
ブラジル特殊陶業
有限会社
自動車関連、セラミック関
連製品の製造販売会社

メキシコＮＧＫ
スパークプラグ
株式会社
自動車関連製品の販売
会社

サイアムＮＧＫスパー
クプラグ株式会社
自動車関連製品の製造
販売会社。所在地はタイ。
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■ 現地文化の尊重
　（サイアムNGKスパークプラグ株式会社*）
　サイアムＮＧＫスパークプラグ株式会社では、熱
心な仏教徒が多いため、会社建物内にプラと呼ば
れる祭壇を、会社敷地内にサーンプラプームと呼
ばれる祠を設置しています。また、中国系タイ人が
多いことから中国の旧暦の正月である春節には、
日本人出向者も参加して供物をお供えします。この
ように現地の風習・習慣を尊重し、現地社会の一員
として信頼される企業となるよう努めています。

地域社会・国際社会とともに

文化・芸能活動への支援

■ スポーツキャラバンの招致
　（ブラジル特殊陶業有限会社*）
　スポーツを通じて、ブラジル全国の青少年の教
育と育成を行う活動があります。ブラジル特殊陶
業有限会社がスポンサーとして協力し、この活動を
所在地のモジ市に招致しました。

■ プロレスイベントへの協賛
　（メキシコＮＧＫスパークプラグ株式会社*）
　メキシコＮＧＫスパークプラグ株式会社では、プ
ロレスが盛んな現地において日系プロレス団体が
行うプロレスイベントに毎年協力しています。
2011年５月に行われた一大イベントにはメインス
ポンサーとして協賛し、他のスポンサーと協力して、
東日本大震災への義援金を集め、メキシコ赤十字
に寄付しました。

プロレスイベント

■ MABE美術館支援
　（ブラジル特殊陶業有限会社）
　日系ブラジル人画家の（故）マナブ間部氏のコレ
クションを保管・展示する建物の改修が行われるこ
とになり、ブラジル特殊陶業有限会社が協賛を行
いました。この建物は、日系芸術家の作品を紹介し
たり、地域市民へ美術教室や美術復元コースが開
かれるなど、文化交流の場となっています。

基本的な考え方
　当社グループの事業拠点では、地域社会とのコ
ミュニケーションを図るとともに、快適な社会づく
りのため、さまざまな形での社会貢献活動への参
画を進めます。また、国際的な事業活動においては、
現地の文化や慣習を尊重し、その発展に貢献する
経営を行います。

社会貢献方針

私たちは、経営資源を有効に活用し、「良き企業市
民」として、社会に貢献します。

【行動指針】
● 次の活動分野を中心として取り組みます。
・当社グループの事業に関わりが深い分野や
地域での活動

・各国・地域の文化を尊重し、交通安全の啓蒙
など、地域社会に貢献する活動

・環境保全、学術・教育、文化の継承など、次世
代社会に貢献する活動

● 役員・従業員が一市民として活動に参加できる
風土をつくります。また、その行動を尊重し、支
援します。

春節祭
Voice

　日本企業であるサイアムNGKが、春節祭などの伝
統行事について忘れることなくサポートしてくれてい
ることについて、従業員として非常にうれしく思って
います。今後も毎年継続していって欲しいと思ってい
ます。

サイアムＮＧＫスパークプラグ
Suleemat Kuansut



ＮＴＫセラミック
株式会社
情報通信関連の完成品・
部品および自動車関連の
部品の製造会社
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地域社会・国際社会とともに

■ 高校生インターンシップの受け入れ
　ＮＴＫセラミック株式会社*において、近隣高校か
らの「就業体験学習（インターンシップ）」を受け入
れました。実際の就業現場に触れることで、自らの
適性と将来の職業の関わりを考える機会を提供し
ています。

■ 高校へ社会教育講師を派遣
　2010年５月２０日と６月１０日に鹿児島県立薩摩
中央高校へ宮之城工場プラグ製造部の従業員１名
を講師として派遣し、「ものづくりを通じた社会人と
しての教育」をテーマに講義を行いました。主に就
職を控えた３年生を対象にしたこの講義は、「品質
について」「ＩＳＯとは」など、今後製造業務に携わる
際に必要となる事柄について、経験から得た知識
を活かし、より分かりやすいように社会教育を行い
ました。

