社会貢献
紀尾井ホール・新日鉄住金文化財団への支援等を通じた音楽メセナ
新日鉄住金は創立以来一貫して日本経済の発展を支えるとともに、芸術文化においても、1955年か
ら2005年まで広く親しまれたラジオ番組「新日鉄コンサート」の提供や1990年に創設した「新日鉄
住金音楽賞(旧称・新日鉄音楽賞)」などを通じて、約60年にわたって継続して音楽分野に対する支
援を行ってきた。
新日鉄住金は、現在も紀尾井ホールの運営と新日鉄住金文化財団への活動支援を核として、音楽メ
セナに積極的に取り組んでいる。

■紀尾井ホール
紀尾井ホールは、新日鉄住金の社会還元事業の一環として、1990年に新日鉄創立20周年を記念して
計画され、1995年に開館した。クラシック音楽でも室内楽に最適な紀尾井ホールと、日本伝統音楽
の公演に適した紀尾井小ホールの２つのホールを持ち、細やかな配慮がなされた質の高いコンサー
トホールとして、内外の音楽家や多くのファンから高い評価を得ている。

【ホールの概要】
・所在地
・建物の概要
・収容人員
・チケットセンター
・ホームページ

東京都千代田区紀尾井町6番5号 〒102-0094
電話 03-5276-4500(代)
敷地 3,120㎡
延床面積 12,626㎡ 地上7階 地下2階
紀尾井ホール（1･2階） 800席 クラシック音楽専用ホール
紀尾井小ホール（5階） 250席 日本伝統音楽専用小ホール
電話 03-3237-0061
http://www.kioi-hall.or.jp

社会貢献

■紀尾井シンフォニエッタ東京
1995年4月2日、紀尾井ホールの開館とともにレジデント･オーケストラとして誕生。ソリストや、内
外のオーケストラの首席奏者、室内楽奏者など、第一線で活躍している演奏家たちをメンバーとし
て擁している。ホールとオーケストラの潜在能力を最大限に引き出すためにホールでリハーサルを
行い、演奏を練り上げていくというレジデント・オーケストラならではの音楽作りが特徴。東京以
外の日本各地での演奏のほか、ヨーロッパ・韓国等の海外公演を行っている。2012年には日米桜寄
贈百周年の記念と東日本大震災に対する米国からの支援へのお礼を目的として、米国公演を行った。

■新日鉄住金文化財団
紀尾井ホールの運営母体として、1994年11月に財団法人新日鉄文化財団を設立した。2010年10月に
公益財団法人として認可されている。

【事業内容】
1.
2.

3.
4.
5.
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音楽家の育成
紀尾井シンフォニエッタ東京シーズンメンバーによる演奏家育成、指揮研究員など。
演奏会などの開催
クラシック音楽、邦楽分野での質の高い公演の実施、紀尾井シンフォニエッタ東京定期演奏
会など。
優れた音楽活動に対する支援
才能ある若手演奏家の活動を支援する「紀尾井 明日への扉」、公演への助成。
音楽ホールの管理・運営
新日鉄住金からの受託による紀尾井ホール、紀尾井小ホールの施設設備の保全と貸館事務。
その他目的を達成するために必要な事業

■新日鉄住金音楽賞（旧称・新日鉄音楽賞）
将来を嘱望される若手クラシック音楽演奏家ならびにクラシック音楽の発展に貢献された方々に年
1回贈呈している賞。1990年創設。
年度

フレッシュアーティスト賞 特
(副賞300万円)

別

賞

(副賞100万円)

