
本化薬グループピンクリボン活動
オリジナルキャラクター「Kayami」

当社では、乳がんの早期発 ・早期診断・早期治療の 切さを伝えるピンクリボ
ン活動を2004年度から独 に開始し、2013年度で10年 となりました。

活動内容は、乳がん関連のウェブサイトの運営・社員の「ピンクリボンバッヂ」
の着 ・「 動 ステッカー」の貼付・啓発グッズの配布などを っていま
す。ピンクリボン啓発グッズの配布は本社最寄り駅で例年 ってきましたが、
2013年度は全国事業場（（株） 本化薬福 ・厚狭 場・ 崎 場・姫路
場・東京事業所等）の最寄り駅周辺で配布し、乳がん検診の 切さを呼びかけま
した。

ピンクリボン活動紹介ページ

「難病とたたかう どもと家族の 助けを」を合 葉に、創 80周年の
記念事業の 環として、埼 県さいたま市に介護者 滞在施設「あすなろ
の家」を開設し運営しています。この施設では、利 者のプライバシーを
守るとともに、闘病 活を送る どもを持つ親同 が交流を図ることがで
き、介護者の の精神的負担を軽減する 助けとなるよう 夫していま
す。

「あすなろの家」概要

本化薬グループはさまざまな地域で事業を営んでいます。さまざまなステークホルダーのひとつである地域の
皆さまとのコミュニケーションを活発に い地域に根付いた会社でありたいと願っています。

乳がんinfoナビ リニューアル
乳がんinfoナビは2006年乳がんの患者様のために情報を提供するサイ
トして始まり、2013年10 のピンクリボン 間に、全 リニューアル
しました。

乳がんのサイトは世の中に数多存在する中で、 本化薬らしさをどう
出していくかを検討しました。その結果、専 性に特化することと
し、乳がんの患者様やそのご家族にとどまらず、すべての 性に専 の医師・薬剤師から確かな情報を提供
するサイトとしました。

また、 本化薬グループのピンクリボン活動と連動させ、ピンクリボンキャラクターのKAYAMIを いたコ
ンテンツを加えました。

乳がんinfoナビは、すべての 性が"キラキラと"輝いて きることを応援する乳がん情報サイトです。

乳がんinfoナビ

http://www.nipponkayaku.co.jp/
http://www.nyugan-infonavi.jp/


LRIとはLong-range Research Initiative（ 期 主研究）の略で、 欧の化学産業界（ 本化学 業協会、
国化学協議会、欧州化学 業連盟）の協 下で進められている活動です。ICCA（International Council of
ChemicalAssociations）の 主活動のひとつであり、内分泌かく乱作 、神経毒性、化学発がん、免疫毒性、リ
スク評価の精緻化に焦点をあて、 の健康や環境に及ぼす化学物質の影響に関する研究を 期的に 援していま
す。

本化薬グループはこのLRI 援活動が始まった1999年から積極的に賛同し、LRI活動のための資 を出資して
います。

LRI

場内駅伝 会の開催
厚狭 場では、スポーツの普及および振興をはかり、スポーツを通し
て健全な の養成と懇親を深めることを 的として、毎年3 に「場
内駅伝 会」を開催しています。

1965年の初開催から数え、2013年度は第50回記念 会となりまし
た＊。全59チーム(5名/1チーム)がエントリーし、全員が無事故で完
しました。

＊地域住 との懇親を深め、交流を促進し社会の活性化に寄与することを 的として、地域へ開催案内をし
ました。

フセチン病院へのICU ベッドの寄付と
学 の絵画コンテストを開催

Indet Safety Systems a.s.（ISS社）はチェコ共和国のフセチン市と
ヤブルンカ村で、 動 安全部品 の点 具とガス発 器を製造販売
しています。ISS社では、従来より地域の医療レベル向上が従業員を含
む地域に暮らす 々に貢献できると考え、2007年に周辺では最も き
なフセチン病院にICU（集中治療室） のベッドを1台提供していま
す。2013年度はさらにICU のベッドを4台提供しました。フセチン病院にあるICUのベッド5台すべてが
ISS社からの寄付によるものとなりました。今回の寄付に伴い、地域との協働で何かできないかを考えた結
果、ヤブルンカ村の 学校にご協 いただき、「快気祝い」をテーマに花の絵画コンテストを実施しまし
た。 院されている 々に元気を与える花の絵を どもたちに描いてもらい、表彰を いました。表彰され
た絵はICUの壁に飾ってあり、病室の雰囲気を明るくしてくれています。