■ にっとくアジア留学生奨学基金
　当社は、世界に製造・販売拠点を持ち、特にアジ
アではマレーシア、タイ、インドネシア、台湾、韓国、
中国、インド、フィリピンの各国において事業を展開
しています。2006年１１月に当社が７０周年を迎え
たことを記念し、愛知県内のアジア諸国からの留学
生を対象とする奨学基金を設立しました。４年目と
なる2010年度は、１０名に奨学金を授与しました。

■ 読書推進プロジェクト
　ブラジル特殊陶業有限会社は、継続的に「人づく
り」を支援する活動を実施しています。教育の問題
に、より効果的なアプローチができる活動として、
CSR推進ワーキンググループが主体となって州の
教育委員会とタイアップし、「読書推進プロジェク
ト」を実施中です。
　当プロジェクトの目標は、学校数42校・２万人以
上の生徒を対象に、本を読む機会を提供すること
です。活動は、ポルトガル語クラシック文学21作品
２万冊をモジ・ダス・クルーゼス市近郊の州立学校
に配布し、生徒に読書の大切さを伝えるとともに、
読書への興味を引くために、作品の一部を全42校
で上演しています。また、国語と美術の教師向けに
読書支援訓練のワークショップを開催して、教師へ
のフォローも行っています。

教育活動への支援

Voice

　薩摩中央高校へ講師として派遣されましたが、 
“ものづくり”の大切さを生徒にわかってもらい、
就職した際にスムーズに適応できるように自分の
経験を役立てていただきたい想いで授業を行い
ました。生徒は就職を控え真剣な眼差しで授業を

受けていました。また、人に対して教える難しさを
自分自身も勉強でき、生徒とともにレベルアップ
できたと思います。

宮之城製造部　主任　中園 良行

インターンシップ

高校での講義風景

授与式



タグラグビー

通常のラグビーからタッ
クルなどの接触プレーを
なくした安全な球技
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■ 名古屋市科学館に材料サンプル寄贈
　３月１９日にリニューアルオープンした名古屋市
科学館に、当社の材料標本を寄贈しました。５階の
「材料大集合」ゾーンにおいて、当社製品の原料と
なるアルミナ、窒化ケイ素、ウィスカーなどのセラミ
ックス材料が展示されています。

■ 地域スポーツ振興
　2011年2月、鹿児島県の北薩広域公園グラウン
ドにおいて、「第６回タグラグビー*大会」が開催さ
れ、当社宮之城工場ラグビー部員20名が参加し、
ラグビースクールを実施しました。参加した小学生
約100名とパス練習などの基本指導や競技、タッ
チジャッジ（審判）などを行い、子どもたちだけでな
く、保護者の皆さまからも喜んでいただきました。

■ ペットボトルキャップ回収活動
　本社、小牧、宮之城、伊勢の各工場の食堂にプラ
スチック製回収箱を設置し、ペットボトル飲料のキャ
ップを集め、ＮＰＯ法人を通じて世界の子どもたち
にワクチンを贈る活動をしています。2011年3月
までに126人分に相当する約10万個のキャップを
寄付することができました。

ペットボトルキャップ回収箱

■ 各種交通安全イベント参加
　自動車産業に携わる企業として、交通安全は当
然の心得です。当社も定期的に各拠点付近で交通
安全の旗を持って街頭に立ち、注意喚起を行って
います。また、2010年７月には、地元警察署の交通
安全キャンペーンに参加し、従業員が警察官の制
服を着用し、１日警察官として地域の交通安全を呼
びかけました。

街頭監視活動（小牧工場） 交通安全キャンペーン（本社）

社会貢献活動

Voice

　女性警察官の制服を着用し、警察署長から「一日警
察官」の委嘱状を受け取った時は大変緊張しました。
あいにくの雨で地下鉄駅改札前でのキャンペーンとな
りましたが、下校途中の高校生やお年寄り、小さなお
子さんなど多くの皆さんへ啓蒙品を配ることができま
した。キャンペーンに参加した私自身も交通安全につ
いて考えるよい機会となりました。

総務部　西本 奈美子
小学生ラグビースクール

展示コーナー
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