第１回

1990

諏訪内晶子

ヴァイオリン 松本美和子

ソプラノ

第２回

1991

長谷川陽子

チェロ

ステージ・マネージャー

第３回

1992

服部

譲二

ヴァイオリン 田中希代子

ピアノ

第４回

1993

田部

京子

ピアノ

千葉

馨

ホルン

第５回

1994

本名

徹次

指揮

森島

英子

ピアノ、オペラ・コレペティトール

第６回

1995

菅

ソプラノ

三浦

尚之

ミュージック・フロム・ジャパン代表

第７回

1996

川本

嘉子

ヴィオラ

鶴田

昭弘

ピアノ調律師

第８回

1997

樫本

大進

ヴァイオリン 小川

昂

音楽史料研究家

第９回

1998

横山

幸雄

ピアノ

吉井

實行

仙台フィルハーモニー管弦楽団事務局長

第10回

1999

佐藤美枝子

ソプラノ

瀧

第11回

2000

木村

大

ギター

永田

穂

永田音響設計特別顧問

第12回

2001

高木

綾子

フルート

伊藤

京子

第13回

2002

小菅

優

ピアノ

杉

別府アルゲリッチ音楽祭総合プロデュー
サー
ニューオペラ・プロダクション代表

第14回

2003

天羽

明惠

ソプラノ

井阪

紘

音楽プロデューサー

第15回

2004

植村

理葉

ヴァイオリン 栗山

昌良

演出家

第16回

2005

木下美穂子

ソプラノ

青木

十良

チェロ

第17回

2006

下野

竜也

指揮

村上

輝久

ピアノ調律師

第18回

2007

上原

彩子

ピアノ

木之下

第19回

2008

クァルテッ
ト・エクセ
ルシオ

弦楽四重奏

金山

茂人

東京交響楽団最高顧問

第20回

2009

河村

尚子

ピアノ

青木

賢児

財団法人宮崎県立芸術劇場理事長

第21回

2010

長原

幸太

ヴァイオリン 豊田

耕兒

第22回

2011

萩原

麻未

ピアノ

ヴァイオリン、社団法人才能教育研究会
芸術監督
ピアノ

第23回

2012

松田

理奈

ヴァイオリン 栗本

尊子

ソプラノ

第24回

2013

福士マリ子

ファゴット

淑

ピアノ

英三子

宮崎

隆男

淳

アート・マネージャー

晃

室井摩耶子

岩崎

写真家
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社会貢献

理一

鹿島アントラーズ（サッカー）を通じたスポーツによる社会貢献
当社は、スポーツチームの支援を通じた社会貢献活動を推進しており、住友金属工業蹴球団を母体
とし、Jリーグを代表するチームの一つである鹿島アントラーズを通じたさまざまな地域貢献活動は、
その代表的な例である。
1991年に鹿島町(現鹿嶋市)、神栖町(現神栖市)、波崎町(現神栖市)を中心とする当社鹿島製鉄所の
近隣地域をホームタウンとするチームとしてJリーグ参加球団のひとつに選ばれて以来、今日まで、
地域に密着したチームとして、地域に貢献し、愛され、ともに成長するチームを目指して活動を続
けている。
プロチームとして活動を開始してからは、元ブラジル代表の世界的スター選手ジーコを獲得するな
ど戦力補強し、1993年のJリーグ開幕以降2013年までにリーグ戦優勝7回、ヤマザキナビスコカップ
優勝5回、天皇杯優勝4回計16冠を達成するJリーグ屈指の強豪チームとして躍進するとともに、近年
は、2013年に日越友好年を記念してベトナムでの国際親善試合を行うなど、海外にもその活躍の場
を広げている。

鹿島アントラーズが目指す姿
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

徹底した地域戦略により、地域に支持されるブランドであること
地域を基盤とした育成型クラブであること
世界水準のスタジアムを拠点とすること
世界に挑む強いクラブであり続けること
アントラーズファミリーと夢を共有し続けていくこと

社会貢献

■鹿島アントラーズの主な戦績
1993
Jリーグ1stステージ初代チャンピオン
1996
初のJリーグ年間優勝
2000
Jリーグ、ヤマザキナビスコカップ、天皇杯 3冠制覇
2007-2009
Jリーグ3連覇達成
2007-2012
6年連続日本3大タイトル獲得
この他に、アジアクラブ選手権（3回）、アジアカップウィナーズカップ（1回）、ACL（4回）などの
国際大会に出場。スルガ銀行チャンピオンシップでは、2012年、2013年に優勝し、同大会として初
の連覇を果たした。

