
社会との
かかわり
S O C I E T Y
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久光製薬スプリングス

スポーツの支援

　当社は、スポーツ支援を通じて、健全な社会の発展と
人々の健康づくりを支援しています。久光製薬スプリング
スにおける日本を代表する選手の育成や、バレーボール教
室開催による次世代スポーツ選手の育成支援などスポー
ツ競技の振興に努めています。また、ゴルフの国内公式戦
や市民マラソン大会などの競技への協賛も行っています。

企業スポーツ
　久光製薬スプリングスは、従業員の福利厚生と
して始まった社内のバレーボールチームですが、現
在は天皇杯・皇后杯やVプレミアリーグで優勝する
など、会社を代表する顔として、また地域を代表す
るチームとして活躍しています。久光製薬スプリン
グスからオリンピックの日本代表選手も輩出するな
ど、女子バレーボール界の発展に貢献しています。

次世代スポーツ選手の支援
　次世代を担う子どもたちのスポーツ振興の一環
として、さまざまなスポーツ大会への支援やバレー
ボール教室の開催を行っています。
　久光製薬スプリングスの選手が指導するバレー
ボール教室では、ジュニア選手への指導の他、チー
ムのコーチやトレーナーによる指導者講習なども
実施しています。

　また、九州本社がある佐賀県バレーボール協会
の運営支援を行っており、「久光製薬旗 小学生バ
レーボール優勝大会」などの支援を通じてスポーツ
環境づくりに努めています。

スポーツ競技会の支援
　当社は、スポーツ競技の支援として、ゴルフの国
内公式戦ワールドレディスチャンピオンシップ サロ
ンパスカップの特別協賛を行いました。また、大阪
マラソン2015、東京マラソン2016に協賛し、参加
者への筋肉疲労のケア支援を行いました。ママさん
バレーボール大会も特別協賛するなど、市民スポー
ツの支援を行っています。

久光製薬スプリングスによるバレーボール教室 ゴルフ会場の久光製薬ブース

大阪マラソンのEXPO会場



2016 HISAMITSU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 31

第19回 春の茶会

蜷川幸雄氏は、2016年5月12日に永眠されました。2016年6月の久光製薬カルチャー・スペシャル「尺には尺を」が最後の演出作品となり
ました。これまでの功績に敬意を表するとともに、故人のご冥福をお祈りいたします。

文化・教育

伝統文化の継承
　九州本社では、毎年春と秋に文化・芸術振興を目
的にお茶会を開催しています。
　当社に隣接する別邸および西公園の会場で、九

州本社の社内スタッフによる運営を行っています。
2016年4月開催の「第19回 春の茶会」では、約
400名の地元関係者や一般の茶道愛好家が来場さ
れ、気軽に茶席に親しめる立礼席や本格的な茶道に
触れる薄茶席を楽しまれました。

　当社は、文化・芸術を通した「生活の質」向上のため、講
演会をはじめとする各種文化イベントを開催しています。
全国主要都市で協賛する演劇、九州本社の地元で開催す
る市民講座やお茶会には多くの方々にご参加いただいて
います。

●文化イベント
　蜷川幸雄氏演出の久光製薬カルチャー・ス
ペシャル「ヴェローナの二紳士」を全国3会場
で29公演しまし
た。特 別 協 賛を
始めた1999年以
来、14回目となる
2015年の公演に
も多くの来場者を
お迎えしました。

●ホジェル・メロ展
　2015年は日本とブラジルの外交樹立120周
年を迎える記念の年であり、その記念行事の一
環としてブラジル人絵本作家であるホジェル・
メロの原画展を福岡県立美術館にて開催しまし
た。当展覧会では、日本ではまだ翻訳されてい
ない絵本の原画を展示
し、多くの人々にブラ
ジル文化に触れていた
だきました。

石井さん　会社の上司から今日のお茶
会を勧められて伺いました。日頃イベン
ト関係の仕事をしているのですが、社員
の皆さん手作りで運営に協力され、き
め細やかな気配りと“おもてなしの心”で
接客されていました。その姿を拝見し、
イベントに携わる者としても見習うとこ
ろがたくさんあると感じました。これを
機に、茶道についてさらに学びたいと考
えています。

