地球を、社会をいっしょに考える —————

サスコム

特集

絵本の舞台を訪ねる親子旅

アイヌが語り継ぐ物語に触れる村「ポロトコタン」
シリーズ企業レポート
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ム

こんにちは、
SUSCOMです。
毎日の仕事、暮らし、遊び。
そのすべては、誰かと、そして世界とつながっています。

絵本の舞台を訪ねる親子旅

アイヌが語り継ぐ物語に
触れる村「ポロトコタン」
絵本にはさまざまなモチーフがあります。
可愛いお姫様の恋のお話、ユニークな動物たちの笑い話、遠い国の冒険潭、

「日本の社会のことをもっと知りたい」

そして、古い民話や神話をもとにしたお話。

「世界で活躍する企業は、いま何を大切にしているんだろう？」

民話や神話は、日本の各地で語り継がれてきた物語です。

「一人ひとりの力で、世の中を良くすることはできるのか？」

その舞台は、私たちの先祖が暮らしてきた日本のどこか。私たちが今いる場所とつながるどこかです。

「サステナビリティって、結局どういうことなんだろう？」

絵本を子どもに読み聞かせた時、あるいは子どもが興味深げに絵本を読み返している時。
そこで生まれた好奇心を現実の世界に導く旅へ、
絵本の舞台となったどこかへ実際に行ってみる旅へ、連れ出してみませんか？

つながっているその先を知り、興味を持つこと。
それが、世の中を良くするための、さらにサステナブルな社会を創っていくための、最初の一歩です。

行き先は、たとえば観光地として定番の北海道。
北海道に暮らす先住民族アイヌの人々は、
厳しくも豊かな北の大地に根差したたくさんの物語を現代に伝えてきました。

SUSCOMは皆さまの最初の一歩を後押しするとともに、

それらは現在、独特な世界感を持つ絵本として出版され、人気を集めています。

日本や世界で「これからのサステナビリティ」を感じ、考えられる情報をお届けします。

日本のほかの地方とは異なる文化や、北海道ならではの美しい風景を描いた絵本を持って、
読んで終わりではない、もっと深く子どもの心と記憶に残る体験ができる旅へ、ぜひ親子で出かけてみましょう。

http://sus-com.net/
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企業がわかる！推薦図書