■地域に密着した育成型クラブとしての鹿島アントラーズ
鹿島アントラーズには、トップチーム（プロ）、ユース（高校生年代）が各1チーム、ジュニアユース（中
学生年代）が3チーム、ジュニア（小学生年代でセレクションを経た選手で構成）が2チーム存在する。
この合計7チームがアントラーズのユニフォームで公式戦に出場する。それ以外にクリニック（未就
学児～小学生向けスクール）が茨城県内に14校、近隣県に2校の計16校あり、地域に密着した選手の
育成とサッカーの普及に日々努めている。

■行政連携によるユニークなホームタウン活動
鹿島アントラーズ、ホームタウン5市（鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市）、茨城県をメン
バーとする「アントラーズ・ホームタウン協議会」を2007年に設立。スポーツを通じた地域社会と
一体となった社会貢献（Jリーグ百年構想）
、地域振興を図ることが目的で、現在のホームタウン活
動の核となっている。2006年からはホームタウンの全小学生に無料で試合観戦ができる「キッズパ
ス」の配布を、2007年からは、ホームタウン全小学校を選手が訪問する「小学校訪問」を開始したほか、
地元の特産品とスポンサー企業の結びつきを進める活動を進めるなど、協議会を通じた地域貢献活
動を行っている。
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■鹿島アントラーズの震災復興支援活動
2011年3月の東日本大震災では、茨城県においても大きな被害があり、鹿島アントラーズは、自身の
ホームスタジアムやクラブハウスも被災する中、チャリティーイベントの開催、避難所等への選手
の訪問、募金活動等、地域の復興支援活動を行った。また、震災から約3カ月後の同年6月には、ジーコ、
アルシンドなど鹿島アントラーズOBチームと、元Jリーグスタープレーヤーチームのチャリティーマ
ッチを開催し、収益の全てを義援金として日本赤十字および茨城県に寄付をおこなった。

鹿島アントラーズの名前の由来とチームカラーについて
鹿島アントラーズの"アントラー "は鹿の枝角を意味し、鹿島地域を代表す
る鹿島神宮の鹿にちなんだもので、枝角は茨城県の茨をイメージしている。
鹿のように広く愛され、戦いの時は、その鋭い枝角で勇猛果敢に立ち向か
い勝利を目指すという意味を込め命名された。
サッカーへの燃えるような情熱をイメージしたチームカラーは"アントラ
ーズレッド"で、これは茨城県花のバラの色にもちなんでいる。

県立カシマサッカースタジアムについて
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鹿島アントラーズのホームスタジアムである県立カシマサッカースタジアムは、Jリーグ発足の1993
年竣工した。当初Jリーグへの加入はほとんど不可能といわれていた同チームの加入への大きな原動
力の一つとなった日本初の屋根付きサッカー専用スタジアムは、2001年には、翌年のFIFA ワールド
カップ開催に合わせ、収容能力を15,000人規模から40,000人規模へと拡張した。身体障がい者席の
増設、大型映像装置の新設、連続したコンコースによるスムースな出入りの確保など、一層観戦し
やすくなったスタジアムは、地域の核づくりのシンボル的な施設としての役割を果たしている。

ものづくり教育・環境教育
新日鉄住金は、子供たちの鉄鋼業に対する興味と理解を深め、ものづくりの楽しさや科学技術の奥
深さを知っていただく施策として「“たたら製鉄”の原理を応用した製鉄実験」
「環境学習支援」
「出
張授業」などに取り組んでいる。

＜2013年度 実施例＞
・“たたら製鉄”の原理を応用した製鉄実験
室蘭製鉄所「たたら製鉄実験」（10月19日

アイアンフェスタ2013）

名古屋製鉄所「たたら製鉄実演会」（11月9日、東海秋まつり2013）
広畑製鉄所「第8回たたら製鉄実演」（10月30日）
八幡製鉄所「東田たたらプロジェクト2013」、
「市民たたら」（北九州産業技術保存継承センター主催）（12月1日）
・環境・科学学習支援
君津製鉄所「おもしろ理科ワールド」（理科実験教室、展示）
神奈川県川崎市内の中学校「エネルギー・環境ワークショップ」
福岡県北九州市内の小学校「スチール缶リサイクル活動」
大分県大分市内の小中学校「理科出張授業」