池田さん　知人にお茶を点てていただ
いたことがあり、以前からお茶席に興味
がありました。久光製薬さんが、このよ
うな地域に根ざした文化活動にも力を
入れていることを知り感心しました。事
業活動以外においても、社外の方々と
関わりをもたれることで、企業としての
信頼、価値向上に繋がるものだと感じま
した。石井 由佳さん（写真:左）

池田 緑さん（写真:右）

「新緑に囲まれて、気持ちよく文化の香りを満喫しました」
「第19回春の茶会」に福岡市からお越しいただいたお二人にお話を伺いました。
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鳥栖工場見学の様子

工場見学
　鳥栖工場（佐賀県）では、一般の方々を対象として

「サロンパス　
®」「モーラス　

®テープ」などの製造工程
を見学いただいています。宇都宮工場（栃木県）で
も最新鋭の製造ラインを見学いただいています。
　2015年度は、鳥栖工場で3,000名余り、宇都宮
工場で1,000名近いお客さまにお越しいただきま
した。毎回製造ライン見学後には、当社の商品に関
することから工場設備等、多岐にわたるご質問やご
意見をいただき日々の企業活動にも役立たせてい
ただいています。

申込み先
鳥 栖 工 場　九州本社総務部 0942-83-2101
宇都宮工場　宇都宮工場工場管理課 028-667-6761

ケーブルテレビ
　子会社であるCRCCメディアと佐賀シティビジョ
ンは、光ケーブルを通してケーブルテレビやイン
ターネット電話のサービスを行っています。
　議会中継をはじめ行政、商工会議所などの情報
や、地域住民の皆さまのクラブ・サークル活動を取
材し、地域の皆さまのお役に立つ生活情報を提供し
ています。

九州国際重粒子線がん治療センター
　2013年5月に、重粒子線を使った最先端のがん
治療施設、九州国際重粒子線がん治療センターが
九州新幹線「新鳥栖駅」前に開所しました。線量の集
中性が高くがん細胞だけをたたくことができる放
射線療法の一つで、当社は開所以来資金提供のほ
か、事業推進のためのさまざまな支援活動を行って
います。

九州国際重粒子線がん治療センター

健康セミナー
　九州朝日放送の健康番組と連携し、「とっても
健康セミナー」を福岡、鹿児島で開催。インストラ
クターの指導で健康体操を行うなど、両会場では
1,500名以上の方々が参加されました。

　久光製薬は、社会インフラの上に立って事業を展開して
おり、地域社会との良好な関係の中で共に発展することが
重要なことと認識しています。当社は、工場見学コースを設
け、事業活動の一端を、一般の方々にも見ていただいてい
ます。また、地域社会との各種交流会や生活基盤向上のた
めの情報提供などを行うとともに、地域の文化財保護にも
力をいれています。

地域社会とのコミュニケーション

街中のサテライト
スタジオ



2016 HISAMITSU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 33

3H倶楽部の贈呈式

久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部
　久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部（3H倶楽
部）は、従業員の寄付と同額の当社からの寄付で基
金をつくり、国内外で活動しているNPOや市民団
体を支援しています。
　2015年度は、地域の子どもや高齢者の方への支
援、海外諸外国への医療・教育・自然環境保護活動
等、さまざまな活動をされている55団体に寄付を
行いました。九州本社、東京本社などで行った贈呈
式には多数の団体代表に参加いただき、活動紹介
や活動課題などの情報交換を行いました。

啓発運動の支援
■ 運動器の10年世界運動
　運動器の10年・日本協会は、世界保健機関

（WHO）の「BJD世界運動」を基本理念として、運
動器の健康づくり活動を行っています。
　当社は、この活動に賛同し、鎮痛消炎貼付剤およ
び学術情報の提供を通して支援を行っています。
■ ロコモティブシンドローム啓発運動
　運動器疾患や運動機能障害で、寝たきりや要介護

（ロコモティブシンドローム）にならないよう、日本
整形外科学会では啓発活動を行っています。
　当社は、ロコモティブシンドローム啓発運動に賛
同し、マスコミなどを通じた啓発活動を行っていま
す。

