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START!ようこそ みらプロへ 

セミナー

良いことをして
良い業績に
つなげよう♪

コラボレーション
続々誕生中！！

社会貢献が
どう自社の利益に
繋がるのか・・・

これからの企業は
地域のためになる
ことをしなくちゃね♪

広報せき 2018.3

せきの未来・
社会貢献プロジェクト

～市が仕掛ける地域経済循環推進プロジェクト～

みらプロって何？

社会貢献活動が事
業者の利益にどう結
び つくのか ご 理 解
いただくためのセミ
ナーの開催

みらプロ
ポイント1

良いことをしながら
自社の利益を上げる…
とてもいいなぁ

ワークショップが
あるんだ
参加してみよう！

ふむふむ・・・
何となくわかって
きたぞ

奥長良川名水㈱
左から纐纈営業課長、
大久保取締役営業本部長、栗山さん

関市PTA連合会
富田会長

　関市の社会的課題を事業者の社会貢献活動により解決
する取り組みです。これにより、事業者のブランド力や売
上の向上、さらには市内の経済循環にも波及することを期
待します。市は、社会貢献活動を応援・ＰＲし、事業者の魅
力を高め、広く市民に知っていただくことで利益につなげ
ていきたいと考えています。

奥長良川名水(株)と関市ＰＴＡ連合会の場合コラボ第1号

（みらプロ）

社会貢献コラボレーション誕生までの道！！

02



内容詳細は次ページ以降をＣＨＥＣＫ！！

なるほど！！そんな活動の
仕方もあるのかぁ。
いろいろとアドバイスを
いただけてありがたいなぁ

個別相談

ワークショップ

コラボレーションの誕生！

マッチング

うーん…うちの会社はどんな未来を
目指すのだろう？そうなるために
必要なことってなんだろう？？

広報せき 2018.3

協働して活動するの
に適した相手とマッチ

ング。双方にメリット
を生み出すことのでき

る連携相手を提案し、
引き合わせます。その

後、一緒に取り組む活
動について、さらに話

し合いを重ねます

みらプロポイント4

活動についてのプレス
リリースをサポートい
たします

みらプロ
ポイント5

事 業者自身がどの
ようなヴィジョンを
持って、どのような
活動に取り組みたい
のかを具体化してい
ただくためのワーク
ショップの開催

みらプロ
ポイント2

ビジネスの側面と、社

会的課題・地域が抱え

る課題の側面、両面か

らのアドバイスを受け

ていただくことができ

ます。参加事業者の目

指したい未 来像に近

づくために効果的な方

法を一緒に考えます

みらプロ

ポイント3

奥長良川名水(株)です。
子供たちの楽しい学校生活のため
ご協力できれば嬉しいです！

ＰＴＡ
の活動

にご協
力いた

だける

のです
ね。

ありが
とうご

ざいま
す。

たくさ
ん、お

水飲み
まーす

。
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岐阜県関市 みらプロ 検索

広報せき 2018.3

「ジュニアアスリート支援プログラム」な
どの支援メニューを実施する「たかふじ
接骨院」が、子どもたちのスポーツや身体
づくりを通して地域を活性化し、地域全
体の健康づくりに取り組む「NPO法人キ
ウイスポーツクラブ」と連携し、体の動か
し方やストレッチの指導によるけがをし
にくい身体づくりの支援を通じて、子ども
の体力・運動能力の向上に貢献します。

社会のため、地域のためになることが、自社の利益に繋がるって素敵なことだ
と思いませんか？
事業者・各種団体・市民の皆さまなど、住みよい関市を目指すみんなで「明る
い未来（みらい）」を創り出していきましょう！そんな願いを込めて本プロジェ
クトの通称を「みらプロ」としました。
「みらプロ」の活動に興味・関心を持たれた事業者の皆さま、ぜひ商工課まで
ご連絡ください。
市では、引き続き、社会貢献活動に取り組む事業者を応援し、新しいコラボ
レーションを生み出していきます。皆さまの応援をお願いいたします!(̂ )̂!

