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スポーツの支援

久光製薬は、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選手の育成や次
世代スポーツ選手の育成など、スポーツ競技の振
興に努めています。そのほか、ゴルフの国内公式
戦や市民マラソン大会など、スポーツイベントへ
の協賛も行っています。

■ 次世代スポーツ選手の支援
スポーツを通じた次世代育成支援の一環として、久光製薬スプリ
ングス選手によるバレーボール教室を開催しています。基礎トレー
ニングをはじめ、技術指導および試合形式の練習など、
トップレベ
ルの指導を通じて地域の子どもたちやジュニア選手にバレーボール
の魅力と楽しさを伝えています。
また、
チームのコーチやトレーナーによる指導者講習も実施してお
り、バレーボール振興の一翼を担っています。
そのほか、佐賀県バレーボール協会や佐賀県体育協会のオフィ
シャルパートナー企業としてさまざまな支援を行い、地域のスポーツ
文化の発展にも取り組んでいます。
▲

久光製薬スプリングスによるバレーボール教室

▲

運動後のアフターケアの支援ブース

■ スポーツイベントの支援
スポーツ振興と人々の健康づくりを応援する目的で、
さまざまな
スポーツイベントへの協賛を行っています。
2017年度は、
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」
へ特別協賛を行いました。
また、福岡マ
ラソン2017、大阪マラソン2017、
シンガポールマラソン、東京マラ
ソン2018など、国内外のマラソン大会に協賛し、参加者への筋肉
疲労のケア支援を行いました。
そのほか、
ママさんバレーボール大会を特別協賛するなど、市民
スポーツの支援も行っています。
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地域社会・市民活動
久光製薬は、企業市民として地域と共に発展す
ることが重要なことと認識し、当社創業の地であ
る佐賀県を中心としてさまざまな地域交流に努
めています。
文化・芸術を通じたQOL向上のため、講演会を
はじめとする各種文化イベントの開催や、地域社
会に密着して社会課題の解決に取り組むNPO法
人や市民団体を人的・資金面で支援しています。
地域社会との良好な関係を築くことで、社会課
題の解決を図ってまいります。

■ 文化イベント
高い評価を得ている文化芸術に多くの皆さまが触れる機会を提供するため、文化イベントへの協賛を行っています。
16回目の特別協賛となる久光製薬カルチャー・スペシャル『NINAGAWA・マクベス』
では、世界的な演出家であった
故・蜷川幸雄氏の一周忌追悼公演として2会場で25回の公演を行いました。

■ 伝統文化の継承
日本の伝統文化を継承し、文化・芸術の振興に貢献するため、九州本社では毎年春と秋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に、本格的な茶道を体験できる薄茶席や、野点を楽しめる立礼席を設け、地元関
係者や一般の茶道愛好家をお迎えしています。このお茶会は、誰もが気軽に伝統文化に触れることができる場として、
多くのお客さまに親しまれています。

■ 久光製薬鳥栖市民講座
幅広い分野の著名人をお招きして講演会を開催し、近隣地域の方々への生涯学習、教養文化に親しめる機会を提供
しています。2017年度は、脳科学者の茂木健一郎氏に
「脳と幸せ～人生や仕事、勉学を輝かせるための心得」
と題して
講演していただき、約1,300名の方々が来場されました。なお、入場料は九州北部豪雨災害義援金として全額寄付しま
した。

■ 地域住民とのコミュニケーション
鳥栖工場の周辺地域の皆さまとのコミュニケーションを図り、地
域の活性化を通じて豊かな地域社会を実現するため、当社グラウン
ドで創業170周年記念鳥栖工場感謝祭を開催しました。屋台や近
隣の子どもたち、市民サークルによるステージ等を設け、地域住
民や当社従業員とその家族ら約2,000名が参加する催しとなりま
した。

▲

鳥栖工場感謝祭
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1,255名

創業160周年記念事業の一環として、
マッチングギフト制度
「久
光製薬株式会社ほっとハート倶楽部」
を2007年に設立しました。
役員および従業員による寄付とその同額を当社が寄付することで
基金を運営し、国内外で活動しているNPO法人や市民団体を支
援しています。
2017年度は、地域の高齢者や障がい者への支援、子育て支
援、自然環境保護活動等のさまざまな活動をされている47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
多数の団体関係者に参加いただき、活動紹介や活動課題につい
ての情報交換を行いました。

久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部の会員数

335団体
累計支援団体数（2007年設立以来）

■ 海外たすけあい街頭募金活動
日本赤十字社が主催する
「海外たすけあい」
街頭募金活動に1996年から毎年協力しています。2017年度は全国
18都市で600名余りの役員・従業員が参加し、街頭で募金を呼びかけました。
この募金活動には、家族と一緒に参加す
る従業員もおり、助け合いの大切さを体感する機会にもなっています。