　社会課題に取り組んでいる団体やNPO法人は、高い専
門知識と経験を有している反面、経済的課題や広報の問
題、メンバー拡大の問題などさまざまな課題を抱えていま
す。久光製薬は、人的・物的資源や情報力、資金などの面
でこれらの組織を支援することで、少しでも社会課題の解
決につなげたいと考えています。

市民活動・財団の支援

●寄贈先から多くのお言葉をいただきました

• これを機会に潜在的にいる失語症者に会
の存在を知ってもらい、活動を広げ、一般の
理解を深めていきたいと考えています。

（鳥栖三養基地区失語症友の会 ととゆの会）

• メンバーの高齢化などの課題もあります
が、支援いただいたことを励みに、これからも
コツコツと取り組んでいきます。

（NPO法人久住高原みちくさ案内人倶楽部）

• 従業員一人一人の方の善意をもとにした
支援をいただき、感謝するとともに、今後の
活動の励みにいたします。

（レインボー子育て支援センター きらら館）

寄付目録

贈呈式での情報交換
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ボランティア活動
■ 街頭募金活動
　2015年12月に日本赤十字社主催の「海外たす
けあい」街頭募金活動に従業員500名余りが参加
し、全国の主要都市で募金を呼びかけました。
■ 日赤企業献血
　九州本社では、春と秋の年2回、従業員による献
血活動を行っています。献血センターの採血車が来
社し、毎回100名近い従業員が献血に参加していま
す。
■ 地域の環境美化活動
　県や市町村などが開催する地域の清掃活動に、
積極的に参加しています。

財団支援
■ 公益財団法人 中冨記念財団
　中冨記念財団は、佐賀県鳥栖市にある中冨記念
くすり博物館の運営を行っています。当博物館は、
くすりの文化遺産を13万点ほど保管し、くすりの基
礎知識やくすりの歴史・文化などを学ぶことができ
るよう数多くの資料を展示しています。
　また、収蔵物の一部である田代売薬に関する製
薬・売薬等の用具は、佐賀県の産業経済の歴史を考
える上で貴重な資料であると認められ、県重要文化
財に指定されました。
　当博物館では、年間を通しておとそ教室などのさ
まざまな行事や出前教室を開催し、くすりに関する
啓発活動を行っています。当社は、財団の運営支援
を行っています。

モーラス®テープ発売20周年を記念した清掃活動

日本赤十字社「海外たすけあい」街頭募金

くすり博物館内の再現展示コーナー（薬種屋）

西日本新聞（2016年4月5日付）

くすり博物館内の移設展示コーナー（アルバンアトキン薬局）

環境美化活動（九州本社）
「県内一斉ふるさと美化活動」

　2015年6月　15名
「轟木川清掃」

　2015年10月　12名
「捨てちゃイ缶バイ！作戦」

　2016年1月　17名
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■ 公益財団法人 中冨健康科学振興財団
　当財団は、健康増進に関する医学・薬学および運
動科学の研究に対して、毎年助成金を交付していま
す。2015年度は、従来の研究助成金・留学助成金
等に加え、学会・講演会等の開催に対する助成を新
たに開始しました。これらの助成金72件と、健康科
学の発展に功績があった研究者に対する中冨健康
科学振興賞2件に対して、総額1億1,100万円を贈
呈しました。当社は、当財団の運営支援を行ってい
ます。

災害支援活動
　気候変動に伴う気象災害の激甚化や地震など、
人々の生活に大きく影響する災害が各地で発生し
ています。これらの災害被災者に対し、企業として
の支援金・医薬品などの提供に加え、従業員による
義援金や、久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部か
らの寄付など、災害支援活動を実施しています。

2015年度研究助成実績
・ 筋骨格系及び結合組織の機能保持に関する 

研究　
　研究助成 24件 留学助成 6件
　国際交流助成 1件
・ 皮膚の健康と老化防止に関する基礎研究　
　研究助成 9件 国際交流助成 1件
・ 機能低下、個人差等による薬物の体内動態に