本化薬グループでは、 場祭や各施設の開放、清掃活動、懇談会などを通して、地域の皆さまに、当社グルー
プの事業内容をご理解いただけるよう努めています。

今後もさまざまな交流の場を設け、地域の皆さまとのコミュニケーションを活発に い、地域に根付いた会社で
ありたいと願っています。

本化薬の締結している主な地域との協定

事業場 協定名 協定先

福 場 公害防 に関する協定 広島県、福 市

厚狭 場 質汚濁防 に関する協定 県漁業協同組合

環境保全に関する協定 陽 野 市

東京 場 緑の協定 区

http://www.j-lri.org/


着 排 問題協議会設置の合意書 東京都下 道局第 管理事務所

震災時における災害時相互応援に関する協定 区新 町内会、新 丁 団地 治会

市 型ポンプ格納庫設置場所 千住消防署

東京事業所 消防関連施設提供
1．消防 利の提供
2．渡し の災害救助時の出勤
3．消防団協 事業所
4． 所 張所としての屋上部分の使 協

東京消防庁 消防署

崎 場 衛消防隊の消 協 に関する協定書 崎市等広域消防局

姫路 場 排 の管理に関する覚書 姫路市

島 場 公害防 に関する協定 茨城県、 嶋市、神栖市

場祭などの地域との交流

事業場 分類 内容 時期

福 場
（(株) 本化薬福 ）

祭り シャイニング福 祭開催 隔年4

福 バラ祭り・福 夏祭り協賛 5 ・8

会 テニス 会開催 11

施設開放 サッカー場・野球場・テニスコート等 年中

清掃 場周辺の清掃活動実施 春・秋

厚狭 場 祭り わっしょい！ カヤク祭り開催
（厚和産業、化薬アクゾ(株)、カヤク・ジャパン
(株)と合同）

11

会 市スポーツ少年団バレーボール 会主催 5

懇談会 地区懇談会開催
（川東 場周辺 治会を対象に、化薬アクゾ(株)と
合同開催）

6

施設開放 体育館 随時

清掃 厚狭川沿線道路ゴミ拾い実施
（労組厚狭 部との合同開催）

10

東京 場
（(株) 本化薬東京）

祭り さつき祭り開催 5

餅つき 会開催 12

公開講座 学 へ公開講座（染料・染 の実技） 随時

場 学 場 学会開催 随時

施設開放 駐 場開放（地域野球リーグ時期） 4~10

清掃 場内および周辺の 清掃実施 毎 曜

東京事業所 祭り 春祭り開催 5

熊野神社例 祭参加 隔年9

餅つき 会開催 12

公開講座 夏休み公開講座開催 学 対象 8

懇談会 志茂3、4町 治会役員対象説明会開催 5

施設開放 消防署関係練習場所提供 随時

交通安全 全国交通安全運動期間に合わせ北本通りでの交通安
全指導
（東京事業区交通安全推進委員）

春・秋



Josh Wong

寄付 昼 に募 メニューを設定（料 の 部を寄付） 通年

東 本復興 援 5

ペットボトルで世界の どもにワクチンを 通年

清掃 東京事業所周辺清掃活動実施 毎

クリーンアップキャンペーン実施（ 駅~荒川） 10

崎 場 祭り ふれあい祭り開催 5 第 曜

岩 育観世 祭参加 8

納涼盆踊り開催（岩 町との共催） 8

場 学 地域の 学 ・中学 ・ 校 の実習、 場 学会 随時

懇談会 地域役員との 場 学＆懇談会 2

施設開放 駐 場貸与（近隣公園イベント時） 4

近隣幼稚園児を招待して芋ほり 10

施設開放（野球場、体育館、テニスコート） 随時

姫路 場 祭り 納涼花 会開催 8

施設開放 駐 場開放（地域、近隣の 学校・中学校の運動
会）

9

清掃 場周辺清掃活動実施 4 、10

島 場 懇談会 波崎地区 政委員との懇談会開催 6

清掃 アグロ研究所合同清掃活動実施 毎

波崎地区 業団地内 清掃参加 6 、11

Moxtek 課外活動への
協

学 の課外活動（エンジニアリングの説明） 随時
（2ヶ 毎）

寄付品の整理 寄付された品物の整理
（Community Action Services & Food Bankへの