シリーズ企業レポート1
障害者雇用／日本理化学工業株式会社

共に働く社会を描くしあわせのチョーク
P12
シリーズ企業レポート2
ペットとの共生社会／ペッツファースト株式会社

捨て犬・捨て猫のいない社会のために

2

3

絵本に描かれるアイヌ
アイヌ民族とカムイの物語

空から見る沙流川は
川ぞこの石がかぞえられ
「神謡」はさまざまな神（カムイ）が自分

北の大地に生きる交易の民

石の色は七色で
ゆるいうねりは

アイヌ民族が伝える物語には、熊やフク

たちの世界や人間の世界での体験を語

長い間、口頭文芸を伝え続けてきたア

ロウや鹿といった北海道に生きる動物か

る物語が多く「散文説話」
、
はバラエティー

イヌの人々とは、どんな民族なのでしょ

ら、風や大地や太陽など彼らを取り巻く

に富んだ内容で、人間が主人公となるも

う。アイヌ民族は、北海道を中心に東北

自然そのものまでが、さまざまな形で登

のもあります。

地方の北部から千島列島、樺太といった

場します。

日本のほかの地方の民話が、祖父母や

地域に暮らしていました。約 2 万年前の

アイヌの物語は、
“口頭文芸”として受け

両親から幼い子どもたちへ語り聞かせる

旧石器時代後期には、すでに北海道で

継がれてきました。アイヌ文化にはたくさ

ものだったように、アイヌの物語もまた、

暮らしていたことが発掘調査などからわ

んの歌や踊り、複雑な文様の刺繍など

囲炉裏を囲む団らんの中で語られるもの

かっています。

がありますが、物語は文字や絵を使わず

でもありました。そこには、子どもたちが

一般的にアイヌ民族というと、狩猟や採

に語り手から語り手へと話し聞かせるこ

喜ぶ楽しく愉快なストーリーだけでなく、

集を中心とした原始的な生活様式のイ

とで伝えられました。

自然の中で生きるための知恵や教訓が

メージがあります。しかし実際のアイヌ

アイヌの物語は、
大きく
「英雄叙事詩」
「神

ふんだんに盛り込まれています。

民族は、日本の本州に暮らす人々だけで

アイヌの物語をモチーフにした絵本から

なく、現在の中国やロシアに暮らす民族

「英雄叙事詩」は語るのに数時間はかか

謡」
「散文説話」の 3 つに分類されます。

は、生活に欠かせない恵みをもたらして

とも広く交流を持つ“交易の民”でした。

るほど長く、
絵本のモチーフとなるのは
「神

くれると同時に、恐ろしい災害をも引き

そのため、地域によって生活様式や文化

謡」
「散文説話」の中でも比較的短いも

起こす自然への感謝と畏敬の気持ちを

は大きく異なり、伝える物語にも多彩な

のです。

読み取ることができます。

バリエーションがありました。

にじのよう

長いにじがよこたわる
『火の雨 氷の雨 カムイユカラ・アイヌの神さまが話したこと』
かやのしげる
小峰書店

竜の神様カンナカムイの子どもがアイヌの国アイヌモシリを訪ねます。アイヌの人々がいきいきと暮らす村
の様子のほか、
魚や鹿がたくさんいる豊かな自然が美しい言葉で語られます。

高く高く尾びれをあげてはバタつかせ、
とびはね、とびはね、テレケテレケ、ホリピリピと、
海の水をまきちらしました。
ラ
『シマフクロウとサケ アイヌのカムイユカ（神謡）
より』

宇梶 静江
福音館書店

普段は山で暮らす神様のシマフクロウと海を泳ぐサケが出会い、
サケの失礼な言葉によってシマフクロウ
を怒らせてしまう物語。
「テレケテレケ」
「ホリピリピ」
はアイヌの言葉。

湖畔に並ぶアイヌの伝統的家屋チセ。

いちばんはじめに、火のおこしかたをおしえました。
アイヌの人たちは、まだじぶんで火をおこすことを、
しらなかったのです。
『オキクルミのぼうけん』
萱野 茂
小峰書店

若い神のオキクルミは、
人間の国へ行くために3つの厳しい試練を受けます。試練の後、
人間の国へ行っ
たオキクルミは冬の寒さや恐ろしい動物から身を守る方法、
便利に生活する技術などを人間に教えます。

アイヌ民族にとって最も身近な魚がサケです。たくさん獲れたサケは寒風干しにした後、
チセの囲炉裏の上で薫製にしました。

4

アイヌ民族の儀礼には欠かせない木製の祭具イナウ。神様への捧げ
物であり、魔除けを行う道具でもありました。
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園内で飼育している北海道犬。
某携帯電
話会社のCMでお馴染みの可愛らしい犬
ですが、
熊猟をともに行う勇敢なパートナー
でもありました。

コタンコロクル
（むらおさ）
の像。右手に持つイナウで、
訪れる人の旅の安全と幸福をお祈りしています。

アイヌの歴史や文化、
地名などについてわかりやすく解説してくれます。近年は海外からの来訪者も増えてお
り、
中国語、
韓国語、
タイ語などにも対応。

北海道の生態系の頂点に立つ羆は、
アイヌ民族に
とって最も重要な動物であり、
尊いカムイでした。
園内
では羆がのんびり過ごす様子を間近に見ることがで
きます。

アイヌの古式舞踊は家族や村の平和を願ったり、喜びや悲しみを神様と分かち合うための
もので、生活の重要な一部でした。イヨマンテリムセ（熊の霊送りの踊り）は、熊を神の国に
送る儀式の際に踊ります。