スポーツ支援
社会貢献

新日鉄住金は、製鉄所の立地する地域企業や自治体および市民と共同でチームを運営する「地域密
着型のクラブチーム」を積極的に支援し、選手の育成をはじめ、ジュニアスポーツチームの指導、
各種イベントへの参加など地域に根ざしたチームの諸活動に協力している。
・堺ブレイザーズ＜バレーボール＞
2000年 ブレイザーズスポーツクラブとして株式会社化

℡ 072-233-2264

・釜石シーウェイブス＜ラグビー＞
2001年 釜石シーウェイブスＲＦＣとしてクラブチーム化

℡ 0193-25-2284

・新日鉄住金かずさマジック＜硬式野球＞
2003年 かずさ市民球団Magicとしてクラブチーム化

℡ 0439-53-0226

・新日鉄住金東海レックス＜硬式野球＞
2003年 市民球団東海ＲＥＸとしてクラブチーム化

℡ 052-603-0701

・新日鉄住金鹿島硬式野球部（KASHIMA BLUE WINGS）＜硬式野球＞
1975年 鹿島製鉄所に設立

℡ 0299-84-2410

・新日鉄住金柔道部
1949年 創部
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℡ 079-236-1449

事業所における社会貢献活動
■海外
◇NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL U.S.A.社(ニューヨーク)
・ニューヨーク公立学校の基本問題に取り組んでいる団体への寄付
・生活困窮者の支援団体への寄付
・メトロポリタン美術館、メトロポリタンオペラ、ニューヨーク市立図書館、その他の文化、
芸術団体への寄付

◇NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL U.S.A.社(シカゴ)
・若手絵画アーティストの育成を目的とした、シカゴ美術院への寄付とシカゴ事務所内で
のシカゴ美術院学生の作品展示
・シカゴ日本商工会議所等を通じた地域や日本人コミュニティへの貢献

◇欧州事務所 （デュッセルドルフ）
・デュッセルドルフの日本人団体（日本商工会議所・日本クラブ・日本人学校）を通じて、
社会貢献活動に参加

◇NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL Australia社 （シドニー）
・日本人団体（商工会議所、日本人会）を通じての、日本人学校運営支援、地域支援およ
び文化体育活動への参画

◇NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL Southeast Asia社 （シンガポール）
・シンガポール日本商工会議所・シンガポール日本人会を通じて、日本留学の奨学金など、
教育・芸術・スポーツ・福祉面での援助

◇NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL (Thailand) 社 （バンコク）
社会貢献

・盤谷日本人商工会議所・タイ国日本人会を通じての社会貢献に参加

◇NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL Empreendimentos Siderúrgicos社
（サンパウロ ・ ベロオリゾンテ）
・日本人団体（商工会議所、日系協会、日伯文化協会、日伯文化体育連盟）を通じての、
地域支援・文化体育活動への参画
・「日本週間」などブラジル企業、団体による日本文化活動への支援

◇新日铁住金咨询(北京)有限公司
・日本人会を通じての植林事業･希望工程（貧困地区の学校）建設・災害などへの寄付金・
義捐金の提供
・日中友好交流活動を推進
・日本人学校の運営に対する支援
・中国日本商会を通じての社会貢献事業（中国人大学生の日本訪問プロジェクト(当社社員
宅でのホームステイ・製鉄所見学受入れ含む)など）への参加や災害（水害、雪害、地震）
時の義捐金提供

◇新日铁住金咨询(北京)有限公司上海分公司
・上海日本商工クラブを通じての社会貢献
（希望工程小学校事業への支援、愛心助学/貧困地域児童の就学支援、日中文化交流活動
への参画、災害時の義捐金提供、日本人学校運営支援、日本人コミュニティへの貢献等）

◇新日铁住金咨询(北京)有限公司广州分公司
・広州日本商工会を通じての社会貢献、地域貢献活動への参画
（日本語を学ぶ大学生を対象とした「広州講演キャラバン｣､｢日中交流サロン」支援等）

