
神戸製鋼が創立１００周年を迎えたことを機に、２００６年度に「コベルコ地域社会貢献基金」を設立しました。

未来を担う子どもたちを対象に、２０１４年度は１９の事業所およびグループ会社が、地元の施設や団体の活動を支援しています。

これらを、今号から2号にわたって紹介します。

コベルコ地域社会貢献基金2014

大安工場
　いなべ市の子育て支援センターへ、防災ずき

んや、子どもたちの育成をサポートする知育玩

具を寄贈しました。 乳幼児と親子が集まる施設

で、子ども同士や親同士の交流に役立ってお

り、広く子育ての活性化にもつながります。

神鋼造機
　大垣市内の幼稚園と保育園へ、児童の心身

両面における発育に寄与することを目的に、

ピクニックガーデンハウスを寄贈しました。 

園庭に設置し、常時利用することで、年齢に

関係なく絆を深めることや、創造性を豊かに

することなどに役立っています。

真岡製造所
　真岡市内の小中学校へ、社会科の授業（環境

教育）の一環として、プランターと腐葉土、苗を

寄贈しました。 子どもたちに、草花を育てる

過程で自然を大切にする心を育成していって

ほしい、との願いが込められています。

藤沢工場
　子どもたちの自然科学に対する興味を育む

ことを目的に「藤沢市科学少年団」へ天体観測

用望遠鏡を寄贈しました。 月1回のペースで

開催される実験や観察会で役立っています。 

また、寄贈した望遠鏡は、希望する市内の学校

へも貸し出され、大いに活躍しています。

神鋼ノース
　土浦市内の高等学校へ、自

社製のアルミ足場板「ライト

セーフ」を寄贈しました。 生徒

が実習でログハウスを製作し

屋根部分を塗装する際などに

利用しています。 木製に比べ

強度や耐食性に優れていること

から、災害時には避難用具と

して活用する予定です。

神鋼機器工業
　倉吉市内の保育園

へ、トランポリンなどの

運動用具や、ままごと

セットなどの知育玩具を寄贈

しました。 活用方法を工夫し

ながら、子どもたちの運動能力

やコミュニケーション能力の

向上に役立てています。

　北九州市立中央図書館へ、

子どもたちの科学知識向上を

目的として、科学系書籍４０冊を

寄贈しました。 ４０冊をセット

にして、要望があった市内の学

校へ貸し出しを行っています。 

また、２０１３年度に寄贈した書

籍は一般向け貸し出し用とし

て幅広く利用されています。

茨木工場
　茨木市が、保育所の不足を

補うため、暫定的な預かり施

設として新設した「待機児童

保育室」へ、幅広い年齢層が楽

しめる知育玩具として、ウレタ

ン製のホワイトボードや木製

のループコースターなどを寄

贈しました。

福知山工場
　福知山市内の幼稚園へ、子どもたちの健やか

な発育の一助とすべく、ソフトブロックなどの

遊具を寄贈しました。 柔らかい素材を使用し

ているため安全性も高く、想像力を育むことや

コミュニケーション能力の向上などに役立っ

ています。

長府製造所
　下関市長府地区の幼稚園と保育園へ、子ども

たちの健全な発育への一助として、絵本や

ブロックなどの遊具を寄贈しました。 絵本は、

毎日読み聞かせをしながら、同時に貸し出しも

行っています。 また、ブロックは工具を模した

もので、工作体験にもなります。

神戸総合技術研究所
　西区青少年育成協議会へ、青少年の健全

育成を図るため、「２０１４年度西区青少年フェス

ティバル」の開催を支援しました。 同フェスティ

バルでは、小学生から大学生までを対象に、善

行のあった人をたたえる表彰式や、和太鼓な

どのアトラクションが行われました。

神鋼建材工業
　尼崎市内の保育園へ、知育用として、ニスや

防腐剤などの加工をせず、安全に配慮した木製

の積木（１０００ピース）を寄贈しました。 尼崎市

が推奨する「積木を初めとするさまざまな遊具

の提供を通じた指先の発達と想像力の養成」に

沿ったものです。

　東広島市内の小学校区を対象とする「児童

の警護ボランティア団体」へ、子どもたちを交通

事故や犯罪から守るための「飛び出し防止

看板」や「誘導棒」などの各種備品を寄贈しま

した。 看板を見通しの悪い通学路に設置すると

ともに、登下校時は通学路上で子どもたちの

安全を見守ります。

神戸本社（神戸市）

神戸総合技術研究所（神戸市）

神戸製鉄所（神戸市）

加古川製鉄所（加古川市）

高砂製作所（高砂市）

播磨工場（加古郡播磨町）

藤沢工場（藤沢市）
福知山工場（福知山市）
茨木工場（茨木市）
西条工場（東広島市）
真岡製造所（真岡市）
大安工場（いなべ市）
長府製造所（下関市）
神鋼ノース（かすみがうら市）
神鋼造機（大垣市）
神鋼建材工業（尼崎市）
コベルコクレーン（明石市） 
神鋼機器工業（倉吉市）
ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー（北九州市）

児童養護施設
児童館
青少年育成協議会
子ども会
児童館
子育てサークル
ボランティア団体
ソフトボール協会
母子生活支援施設
子育て支援センター
保育園
障がい児の社会交流を支援する団体
ボランティア団体
科学少年団
幼稚園
待機児童保育室
住民自治組織
小学校・中学校
子育て支援センター
幼稚園・保育園
高等学校
幼稚園・保育園
保育園
小学校・中学校
幼稚園・保育園
図書館

パソコン、テレビ、空気清浄機などの購入費
震災20年プログラムに使用する備品の購入費
青少年フェスティバルの運営費
フェスティバルで使う工作用具などの購入費
木工用備品の購入費
野外活動費、備品購入資金など
清掃活動用備品の購入費
大会運営費
絵本、ブロックなどの購入費
絵本、ブロックなどの購入費
絵本、ブロックなどの購入費
イベントで使う備品の購入費
環境学習用品の購入費
天体観測用望遠鏡の購入費
ソフトブロックなど遊具の購入費
屋内用遊具の購入費
飛び出し注意の看板や誘導棒などの購入費
緑化美化活動用の機材の購入費
防災用具、遊具の購入費
遊具や幼児用図鑑、絵本などの購入費
アルミ製足場板の寄贈
大型遊具の購入費
木製玩具の購入費
運動会などの行事で使うテントの購入費
知育玩具、遊具などの購入費
科学系書籍の購入費
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