海に近い白老町に暮らすアイヌ民族は、
木をくり抜いた丸木舟で頻繁に漁に出て魚を獲り、
生活の糧を得
ていました。

シンタという揺り籠に寝かせた赤ちゃんに聞かせる子守唄。
舌を震わせて発する不思議な音を交えながら歌います。

アイヌの民族楽器のトンコリ
（五弦琴）。

アイヌの原風景と暮らしを体感できる場所
大きな湖の集落「ポロトコタン」
とアイヌ民族博物館

並ぶ風景を通して、小さい子どもでも楽し

子どもに絵本の場面を説明するために、

みながらアイヌに触れることができます。

より深くアイヌを学んでみてはいかがで

アイヌの物語の舞台として多く登場する

さらに嬉しいのが、本物のアイヌの言葉

しょう。

のが、たくさんのアイヌ民族が暮らしてい

を直接、耳で聞けること。アイヌの物語

た日高地方を流れる沙流川の流域。その

の絵本には、小さい「ラ」
「ム」
「プ」など

読むだけで終わらない体験へ

沙流川からほど近い、北海道南西部で

発音に悩む文字が登場します。これはア

アイヌ民族博物館では、楽器の演奏や

太平洋に面する白老町にも、昔からアイ

イヌ語独特の発音で、普通のひらがなや

伝統的な刺繍などに挑戦できる体験プ

ヌ民族の集落がありました。現在、その

カタカナでは表記が難しいもの。
「しらお

ログラムが用意されています。また、緑

集落の近郊にあるポロト湖の湖畔に、野

いポロトコタン」では園内放送や講演、

の美しい春夏はもちろん、冬には野生

外博物館「しらおいポロトコタン」とアイ

スタッフの挨拶にアイヌ語を取り入れてい

のエゾシカがやってくることもあり、四

ヌ民族博物館があります。ポロトコタンと

ます。美しいアイヌの言葉の響きを知れ

季を通じて北海道ならではの豊かな自

は、アイヌ語で「大きな湖の集落」を意

ば、絵本を読む楽しさがさらに増すはず

然を満喫できます。

味します。

です。

それもまた、普段の生活では触れるこ

「しらおいポロトコタン」では、アイヌのチ

アイヌ民族の暮らしや文化をさらに詳しく

とのできないものです。

セを中心にかつての集落の様子を再現

知りたくなった方は、アイヌ民族博物館

絵本を読んで楽しむだけでなく、そこか

するとともに、伝統芸能や手工芸の実演

へ。ここでは民族資料約 6,000 点を収

らさらに絵本の背景にある文化や社会

などを行っています。その様子は、まさに

蔵しているほか、衣食住や信仰・生活様

にまで手を伸ばし、実際に目で見て耳

絵本に描かれたアイヌの世界そのもの。

式約 800 点を常設 展示しています。絵

で聞く新しい体験へ。絵本をきっかけ
に世界を広げる体験は、きっと子ども

色鮮やかな民 族衣装で踊る古式舞踊、

本に登場する儀式や道具がどんな意味

古い道具を使って木の皮を原料に布を編

を持つのかなど、子どもだけでなく大人

の記憶に残る貴重な思い出となるはず

む手工芸、そして湖の畔に茅葺きの家が

にも興味深い解説を見ることができます。

です。

「しらおいポロ
トコタン」
のスタッフが着用しているアイヌの民族衣装。 刺繍の文様には意味があり、
地域によって異なります。

しらおいポロトコタン
アイヌ民族博物館
開館時間 8:45〜17:00
休館日 年末年始
（12/29〜1/5）
入場料金
（一般料金）大人 800円／高校生 600円／
中学生 500円／小学生 350円
住所 北海道白老郡白老町若草町2-3-4
TEL 0144-82-3914

小樽

[アクセス]

札幌
札幌から
JR特急 約1時間／自動車 約1時間
（道央道）

苫小牧から
JR 約20分／自動車 約30分

北広島
恵庭

登別から
JR特急 約20分／自動車 約20分

千歳

千歳空港
新千歳空港から
JR特急 約30分／自動車 約40分
（道央道）
苫小牧
白老
登別
室蘭
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シリーズ

