 佐賀電算センター CSR活動 

今月のTopic.  

   株式会社 佐賀電算センター CSR活動※ 
※CSR活動＝企業の社会・地域貢献活動のことです。 

ホームページ 
http://www.tsunasaga.jp/plaza/facebook 

https://www.facebook.com/tsunasaga.plaza 

会議室の利用や掲載内容に関する問い合わせは 
佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7F 
開館時間９時～22時 年末年始以外無休 

TEL:0952-40-2002  
FAX:0952-40-2011 

市民と市民活動団体、NPO、ボランティアの皆さん等を結び付け情報交換や交流を促進する。 
その拠点が市民活動プラザです。 

 

株式会社佐賀電算センターは、ソフトウェア開発、ネットワークサービス、パソコン研修といった情
報化に関する総合的なサービスを提供しています。 
CSR活動では、「佐賀電算センターの森林」整備事業、エコアクション21などの活動を行っています。
今年8月には、「第3回 佐賀さいこう企業表彰」を受賞。 
 
DATE 
・設立：1975年7月 ・従業員数：244名（※関連会社含む：390名） ※2017年4月末現在  
・住所：佐賀市兵庫町藤木1427番地7 ・営業種目：ソフトウェア業務/流通関連業務 

地球温暖化防止の国民運動「チャレンジ25キャンペーン」に参
加し、CSR活動を通して、温室効果ガス削減に取り組んでいる
株式会社佐賀電算センターの取り組みいついてお話を伺いまし
た。 

Q：はじめに、金立にある佐賀電算センターの森林（もり）の  
      CSR活動を開始した経緯を教えてください。 
A：【宮地さん】 
     株式会社佐賀電算センターは、佐賀市と5年間の協定を結び、 
     金立にある森林を「佐賀電算センターの森林（もり）」と 
     名付けて年2回、森林整備活動をしています。 
    「佐賀電算センターの森林（もり）」の協定は、平成22年 
     から始まり平成27年で第一期が終わり、昨年、平成28年度 
     から新たに5年間の協定を結び、第二期を開始しました。 
Q：佐賀電算センターの森林（もり）での活動を教えてくださ 
      い？？ 
A：【宮地さん】 
      主に草むしり、溝の清掃、山道の整備、枝打ち 
      などをしています。 

Q：参加人数は、何名ほどになるのですか？？ 
A：【宮地さん】  
      CSR活動の参加は任意ですが、社員の全体の9割以上が参加   
      し、社員の家族も参加してくれて、多いときには300人近く 
      になります。森林整備活動の後には参加者でお弁当を食べ 
      たり、時には、バーベキュー大会も実施しています。 
Q：HPを拝見したら、愛知県名古屋事務所でも干潟の清掃活動   
      をしていますが、そのことについても教えてください。 
A：【宮地さん】 
      名古屋事務所の社員は、佐賀県に来て一緒に活動するのが 
      難しいこともあり、愛知県内のボランティア活動を自主的   
      に探して参加しています。社員の自主的な活動は、うれし 
      いことです。 

Q：会社にCSR活動の部署などはあるのですか？？ 

Q：CSR活動以外に環境保護や地球温暖化防止の取り組みを   
      実施されているのですか？？ 
A：【宮地さん】 
      会社でマイバックを設置し、昼食時の買い物のときなどに 
      マイバックの貸し出しをしています。またマイ箸運動、節 
      水や節電にも心掛けて、温暖化防止やCO2の排出量の削減 
      に向けて社員全員で取り組んでいます。 

Q：最後に、これからの活動についての展望をお願いします。 
A：【宮地さん】 
      佐賀電算センターの森林（もり）の森林整備活動が中心に 
      なりますが、今後、地域の清掃活動などにも参加するなど、 
      各方面で協力をしたいと思っています。 

A：【原口さん】 
      エコ推進委員会を設けています。私を含め14名体制で、 
      企画、運営などをしています。 
      活動日までに5回ほど推進委員会で 
      集まり会議をしています。 
      活動における手配や準備全般など 
      エコ推進委員会がしています。 

活動の後日には、参加者からの要望や運
営についての振り返りを行い、次の活動
の改善につなげています。 

佐賀電算センターの森林（もり）がキャンプ
場の一部となっているため、利用してくださ
る方の憩いの場となってもらえるように整備
活動をしています。 

Q：CSR活動やエコ推進委員会で大変なことなどはありますか？ 

A：【原口さん】 
     参加人数が多いため、さまざまな要望や意見などがあり、  
     対応するのが大変ですね・・・・ 
     また、通常業務と同時にエコ推進委員会の会議や運営もあ    
     るため、委員会メンバーの業務調整やスケジュール調整等   
     が難しいですね。 
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A:左から 宮地 氏(代表取締役)   木下 氏(取締役)  原口 氏(産業事業部)    B：二酸化炭素（CO2）吸収証書の盾  
C：佐賀電算センターの森林の看板 D：森林整備活動の様子1 E：森林整備活動の様子2  