協 ）

12

フットヒル 学校での科学、技術、 学、数学の課外授業
著者：Josh Wong, Product Manager, X- Ray, Moxtek
会社名: モクステック
住所：452 W. 1260 N., Orem, UT 84057, USA
モクステックは、プロジェクタに使われる無機偏光板のデザイン、開
発、製造のグローバルリーダーです。また、 型のX線解析装置に使わ
れるパーツ製造のリーディングカンパニーでもあります。Moxtekの幅
広い技術（最新の光学システム、有害物質のスクリーニング、リサイ
クリング、採掘技術）が製品に活かされています。

2013年10 、私の どもが通っているフットヒル 学校のKayla
Walker先 が課外授業を検討中と知りました。その課外授業はボラン
ティアプログラムで、 どもたちが科学、技術、 学、数学に親しむ
ためのものでした。Kayla先 から多くの課外授業が 校 向けに わ
れているが、その課外授業がもっと若い年齢を対象に われれば、さ
らに効果的とのお考えでした。 、モクステック社では、科学、技
術、 学、数学に基づき仕事が われていますので、多くのその道の
専 家がいます。また、私も含め喜んで地域コミュニティに貢献した
いと考えている が多いことがわかり、また、モクステック社では、
フットヒル 学校の 徒たちに科学の話を楽しくできるユニークな
場にあると感じました。

そこで、フットヒル 学校と検討を重ね、モクステック社が課外授業
に協 することになりました。我々は実際の 活につながるものを題
材とし、実験を多く取り れるように先 と相談し、 どもたちの興
味を引くよう 掛けています。2013年12 から に1度の割合で課外



授業を い、この経験は 徒たちだけでなく我々 にとっても良い経験となっています。先 からはモ
クステックの協 なしには課外授業が成り たないと、お礼をいただいています。また、 どもたちが科学
を好きになっていると感じています。

さらに、この活動を通してモクステック社は、社内の意気込みが向上し、また、地域コミュニティのリー
ダー、将来、従業員になるかも知れない どもたちとの交流という恩恵も受けています。



「あすなろの家」は、 児がんをはじめとする難病の治療や 髄移植を受けるた
め専 の医療機関に 院・通院している どもと付き添われる介護者の に安
して滞在していただける施設です。

この施設では、滞在に必要な設備を備え、利 者のプライバシーを守るととも
に、闘病 活を送る どもを持つ親同 が交流を図ることができるよう共同キッ
チン、 堂、談話コーナーや どもたちのプレイルームなどを設け、介護者の
の精神的負担を軽減する 助けとなるよう 夫しています。

埼 県さいたま市 宮区北袋町2-336 地図

JR京浜東北線「与野駅」、「さいたま新都 駅」から徒歩 約15分 / 約5分 / 転 約8分
※なお、あすなろの家では 転 も 意しております。
JR 宮駅東 またはさいたま新都 駅東 から東武バスで上 崎下 、バス停より徒歩約5分

個室10室（和室1、洋室9：内1部屋は 椅 での利 も可能）、共同台所、 堂、談話コーナー、プレイルー
ム、洗濯室、 関はオートロックシステムとなっており、滞在者は夜間、休 いつでもご利 できます。

全個室にテレビ、バス、トイレ、冷暖房設備、電話、押 、電気ポット完備。
そのほかに、洋室にはベッド2床、テーブル、椅 、クローゼットが、和室にはテーブル、座椅 がそれぞれ設
置されております。
※ 椅 利 可能な部屋は、若 設備がかわります。

1 （1室1家族）1,000円。
※貸し布団代（1 100円）、 炊するための 材費、電話通話料は 負担となります。

電話 048-658-5861 ハウスマネージャー 安井

http://www.nipponkayaku.co.jp/