障害者が活躍するチョーク工場

企業
レポー ト

1

障害者雇用

日本理化学工業株式会社

共に働く社会を描く
しあわせのチョーク
WHO（世界保険機構）の推計によれば、世界では約6億1,000人
もの人が何らかの障害をもって生活しているといわれています。
しかし、欧米諸国をはじめ、各国において障害者の就業率は一般

神 奈 川県 川崎 市に本 社・工 場を置く

ずに重量を計り練り合わせるだけでも

他のメーカーよりも高い生産性を導き

チョークメーカーの日本 理 化学工業。

決して簡単な作業ではないように思わ

だすことができるようになったのです。

ここでは従 業員 79 名のうち 58 名が

れますが、どうして知的障害者だけで

大山会長は言います。
「彼らができない

知的障害者で、そのうちの半分以上は

これだけの数を製造することができる

のではありません。私たちの工夫が足

IQ50 以下の重度の障害者であり、障

のでしょうか？

りないだけなのです」。

害者雇用の割合は 70% を超えていま

知的障害 者の人は、数や文字を認識

す。チョーク製造のラインに立つ作業

するのは苦手でも、工場に来るまでは

員たちは全員が知的障害者。知的障害

信号機の色を見分けながら、まったく

者の手によって 1 日に約 10 万本もの

1 人で事故に遭うことなくたどり着くこ

チョークを生産し、チョーク業界のトッ

とができます。つまり色は識別できる

プメーカーになっているのです。

のです。そのことに気がついたのが当

労働者と比べて軒並み低く、障害者雇用は世界的な課題となって

知 的 障 害 者の人たちは数を計算した

時の社長で現会長の大山泰弘さん。健

います。日本では法定雇用率が2.0%と定められていますが、これ

り、漢字を読み書きしたりすることが

常者の従業員と共にアイディアを出し

できません。しかし、チョークづくりに

合い、チョークの製造工程を徹底的に

は、材料の配 合や成 型、乾 燥、包装

見直し、障害を持つ従業員にも作業が

などの作業があります。材料を間違え

できるように工夫しました。その結果、

を達成している企業の割合は42.7%と企業の障害者雇用はまだ
まだ進んでいません。そんな中、障害者が「戦力」となりモノづく

できあがったチョークを見つめる大山泰弘会長

りを進めているチョーク工場があるのです。

川 崎 工 場 レ ポ ー ト
1975 年に全国初となる心身障害者多数雇用モデル工場として開設
された川崎工場。チョーク製造では、原料をこねてミキサーに入れ
る人、こねた原料をチョークの形に切断する人、チョークを乾燥さ
せる人、箱につめる人など、役割が分担されています。ここでは知
的障害者の人たちがそれぞれの理解力に合わせて役割を果たせる
ように、たくさんの工夫がなされています。
川崎工場には全国から見学者が訪れる。海外からの見学者も多い。
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重量を数字で把握しなくても済むように、
材料が入って

練り上げた材料がチューブ状になって出てくる機械の

できあがったチョークの太さを検査する器具。
溝の中段

いる容器のフタの色と、
その材料を計る時のおもりの色

口金をチェックするための
「検査棒」
。
口金に検査棒が

に段差があり、
基準以上に太い場合は器具に入らず、

を同じ色に。
材料の名前がわからなくても正確に計るこ

すっと通ったら摩耗して太くなっているサイン。そのタイミ

逆に基準よりも細い場合は溝の奥に落ちる仕組みと

とができるようになった。

ングで口金を交換する。

なっている。
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日本企業だからこそ実現できる
“共働社会”
日本理化学工業が障害者雇用をスター

