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6月

4
2020

芸術・文化へ の 貢 献
高崎市との連携協定に基づき
「軽自動車」を高崎市に寄贈しました。
これは今年、
高崎市が榛名湖畔に芸術家、芸術を目指す人のために、宿泊施設「アーティスト・レ
ジデンス」を開所することとなり、提供した車両は、宿泊者の足にご利用いただくこ
とになっています。

身近で大切な芸術ですが日本においては小さいころからの馴染みは薄
く、それを育てる環境も少ないのが実情です。そこでこのような背景の中で、
今回の高崎市の芸術への取り組みに賛同をし、寄贈することになりました。
これからも、豊かで楽しく、明るく、生きがいのもてる街づくりに地元企業
として出来る限り貢献して行きたいと考えています。

6月

11
2020

本店で献血を実 施
本店にて献血が行なわれ２９人の方にご協
力いただきました。現在、新型コロナウイルス
の影響により献血する方が減っており、患者さんに届けるために必要な血液量の確
保が困難な状況です。今回の献血に対し、赤十字血液センター様より
「大雨の中、多

くの方々にご参加いただき、献血することができました。本当にありがとうございました」
と、感謝の言葉
をいただきました。
また午後に実施したこともあり、宅配・直販の社員も参加することができました。
今後も群馬ヤクルトが出来る社会貢献を行って参ります。

8月

16
2020

原野亜衣さん（ 宅 配 サービス部 ）県 民スポーツ
祭で優勝
第37回県民スポーツ祭第52回群馬県年齢
別ソフトテニス大会の女子30歳代未満の部で
原野社員・坂東選手のペアが見事優勝しました。

当日は気温が上がり熱中症の対策、そして新型コロナウイルス対
策を徹底する難しいコンディションでした。
練習、大会など普段通りに行かない中でも、真摯に競技に取り組む原野社員をこれからも応援します！
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9月

17
2020

山本知事を表 敬 訪 問
塩谷社長が、山本一太・群馬県知事を表敬訪問
しました。今回の訪問は知事就任後初めてであり、
新型コロナウイルス感染症対策等の忙しいご公務
の中、貴重な機会となりました。

知事には群馬ヤクルトのSDGsへの取り組みや、ヤクルト本社ミル
ミルCMをご紹介させていただくとともに、県と締結している
「健康づく
り推進連携協定」
をより強化していくことを確認させていただきました。

9月

23
2020

連携して地域の 見 守りに貢 献
高崎問屋町SCにおいて、高齢者あんしんセンター希望館の鳥塚典恵様より、地
域見守りへの取り組みについて、お話を伺いました。同施設は地域包括支援セン
ターの役割を担っており、
「ヤクルトの
お客さまの中で健康や生活全般に関わ

る心配事など、気になることがあったら、気軽に相談してほし
い」
とおっしゃっていました。
2025年には高齢者の5人に1人が認知症になるという
推計もあります。毎週お伺いしている、
お客さまにとって心強
い存在となれるように、
これからも活動していきましょう！

10月

15
2020

赤城健康公園 がリニューアルオープン
渋川市赤城健康公園がリニューアルオープンし、
オープニングセレモニーでは渋
川市長高木勉様によるテープカットが
行われました。その後、当社が派遣し
た健康運動指導士による介護予防サ

ポーターを対象とした「健康づくり体験会」
が開催されまし
た。
リニューアルした赤城健康公園はウォーキングコース
が整備され、
より歩きやすくなりました。
お近くの方は、ぜひ
行ってみてください！
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10月

16
2020

沼田市ウォーキング 大 会に協 力
沼田市に新設された野球場クライムスタジアムぬまたで行われたウォーキング
大会に協力しました。沼田市内から120名の参
加があり、新型コロナウイルスに十分配慮した
上で、脚力に合わせて2㎞～4㎞の球場周辺の

コースを歩きました。ヤクルトは沼田市のスマートウエルネス事業に
協力しており、運動＋ヤクルトでの市民の健康づくりをサポートして
います。

11月

5
2020

放送室からおなか 元 気 教 室
前橋市立粕川小学校の4、5、6年生230名を対象にしたおなか元気教室を実施
しました。3密に配慮して中島主任（価値普及マーケティング開発部）
が放送室から
講演を行い、各教室のモニターにスライドを映し
ました。腸模型はビニールテープで代用し、各教室

で腸の長さを体験できるように工夫しました。児童や先生からは
「わか
りやすくよかった」
と嬉しい言葉を多くいただきました。
今後も安全安心を最優先として、価値普及に取り組んでいきます。

11月

9
2020

高崎消防局と連 携 協 力
高崎市等広域消防局において
「令和２年
秋季全国火災予防運動実施に伴う広報活
動」の一環として委嘱状交付式及び出発式
が行われました。式には高崎市副市長・齋藤

達也様、安中市副市長・粟野好映様を迎え、当社からは塩谷社長、広兼取締役部長が出席しました。
また、スタッフを代表して高崎南SCの川嶋恵美スタッフ・織田美沙スタッフ・田村千恵スタッフが出
席し、YJ100の前面ポケットに入れた啓蒙チラシがお披露目されました。
この活動は高崎市等広域消防局より依頼されたもので、今後は住宅用火災報知器の設置率向上を図
るための啓発チラシの配布を行います。配布対象は同局管内の住宅１万７千軒、事業所1,870社です。
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11月

11
2020

大学生に多様な 支 援
玉村町役場隣のホールで群馬県立女子大
の学生への食料支援に参加しました。
この活
動は、
コロナ禍でバイトができず収入に影響
がある一人暮らしの学生向けに玉村町と各