森林整備中の 
宮地 氏 

エコ推進委員会 
委員長 原口 氏 

【編集後記】 
先日、雨の中、プラザから帰宅途中、レインコートを着て散歩している犬を見かけたとき、傘もささずに雨の中を散歩するのが好きな主人公
の映画があったことをふと思い出しました。雨の日の過ごし方は、色々ですね・・・動物も・・・人間も・・・。 
皆さんは、雨の日、どのように過ごしますか？？ 



締切 助成金支援タイトル 分野 募集団体 

11/30 平成30年度「河川美化・緑化助成事業」 環境 公益財団法人  
河川財団 

11/30 東芝国際交流財団 2018年度助成 国際 公益財団法人 
東芝国際交流財団 

12/1 知的交流会議助成 国際 独立行政法人 
国際交流基金 

12/11 平成30年度 金融相談等活動助成事業募集 福祉 一般財団法人 
ゆうちょ財団 

12/20 ヨネックススポーツ振興財団  
平成30年度助成金（前期） 

青少年
育成 

公益財団法人 
ヨネックススポーツ振興財団 

2018/ 
1/19 

スポーツ安全協会  
平成30年度スポーツ普及奨励助成事業 

青少年
育成 

公益財団法人スポーツ安全協会  
スポーツ普及奨励助成事業係 

日時 インベント名 料金 場所 お問い合わせ 

11/12 パパをもっと楽しもう！ 無料 
千代田保健センター 

神埼市 
千代田町直鳥57-1  

佐賀県立男女 
共同参画センター 

（アバンセ） 
TEL：0952-26-0011 
FAX：0952-25-5591 

11/19 普茶料理（ふちゃりょうり） 
食事会 2017秋 4000円 

小城公民館 
晴田支館 

小城市小城町晴田
2096 

小城市観光協会 
TEL：0952-72-7423 

11/25 
佐賀市市民活動応援制度 

チカラット事業 
「おひざdeコンサート2017」 

1家族 
につき 
500円 

エスプラッツ 
ホール 

佐賀市白山2-7−1  

子育てひろば 
さんさんさん 

TEL：090-3011-0333 

締切 募集名 内容 分野 お問い合わせ 

随時 
受付 

NPO法人 
しょうがい生活支援の会 

すみか 
活動ボランティア 

・コミュニティサロンの店番、  
 調理 
・保護者の会やぴあCAFE 
 の託児、参加のための補助 
・屋内外での活動支援 
・心理的援助法の研修と実技 

福祉 
特定非営利活動法人  

しょうがい生活支援の会 
すみか 

TEL：0942-83-7638 

随時 
受付 

妊婦・赤ちゃん支援 
ボランティア 

募金箱設置 
募金箱作り 福祉 

佐賀いのちを大切にする会 
TEL：0952-29-8545 
FAX：0952-29-8545 

随時 
受付 病院ボランティア 

園芸、菜園ボランティア 
縫製ボランティア 

付き添いボランティア 
外来ボランティア 

福祉 
肥前精神医療センター 
TEL：0952-52-3231 
FAX：0952-53-2864 
 管理課 庶務班長 

ボランティア情報 

助成金情報 

イベント情報 

※詳しくは、市民活動プラザのHPをご覧ください。メールマガジンでも配信しております。 

プラザからのお知らせ 

参加者同士が知り合い、市民活動をしていない方も市民活動を知るきっかけになる集まりです。 
知り合うことから・・・始めませんか！ 

参加費 
無料 

      日時：平成29年11月17日（金）13:30～14:30  
  場所：佐賀市市民活動プラザフロア（佐賀市白山2-1-12 佐賀商工ビル7階） 
   対象：市民活動や社会貢献等に関心がある方ならどなたでも、お待ちしています。 
    ※事前申し込み不要です。 
    ※団体のリーフレットやイベントチラシなどがありましたら、お持ちください！ 
     当日、名刺の代わりにお配りいただけます！  

11月のテーマは「イベントやボランティア募集などの広報について考える」です！！ 

プラザ主催 セミナー＆ワークショップ情報 

 

認知 
環境 

平成29年12月 3日（日）13:30～17:00 
環境分野で活躍している団体の活動発表やワークショップを通じて、
活動の最前線を知る。 

  
   

 
 

 

Local Leaders Forum「環境ユースの今とこれから」 

 
 

 
   

  
   

平成29年12月16日（土）13:00～17:30 
日本ファシリテーション協会フェロー  
加留部 貴行 氏 九州大学大学院 客員准教授   

創造的組織をつくるファシリテーション講座 

～2030年へSDGs＊（ゴール）を見据えて～ 

事務 

経営 

平成30年 1月13日（土） 9:30～17:30 
加藤 彰子 氏  NPO事務支援センター センター長/運営：NPO法人 岡山NPOセンター 

NPO法人事務力アカデミーセミナー&検定 

   
     
  

＊SDGs（Sustainable Development Goals／持続可能な開発目標）は、 
 2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」 
 にて記載された2016年から2030年まで国際目標です。 
 持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲット (達成基準）から 
   構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。 
 どう発音するかというと、SDGs（エズ・ディー・ジーズ）です。 

廣岡 睦 氏 
(協働CASE プロジェクト) 

各セミナー内容の詳細は、プラザHPにて随時更新していきます。 
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