る大切な言葉をかけられます。

施設の中に作業場を作って働く場を提

トさせたのは昭和 35 年からのこと。養

『人間の究極の幸せは、1 つは愛される

供しようとします。しかし、企業なら採

護学 校の先生から「この子たちになん

こと、2 つ目はほめられること、3 つ目は

算をとれるシステムをつくりながら能力

とか働く機会を与えてやってほしい」と、

人の役に立つこと、4 つ目は人に必要と

を発揮して働く場を提供できる。ヨー

卒業生の女の子２人の就業をお願いさ

されることの４つです。働くことによって

ロッパはマニュアル文化なので知的障

れたことがきっかけでした。一生懸命に

愛以外の 3 つの幸せは得られるのです』

害者は、はじめから雇用の対象にはな

働く彼女たちの姿を見て「施設にいた方

この言葉に動かされた大山会長は、知的

らないそうですが、日本の企業は教え

が手厚く保護してもらえるのに、どうして

障害者が主力の会社をつくることを決意。

ながら育てるという職人文化を持って

あの子たちは働きたがるのだろう？」と、

少しずつ障害者の雇用を増やしていきま

いるから、字が読めない人でも戦力に

大山会長は不思議に思っていました。そ

した。

なれる。そして働くことによって“人に

んな時、法事の席で偶然隣に座った禅
寺のお坊さんにその話をしたところ、あ

「日本では、障害者の幸せのすべてを
福祉施設のなかで完結させようとして、

愛される”という残り 1 つの幸せまで
も得られると思うのです」

チョークがもたらす、もうひとつのしあわせ
日本理化学工業は 2005 年に、粉のまっ

元川崎市に拠点を置くNPO 法人「ひさ

い」という共通の想いを持つ主婦層の皆

たく出ない体に無害な「キットパス」を

し総合教育研究所」
。日本理化学工業

さんが中心。
「
“きれい”や
“美しい”といっ

開発。キットパスはこれまでの学校の先

の障害者雇用の取り組みに共感した同

た感性を親子で体感し、絆を深めるもの

生が黒板に使うチョークとは違い、窓ガ

NPO との共同事業として、障害者雇用

としてキットパスは理想的なツールです」

ラスに書けて簡単に濡れた布で消せるこ

枠の拡大を目指し、
2013 年 10 月からキッ

とから、クレヨンやブロックの形にし、子

トパスのインストラクターを養成する講

と事務局代表の三谷文子さん。

ども向けの商品としても発売しました。

座をスタートさせました。

生まれた商品が、
“親子”の絆という、も

この商品に注目したのが、
「親育ち・子

インストラクターとして活躍するのは、
「子

うひとつのしあわせを実現するために全

育ち」の啓発を目的に活動をしている地

どもに安心して描ける道具を使わせた

国に広がっているのです。

“働くしあわせ”を感じる人たちによって

イ ン ス トラ ク ター
ワ ー クシ ョ ップ
キッ
トパスの楽しみ方をお伝えするのがキッ
トパスアートイン
ストラクターの役割。絵心がなくても楽しめる塗り絵や手形
のワークショップを行うインストラクターを養成しています。家
庭で楽しむ目的で受講することも可能です。定期的に勉強
会も開催しています。
[お問い合わせ]
キッ
トパスアート事務局：kitpas@jldpa.or.jp
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日本理化学工業株式会社
本社所在地：神奈川県川崎市高津区久地 2-15-10
ホームページ：http://www.rikagaku.co.jp/
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シリーズ
企業
レポー ト

2

ペットとの共生社会

ペッツファースト株式会社

捨て犬・捨て猫のいない
社会のために
日本では現在、15歳未満の子どもの人口約1,633万人に対して、全
国で飼われている犬・猫は約2,061万頭いるといわれています。子ど
もよりもペットの数の方が多いという、まさに“ペット大国”。しかし、