関する研究
　研究助成 6件 留学助成 1件
　講演会開催助成 1件
・疼痛治療に関する研究
　研究助成 10件 講演会開催助成 1件     
・運動を中心とした健康増進に関する研究
　研究助成 11件 留学助成 1件

第28回 研究助成金等贈呈式 久光製薬スプリングス選手による熊本地震復興支援の募金活動

第28回 研究助成金等贈呈式

2015年度災害支援一覧

「ネパール地震災害救援金」　4月
　久光製薬株式会社 
　ほっとハート倶楽部　100万円

「台風18号等大雨災害」　10月
　従業員義援金　　   約36万円
　久光製薬株式会社
　ほっとハート倶楽部　200万円

「2016年台湾地震救援金」　2月
　久光製薬　1万台湾ドル（350万円相当）

「熊本地震復興支援」　2016年4月
　久光製薬及び社内募金など含む

約3,200万円
　久光製薬スプリングスの募金活動

約154万円
　ワールドレディスチャンピオンシップ
　サロンパスカップの義援金

約６１万円
　久光製薬鳥栖市民講座入場料の寄付金

約150万円

　熊本地震に対しては、薬剤師会などを通じ
て、モーラス　

®テープやサロンパス　
®などの商品

の提供も行いました。
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グローバルなＣＳＲ活動を目指して

久光ベトナム 久光インドネシア 久光ブラジル ノーベン社

主要事業所
ビエンホア工場
ハノイ事務所
ホーチミン事務所

シドアルジョ本社工場
 ジャカルタ営業本部

マナウス工場
サンパウロ事務所

ニューヨーク事務所
マイアミ工場

環境保護の
規制 なし なし

マナウス工場のあるアマゾナ
ス州は、自然環境保護区に指
定されています。

連邦、州、地方レベルにおい
て100を超える規制を受け
ています。

地域社会との
コミュニケー
ション

・ 30万人以上が参加するハノ
イモイマラソンに協賛

・ ニャチャン海岸で、社員旅行
を兼ねた清掃ボランティア
を実施

・ 毎週月曜日朝礼後に外周の
清掃活動を実施

・ 地元の中学生を対象にした
フットサル大会開催

・ ジャカルタマラソンへの協賛
・ ヨガ教室への協賛
・ キッザニアへの出展
・ 日本人学校・保育所・幼稚園

のイベントなどに協賛

・ チャリティー活動を通じた障
がい者施設の支援

・ 日系移民が開催するイベン
トへの協賛

・ 従業員のボランティア活動
支援

・ ノーベン社ファミリー奨学
金制度

・ 共同募金団体を通じて寄付
金提供 他

海外子会社の状況

海外子会社におけるCSR活動状況調査結果

大いに
話している
17％ 環境面

25％
ある
50％

社会面
50％

ない
38％

わからない
12％

その他
25％

少し話している
50％

あまり
変わらない
33％

現地スタッフとの
エンゲイジメント

今後必要になると
考える活動領域

地域社会
からの要請

サプライヤーダイバーシティ：
女性や高齢者などのマイノリティをサプライチェーンに 
組り込む多様性プログラム。

　久光製薬は、「世界の人々のQOL向上を目指す」という
経営方針に則ったグローバルなCSR活動を推進していま
す。事業展開する地域の関連法規制を遵守するとともに、
久光製薬グループとして事業との関連や、地域で求められ
る役割を踏まえたCSR活動を現地従業員とともに考え、推
進しています。

ノーベン社でのCSR活動の推進
　ノーベン社では、「社員の行動指針」のもと、さま
ざまなボランティア活動を推進しています。多様な
ステークホルダーと協力し、地域課題の解決を図る

取り組みに、多くの従業員が参加しています。
　また、サプライチェーンにおける、ダイバーシティ
への取り組みを進めています。女性や高齢者、マイ
ノリティなどに配慮することにより、持続可能なサ
プライチェーンマネジメントを目指しています。

ボランティアセンターでの活動

大いに
話している
17％ 環境面

25％
ある
50％

社会面
50％

ない
38％
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12％

その他
25％
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50％

あまり
変わらない
33％
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