参加従業員

582名

募金総額

798,902円
2017年度の街頭募金活動

■ 工場見学会の実施
当社の主力工場である鳥栖工場と宇都宮工場では、一般の方々
を対象に工場見学を実施しています。当社の概要や取り組みを紹介
した後に
「サロンパス® 」
および
「モーラス®テープ」
の製造工程を見学
していただき、安心・安全な製品づくりへの取り組みを目で見て実感
していただいています。2017年度は、鳥栖工場で約2,300名、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。
また、薬学部の学生を対象とした
「早期体験学習」
の受け入れも
積極的に行っており、卒業後の進路をイメージしてもらうため、工場
見学後に当社従業員との意見交換会を行っています。
▲

鳥栖工場見学の様子

■ 災害支援活動
国内外でのさまざまな災害発生時に、
緊急支援および復興支援の活動を行っています。企業としての支援金・医薬品な
どの提供に加え、従業員による募金や久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部からの寄付を行い、災害支援活動を実施し
ています。
■ 米国ハリケーン「イルマ」災害救援金
2017年9月に発生した大型ハリケーン「イルマ」により、当社子会社のノーベンがあるフロリダ州は大きな被害を受けました。
この災害による被災者支援のため、久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部より100万円、役員、従業員による募金として約30万
円、総額約130万円を米国赤十字社に寄付しました。
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グローバルCSR

久光製薬は、海外拠点においても環境・社会
貢献を推進しています。各国・地域における社会
課題を認識し、社会のニーズに沿った形で独自の
活動をすることで、ステークホルダーと真摯に向
き合っています。
また、オリジナル体操プログラム「サロンパス®
体操」を製作し、世界各国で普及活動を行い人々
の健康づくりを支援しています。

■ 久光ベトナム
久光ベトナムは、健康維持推進を目的に
「サロンパス® 体操」
の普及活動を行っています。2017年5月には
「サロンパ
ス® の日」
に合わせたイベントを開催し、
「健康な体づくり」
の大切さをアピールしました。
また、従業員の防災知識の取得および安全対策の意識向上を目的に、
ビエンホア工場が所在するドンナイ省主催の
消防大会に毎年参加しています。

■ 久光ブラジル
久光ブラジルのマナウス工場は、
アマゾナス日系商工会議所や日系
企業と協力し、国立アマゾン研究所の公園内の清掃や植樹活動をマナ
ウス日本人学校の生徒、父兄とともに行いました。
また、
アマゾンの伝統文化の保護と継承支援を目的として、民間のダ
ンスグループ
「Dança Regional Ciranda Explode Coraçao」
の活
動支援を行っています。

■ 久光インドネシア

▲

植樹活動の様子

▲

救命救急法訓練

久光インドネシアでは、
スポーツ支援の一環として、各地で行われる
フットサル大会やジャカルタマラソンなどに協賛を行っています。
また、従業員が健康的に安心して働くことができるよう安全に配慮し
た職場環境づくりに努めています。2017年度には、専任の安全衛生担
当者を設置し、社内勉強会や避難訓練を実施するなど活動を強化して
います。
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財団の紹介
公益財団法人

中冨健康科学振興財団

当財団は、健康増進に関する科学研究を助成し、国民の健康の維持・増進を図り、活力ある豊かな社会の実現
に寄与することを目的として活動しています。2017年度は財団設立30周年を記念し、研究助成金の助成枠を20
件増やし80件としました。
その他の留学助成金、講演会等開催助成金等
を加えた助成100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1億4,000万円を贈呈しました。当
社は、当財団の運営支援を行っています。

▲

公益財団法人

中冨記念財団

第30回研究助成金等贈呈式

中冨記念くすり博物館

中冨記念くすり博物館は、久光製薬の創業145周年の記念事業として設立され、2010年からは、
公益財団法人として独立した運営を行っています。
た じろ ばい やく

「田 代 売 薬 」発祥の地である佐賀県鳥栖市東部と基山町の一
帯は、交通の要衝でもあったことから、古くに配置売薬が起こり、
「くすり」文化の発展に寄与してきました。
当博物館では、
「田代売薬」や「くすり」に関する歴史資料の
収集や展示を行い、また「くすり」にまつわる啓発のみならず、
佐賀県の歴史・文化に触れる拠点として県外の方々も多く訪れて
います。
2017年度の取り組みとしては、
「くすり」に関する各種体験教

▲

博物館の外観

▲

体験教室
「香り袋作り」

室を開催いたしました。
中でも「生薬を使った香り袋作り」では、8日間を通して272名
やげん

のお客様にお越しいただきました。伝統的な道具である薬 研を使
用して５種の生薬（漢方薬の材料となる乾燥生薬／ケイヒ・チョウ
ジ・サンショウ・キキョウ・ボウフウ）をすり潰し、煎じ袋に入れて
香り袋を作成していただきました。
今後も、当博物館では、
「くすり」を身近に感じていただける
ようさまざまな取り組みを開催し、学習の場として親しまれる
運営を行っていきます。
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