本プロジェクトに関するお問い合わせは　…　商工課　☎23-6752

総合型地域スポーツクラブとして、生涯
スポーツ活動の振興と健康づくりに寄与
するとともに、髙藤さんの支援をいただ
きながら、ジュニアアスリートの運動能
力向上を目指していきたいと思います。

    【NPO法人 キウイスポーツクラブ】

今の学校教育の中では取り組まれていな
い『お金に関する教育』として、お金の意
味や大切さを教える「駄菓子屋カフェＣ
ＨＡＢＵ」に、一生に一度の大きな買い物
である『家の購入』で、無駄のないお金
の使い方やローンの組み方を知っていた
だきたい「平田建設株式会社」が、自社
の会議室を提供することで協力する取り
組みです。会議室の提供は、今後、対象を
拡大し継続予定です。

明るい未来を 創り 出す 彩りあふれる活動

コラボレーション3

「ありがとう」の気持ちでお金が使える
ようになるよう、親子で楽しくお金の勉強
をしましょう！平田建設(株)さまのご厚意
に感謝いたします。

【駄菓子屋カフェCHABU】

活動を通して、弊社と地域の繋がりを感じ、
子どもたちや親御さんの笑顔を見られたの
がとても嬉しかったです。多くの方に花のあ
る暮らしや植物を育てることの価値を感じ
ていただければ幸いです。【緑と花の坂井】

「緑と花の坂井」さまをはじめとする多く
の皆さまからの温かいご支援・ご厚意を、
今後の学習支援教室の活動に活かしてい
きたいと思います。

【NPO法人 子援隊】

第1回『フラワーバンク』は、日頃の感謝
を込めて、ひとり親家庭を対象とする無
償学習支援教室に通う子どもたちから親
御さんへお花をプレゼントするもので、
子どもたちは坂井さん提供のお花の中か
ら好きなものを選び、メッセージを添え
て綺麗にラッピングしていました。『フラ
ワーバンク』の活動は、今後も継続予定
です。

企業による　社会貢献活動  の輪　拡大中！！

『フラワーバンク』活動
無償でお花をプレゼント

緑と花の坂井
×

ＮＰＯ法人 子援隊

子どもを対象にした
『お金に関する教室』に

自社の会議室を提供

子どもたちのケガをし
ない身体づくり、体力・
運動能力向上の支援
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広報せき 2018.3

奥長良川名水
株式会社

×
関市ＰＴＡ連合会

各学校が抱える課題の解決に取り組む
「関市ＰＴＡ連合会」を、「奥長良川名水
株式会社」が自社のお水の売上の一部を
寄付することで応援します。その名も『せ
きの子ども応援プロジェクト』！！子ども
たちの楽しい学校生活のための課題解
決をお手伝いするプロジェクトです。取
り組み1年目の寄付金は「学校図書の充
実」に充てられます。

コラボレーション1 コラボレーション2

コラボレーション5

鍼灸治療の出張サービスで在宅介護の大変さを目
のあたりにした「もりとも治療院」の森さん
は、介護をする側のケアの必要性を感じ、
介護者支援事業を担う「関市社会福祉協議
会」と連携。『介護者のつどい』（関市委託
事業）で、肩こり腰痛予防の健康体操の指
導を行ったり、自身の治療院では、肩や腰
に負担を抱えることの多い介護者向けの施
術メニューの提供を行うなど、継続して介
護者の支援に取り組みます。

PTAへの支援により、未来を担う子ども
たちの学習環境がより良くなることを願
います。微力ながら、地域への貢献を通し
て、弊社の存在価値を高められたらと思
います。　　　　   【奥長良川名水(株)】

微力ではありますが、在宅で介護されて
いる方のお力になれたらと考えておりま
す。お身体の悩み、不安なこと、何でもご
相談いただけたらと思います。

【もりとも治療院】

本活動を通じて、ケガや身体の歪みの予
防に対する意識を、子どもだけでなく、指
導する大人の皆さまにも伝えていくこと
で貢献できたらと考えています。

【たかふじ接骨院】

奥長良川名水(株)さまからのご厚意に感
謝いたします。子どもたちのために、ぜ
ひ、皆さまのご協力をお願いいたします。

【関市PTA連合会】

地域の困りごとを、地域で活躍する事業
者と一緒に考え、活動していく姿勢を大切
にしていきたいと思います。

【社会福祉法人 関市社会福祉協議会】

明るい未来を 創り 出す 彩りあふれる活動

地域の子どもたちの未来が幸せなものと
なるよう、弊社も微力ながらお手伝いさ
せていただきたいと思います。

【平田建設(株)】

もりとも治療院
×

社会福祉法人
関市社会福祉協議会

コラボレーション4

お水の売上の一部を
関市ＰＴＡ連合会に寄付

企業による　社会貢献活動  の輪　拡大中！！

在宅介護者の
「心と身体」のケア

平田建設株式会社
×

駄菓子屋カフェCHABU

たかふじ接骨院
×

ＮＰＯ法人
 キウイスポーツクラブ
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