店頭での保護犬譲渡活動

ペットが増えていく一方で、捨て犬・捨て猫の問題は根強く残っていま

年間およそ 30 万頭—。これは飼い主に

しかし、このことが結果的に犬・猫の殺

課題と考え、積極的に取り組んでいこう

す。こうした状況の中、
「Pets Always Come First（ペットを最優先

捨てられたり、迷子になったりして保健

処分を生む一因となってしまっていたの

とする企業があります。全国で 89 店舗

に考える）」という理念を掲げ、ペットと人間が共生できる社会を目指
して積極的に活動しているペットショップがあります。

所に引き取られた犬・猫の数です。そし

です。

を展開している「ペッツファースト」です。

て、そのうち約 17 万頭が殺処分という

こうした捨て犬・捨て猫の殺処分が社会

同社はこれまでも飼い主の終生飼育の

最期を迎えています。飼い主が保健所に

問題化する中、ようやく 2013 年 9 月に

意識を高めるために「有料の老犬ホーム」
の運営や「里親探し代行サービス」を業

ペットを持ち込む理由の多くは「子ども

「改正動物愛護管理法」が施行されまし

が生まれたから」
「引っ越しするため」と

た。この法律では、飼い主が犬や猫を

界に先駆けて行ってきました。そしてさら

いった身勝手な都合によるもの。中には、

最期まで飼育する「終生飼養」の努力

に一歩踏み込んだ取り組みとして、2013

「別の子犬を買うから」という信じられな

義務が課され、自治体に対しても相当

年 3 月からは
「保護犬譲渡活動」をスター

い理由で持ち込んでくる人も少なくない

の理由がなければ引き取りを拒否できる

トさせました。

といいます。

措置が設けられました。このように、動

これは、飼い主のいない保護犬を店頭

これまで日本の法律では、野良化した

物愛護に関する法整備は少しずつです

で紹介し、条件を満たした希望者に譲

犬による狂犬病の蔓延や、事故の発生

が前進してきており、ペットとの共生社

渡するというもので、直接的に殺処分を

などを防ぐ目的から「行政に持ちこまれ

会への気運は高まりつつあります。

減らすだけでなく、
「子犬か保護犬かを

た犬や猫は引き取らなければならない」

そしてペットショップの中にも、この捨て

店頭で選ぶ」というペットショップの新し

という引き取り義務が課されていました。

犬・捨て猫の社会問題に対して、自らの

いスタイルとして注目されています。

全国の犬・猫の殺処分数の推移
■犬 ■猫

万頭
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27
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出典：環境省資料より

大きな看板が印象的なお店の外観

出典：総務省「平成26年度 人口推計」
一般社団法人ペットフード協会「平成25年度 全国犬・猫飼育実態調査」
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読者プレゼント
読者アンケートにお答えいただいた方の中から、
抽選で素敵な賞品をプレゼントいたします。

締切：2014年 6月 30日(月 ) 必着

同封のハガキに必要事項をご記入の上ご応募ください。

A

C 『キャリーバッグ』

アイヌ文化を親子で学ぼう！

ペットと一緒にお出かけ！

アイヌの民話絵本 3 冊セット

1 名様にプレゼント

3名様にプレゼント
マイクロチップ普及活動
法律の改正によって徐々に前進してい

が、飼い主のデータなどを登録すること

プを無償で提供。患者として診察に来

る動物愛護施策ですが、
“殺処分ゼロ”

