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九州工場のツツジ

2015年 7月 30日に霞テラス打ち水の会 2015実行委員会
主催で開催された打ち水に参加しました。

2015年 5月 31日、野洲市
主催の琵琶湖岸清掃活動「ご
みゼロ大作戦」に参加しまし
た。

野洲市環境課からの要請で、
同市を流れる祇王井川の河
川敷清掃活動に参加しまし
た。

滋賀工場

環境保全活動コミュニケーション

ごみゼロ大作戦（滋賀）

展示会への出展

霞の打ち水（東京）

構外清掃活動当社グループの主な生産地区では、敷地内の美化・緑化をは
じめ、会社周辺の清掃、除草、美化活動に取り組んでいます。
また、本社・営業所も含め、地域で行われる環境保全イベン
トにも積極的に参加しています。 

お客さまに製品への理解を深めていただくために、国内外の展示会に出展しております。

お客さまに当社および当社製品への理解を深めていただくた
め、イベントやセミナーでの講演活動に積極的に取り組んで
います。

講演会

NETIS（新技術情報提供システム）に登録された新技
術を対象とした「第 8 回新技術発表会 2015 in 東京（建
通新聞社主催）」において、「表題湿潤面対応コンクリ
ート剥落防止工法コンテ
クトＷＥ100 工法」につ
いて講演を行いました。
（2015年 12月 3日）

九州工場

神戸ペイント株式会社 Chugoku Marine Paints
(Shanghai), Ltd. 

Chugoku Marine Paints
(Guangdong), Ltd. 

Chugoku Samhwa
Paints, Ltd.

滋賀工場

ジャパン
インターナショナル
ボートショー2016
3月3日～6日
（パシフィコ横浜等）

バリシップ2015
5月21日～23日
（テクスポート今治等）

Nor-Shipping
2015
6月2日～5日
（ノルウェー）

KORMARINE
2015 
10月20日～23日
（韓国）

MARINTEC CHINA
2015
12月1日～4日
（中国／上海）

バリシップ 2015 会場で開催された出展者プレゼンテー
ションにおいて「船舶用塗料に関する IMO 動向と環境
対応製品の最新情報」に
ついて講演を行いまし
た。（2015年5月21日）
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2015 年 10 月 9 日に開催
された秋祭りおよび子ども
会へ寄付しました。

TOA-CHUGOKU PAINTS CO., LTD. は、2015 年 1 月の
子供の日、近隣の小学校に教材を贈りました。また、2015
年 7月および 10月には近隣の学校の塗り替え用に塗料を寄
付し、塗装ボランティアを行いました。

地域交流

工場近隣地区の秋祭り等への寄付（神戸ペイント） 

近隣の学校への寄付（タイ） 

東京本社では各事業所を通じて収集した使用済み切手をシ
ティリビング経由で開発途上国で国際協力活動を行ってい
る財団法人ジョイセフ（家族計画国際協力財団）に寄付し
ました。

また、特定非営利活動法人日本災害救援ボランティアネッ
トワークが主催する「チャリティカレンダー市」にカレンダ
ーや手帳を寄付しました。　

不要カレンダーや使用済み切手の寄付（東京）

CHUGOKU PAINT B.V. では、子供たちにスポーツ活動
を促すためのイベントを運営している「t Veerke Sport」、
地域の祝祭への塗料の提供、地域のスポーツ団体や学校な
ど多方面に向け寄付活動を行っています。

慈善団体への寄付（オランダ） 

地元自治会への塗料・塗装の提供（滋賀）

ヨットレースへの協賛

熊本地震への義援金 工場周辺地域への寄付（韓国）

CHUGOKU SAMHWA PAINTS, LTD.  は、2015 年 9 月
の名節の際に工場周辺の町村に贈り物を配布しました。ま
た、工場近隣の小学校の卒業式で奨学金を給付しました。

日本中小型造船工業会が次世代育成の目的で主催する小中
学生を対象にした造船所での進水式見学会等のイベントに参
加し、地元の小中学生に対し、船舶用塗料についての授業
を行いました。

小中学生への授業

2015 年
11 月  大分県臼杵市（小学校）
12月  長崎県長崎市（小学校）
12月  長崎県長崎市（小学校）

船舶塗料メーカーとして、マリンスポーツ振興のため、
当社はさまざまなヨットレースに協賛し、プレジャーボー
ト用塗料や景品の提供などを行っています。

2016 年４月 14 日以降に発生した熊本地震に関し、被
災地の皆様の救援に役立てていただくため、日本赤十字
社を通じ 500 万円の義援金を寄付いたしました。

第 7 回 スバルザカップチャリティーヨットレース 東京ベイオープン 2015  

第24回 TOKYO'S CUP 2015（みんなで応援 元気な大島）

第 9 回 茨城ビルフィッシュトーナメントin大洗
　　　（災害復興支援2015　がんばっぺ！茨城）

第18回 横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース
　　　（東日本大震災復興支援チャリティー）

第 5 回 関空一周ヨットレース

当社が協賛したヨットレース（2015年度）

横浜ベイサイドマリーナオープンヨットレース

スバルザカップチャリティーヨットレース 東京ベイオープン 2015 ／レースおよび表彰式

滋賀工場の近隣自治会の要請を受け、神社の掲示板や、近
隣公園の遊具の塗装を行いました。
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