企業で取り組んで行ったものです。食料提供の他に学生同士や
社会人との交流も目的としており、人と話す機会が減っている学生には嬉しい場となったようです。
また、ヤクルト商品の提供の他に、管理栄養士が作成した学生向けの健康情報と体をあたためる健康
レシピを配布したところ、作ってみたいと好評でした。

11月

12
2020

「健康づくり協 定 」から「 地 域 社 会 づくり包 括 連
携協定」に移 行
前橋市と
「地域社会づくり包括連携協定」を
締結いたしました。
これまでは健康に関しての
みの協定でしたが、地域包括連携協定を締結

した他の市町村と当社の協力関係が認められ、前橋市との地域包
括連携協定に至りました。
今回は健康をはじめ、高齢者の見守り、防災・防犯対策、結婚・子育て、観光・スポーツ振興などの7項
目で連携していくこととなります。前橋市長山本龍様は締結式で、
「前橋市民の健康を、ヤクルトの皆さん
と力を合わせて支えられればと期待しております」
とおっしゃっていました。

11月

26・27
2020

高崎北高生が インターンシップ で 来 社
高崎北高校1年生の4名が、当社にイ
ンターンシップ生として来社しました。
群馬ヤクルトの理念やお客さま対応マ
ナーについて学んだほか、実際のお客さ

ま対応について学ぶため、吉岡ＳＣの野嶋さん、上原さん、富
士見ＳＣの中村さん、萩原さんにそれぞれ同行しました。
参加した高校生からは、
「利他の心について学ぶことがで
きた」
「ＡＩの時代になっても、人にしかできない仕事について知ることができた」
との感想を頂きました。
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12月

8
2020

ステッカー広報 出 発 式
群馬ヤクルト本店玄関前において
「確定申告、走っ
て広報！ステッカー広報出発式」
が行われました。
この
活動は前橋税務署からの依頼を受け、当社の営業車にステッカーを貼り、
スマホで
の確定申告やe-Tax（国税電子申告・納税システム）の利用を呼びかけるものです。

当社は2013年度から毎年協力しており、今回で8回目の実施となりました。式では前橋税務署・桜
井昇署長より
「3密回避のため、ぜひスマホやパソコンから申告してほしい」
との挨拶があり、塩谷社長は
「多くの人に活用してほしい」
と挨拶し、
お届け車両にステッカーの貼付を行いました。

12月

10
2020

高校生向け将 来 探 求 イベント
～2020ミライバシ ～に出 展
ヤマダグリーンドーム前橋にて
「2020ミライバ
シ」
が開催され、人材開発部が出展しました。
このイ
ベントは県内の高校生を対象とし
「『学び』
から
『仕事』への広がりを知る」
ということ

をテーマに地元企業や進学先となる大学・専門学校の魅力について知ってもらうイベントです。
当社のブースでは、
「ヤクルトクイズ」を通して、群馬ヤクルトならではの地域貢献について学んで頂
きました。
コロナ対策を万全に行いながらのイベントとなりましたが、多くの高校生に当社が行っている
活動について知っていただくことができました。

2月

5・6
2021

群馬クレインサンダーズを応 援
Ｂリーグ「群馬クレインサンダーズ」の試合会場に
「つば九郎」がゲスト応援の
ため駆けつけてくれました。さらに来場者に対して
「つば九郎からのお土産」
とし
て
「カップdeヤクルト」を無料配布したところ、
「すごく美味しい！」
と、ファンの皆さんやチーム

関係者からも非常に喜ばれ、
お礼の言葉を多数頂戴しました。
ちなみ
に、つば九郎は
「カップdeヤクルト」の宣伝部鳥を務めています。
群馬ヤクルトは、今後も地元のプロスポーツを応援していきます。
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2月

25
2021

前橋市内を「 Yak u l t1 0 0 0 」
「お 届けネット」の
ラッピングバスが走ります！
前橋市で運行しているマイバス
（西循
環 ）に、2月25日 よ り
「Yakult1000」
及び「ヤクルト届けてネット」の案内を

ラッピングした車両が登場しました。
この企画の目的は、地域の皆さまに当社の取り組みを知っ
ていただくだけでなく、地域の公共交通の要であるマイバス
の利用促進の一助になることを願ったものです。

3月

9
2021

日赤に東北復 興 の 義 援 金を寄 付
当社は東日本大震災の被災地復興に役立
ててもらうため、日本赤十字社群馬県支部に
100万円を寄付しました。
これは、東日本大震
災復興応援を目的に行っている、宅配サービス

部の「復興応援」企画の第7回目の売上の一部です。
日本赤十字社群馬県支部で開催された贈呈式には、塩谷社長とともに関口専務、広兼取締役部長、平
成大橋ＳＣの原野亜衣社員が参加し、同支部の根岸信宏局長に目録をお渡ししました。

3月

25
2021

福祉ヤクルト／ 福 祉 施 設に災 害 備 蓄 品を寄 贈
群馬県庁において
「福祉ヤクルト」寄贈品受託式が開催されました。当社は、両毛
ヤクルト、埼玉北部ヤクルトの協力のもと、1995年より社会貢献活動の一環で、
毎年「福祉ヤクルト」
として群馬県を通し、福
祉施設に災害備蓄品等を寄贈してきました。

当日、県からは武藤幸夫健康福祉部長ら４名が出席され、ヤク
ルトグループからは塩谷社長、両毛ヤクルト・清水栄一常務、埼玉
北部ヤクルト・田口勝彦取締役が出席しました。
受託式では、群馬ヤクルト宅配サービス部の阿部清美さん（平
成大橋SC）、片桐雪絵さん（前橋中央SC）の両スタッフから寄贈品の目録をお渡しし、武藤部長からは
各販売会社に感謝状が授与され、長年にわたる福祉施設への寄贈に対する謝辞をいただきました。
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