のできる
「マイクロチップ」の装着。ヨー

る犬・猫へ無償で装着を勧める活動を

を実現するために乗り越えるべき課 題

ロッパやオセアニア、アジアの一部など

スタートさせました。また、多くの愛犬

は、保健所に引き取りを求める飼い主

では、マイクロチップ装着の義務化が

家が集まるペットイベントにも出展し、

だけではありません。例えば、飼い主と

急速に進んでいます。一方、日本では

獣医師とともに普及活動に取り組んで

はぐれて迷子になってしまった犬・猫た

改正動物管理愛護法でマイクロチップ

います。

ちが保健所に保護されるようなケースで

の装着義務化を検討することがようやく

動物愛護の観点からも検疫上の問題か

す。迷子で収容された犬・猫が、収容

定められたばかりで、まだまだ諸外国に

らも、
「ペットにはマイクロチップを」と

期間内に飼い主と再会する、新しい飼

比べて普及が遅れています。

いう流れにあることは世界的に見ても間

い主が見つかるなどして、保健所から出

ペッツファーストでは、2006 年より日

違いありません。すべての犬と猫が生涯

られる確率は 1% にも満たないといわれ

本で初めて、販売するすべての動物に

を全うできる社会をつくるために—。飼

ています。

マイクロチップを装着しており、2011 年

い主、自治体、そしてペットショップが

防止策のひとつとして注目されているの

からは全国の動物病院にマイクロチッ

一体となった展開が今後期待されます。

マイクロチップとは？
外れる可能性のある首輪や鑑札でなく、体

専用の注射器具

マイクロチップ

ペッツファーストの
累計無償装着頭数

今号の特 集でもご紹介した

人気のペット雑貨ショップ

アイヌの民話絵本『シマフク

「ペットパラダイス」より販

ロウとサケ』
『オキクルミの冒

売されている、これからの

険』
『火の雨 氷の雨』
の3冊を

季節にぴったりのさわやか

セットにしてプレゼント。読み

なカゴキャリー。お散歩や

聞かせを通して親子のふれあ

お買い物、旅行などに便利

いを深めてください。

なアイテムです。

B 『キットパスホルダー 12色』

D 『全国共通図書カード3,000円分』

5名様にプレゼント

3名様にプレゼント

素敵な本との出会いに

親子で楽しくお絵描き！

口紅などに使われるパラフィ

本との出会いは、
子どもの

ンを主原料とした体にやさし

豊かな心を育てるきっかけ

い筆記具「キットパス」。持ち

となります。家族みんなで

やすく描きやすいホルダー入

本屋さんにお出掛けするの

りの人気商品をプレゼント。

もいいですね。図書カード

子どもの創造力を高めるのに

でぜひ心に残る一冊を見

ぴったりです。

つけてください。

※お寄せいただいた個人情報は弊社の個人情報保護規定に則って厳正に管理いたします。
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

内に装填してあげる電子標識器具のこと。
長さ約8mm、直径約1mmの細長いカプセ
ル状の器具で専用の挿入器を使い、首の
後ろの皮膚の下に埋め込みます。一度装填
すると25〜3 0年は機能し、傷みはほとん

17,875 頭
2014年4月現在

どありません。

WEB サイトのご紹介
2014 年 5月15日発行
サスコムでは、地域を、
発行人

後藤卓

編集・デザイン 株式会社サステナビリティ・コミュニケーション・ハブ

ペッツファースト株式会社
本社所在地：東京都大田区矢口 1-29-19
ホームページ：http://pfirst.jp/

〒162-0831東京都新宿区横寺町24-3 クレール神楽坂202
撮影

mika inoue、宮田誠

ションサイトを公開し
ています。皆様の貴重
な体験、ご意見、ご感

■ 本誌内情報は別途記載がない限り、2014年5月現在のものとなります。

想をぜひお聞かせくだ

■ 本誌掲載の記事・写真・イラストの無断転載を禁じます。

さい。

■ 本誌内容に関するお問い合わせは（株）サステナビリティ・コミュニケーション・ハブまでご連絡
ください。
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社会を、いっしょに考え
るためのコミュニケー

http://sus-com.net
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企業がわかる！ 推薦図書

『エアポート
きゅうこうはっしゃ！』みねお みつ
PHP研究所

京急蒲田駅の配線図（線路やホームの位置関係をあらわす
図）を見たことはありますか？「抑速」する時の信号機の表示
がどうなっているかご存知ですか？
そんな普通の大人はまず知らない、マニアックすぎる鉄道知
識を詰め込んでいるのが『エアポートきゅうこうはっしゃ！』
。
鉄
道マニアすらうならせるほどに、エアポート急行のことがよく
わかる絵本です。
ここまで詳しく書けるのは、京浜急行電鉄が絵本の制作に協
力しているから。
マニアックな描写や解説も、その正確さは鉄
道会社のお墨付き。
鉄道好きの子どもにはもちろん、いろいろ
なことに興味のある子どもに身近な企業の活動を紹介する意
味でも、
ぜひ手に取ってほしい一冊です。
絵本を通して企業の事業活動や生活に役立つ知識を伝える
取り組みは、
警備会社や損害保険会社なども行っています。
子どもの世界を 正確に 広げてくれるプロの視点でつくられ
た絵本を、
本棚に加えてみてはいかがでしょう。

株式会社サステナビリティ・コミュニケーション・ハブ
東京都新宿区横寺町24-3 クレール神楽坂202 TEL：03-3513-0850／FAX：03-5227-6746