◇NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL India社(ニューデリー )
・日本人団体(インド日本商工会､デリー日本人会)を通じての社会貢献に参加

◇ドバイ事務所
・ドバイの日本人団体（日本商工会議所・日本人会・日本人学校）を通じて、社会貢献活
動に参加
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■国内
箇

所

本

社 ◇教育訓練施設(代々木研修センター )の社外貸出し
◇被災地への復興支援

地域社会への貢献・ボランティア

鹿

社会貢献

島 ◇鹿嶋市海岸一斉清掃
◇製鉄所周辺清掃
◇違法広告物撤去
◇スタジアム大通り緑化推進（植栽、維持管理）
◇鹿嶋まつり参画
◇桜公園 （ハーブ園2006年8月開園＝構内一部開放）
君 津 ◇君津市民ふれあいまつりの実行委員会との共同開催
◇木更津港まつりへの協賛・参加
◇高校教員の研修受入れ
◇地元高校生の研修受入れ(インターンシップ)
◇各種募金･清掃･緑化･交通安全等の活動への参加
名 古 屋 ◇中部経済連合会への人的・財政的支援
◇東海フラワーショウへの協賛
◇東海祭り花火大会への協賛
◇東海秋まつりの市との共同開催
◇東海市の｢21世紀の森づくり事業｣への協賛

◇桜花公園 （構内一部開放）
◇福祉施設アントラーズ観戦招待
◇福祉施設慰問演奏会(吹奏楽部)
◇教員の研修受入れ
◇新入社員による周辺地域清掃
◇イルミネーション事業への参加
◇製鉄所周辺の道路清掃
◇献血活動促進
◇チャリティバザー
◇理科実験教室/理科屋台(小学生対象)

和 歌 山 ◇紀ノ川河川敷清掃への参加
◇和歌山市1万人清掃への参加
◇磯ノ浦海岸清掃の実施〈参加約200人〉
◇海南市ふるさとまつりへの参加
◇海南市漆器まつりへの参加
◇海南市下駄市への参加
◇和歌山市紀州おどりへの参加
◇河西緩衝緑地ウォーキング大会への協賛
広 畑 ◇緑の町をつくる会(9校区自治会で結成)への人的・財
政的支援
◇広畑天満宮秋祭への協力支援
◇広畑経済同友会への人的・財政的協力
◇地元中学校の研修受け入れ

◇堺まつり・市民オリンピックへの協賛
◇堺市青少年活動への協力
◇地域清掃活動-地域との共同開催
◇堺市主催の障害者スポーツ大会での介添え
◇特別支援学校でのボランティア
◇献血活動促進

八
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幡 ◇｢1901高炉モニュメント｣周辺整備に対応した転炉、
トーピードカーの北九州市への寄贈
◇河内貯水池眼鏡橋の北九州市への寄贈
◇鞘ヶ谷陸上競技場･大谷球場の北九州市への無償貸与
◇まつり起業祭実行委員会への参画・支援
◇クリーンアップ、マナーアップ活動
（製鉄所周辺の道路清掃 3回/月）
◇北九州市主催「小倉都心部クリーンキャンペーン」
への参加

◇各種募金活動支援
◇産業道路ボランティア清掃の実施
◇新入社員による周辺地域の清掃
◇愛の献血
◇教員の研修受入れ

◇姫路市まちかど100mクリーン活動への
参加
◇製鉄所周辺道路の清掃｢町を美しくする
活動｣
◇愛の献血
◇各種募金活動支援
◇新日鉄住金八幡ハートフルスチールの会
・新日鉄住金杯少年友好サッカー大会
ほか
◇周辺地域の清掃「マイタウンクリーン
作戦」
◇小倉祗園太鼓への参加
◇「わっしょい百万夏まつり」「小倉イル
ミネーション」「武蔵・小次郎まつり」
等への協賛

文化体育活動支援
◇国内外の大学・研究所、文化・社会福祉団体への寄付
◇教員の民間企業研修((一財)経済広報センター )の受入れ
◇国内外の官公庁･諸団体･機関･大学からの研修生の受入れ
◇絵本『新・モノ語リ』シリーズの発行・無償配布
◇新日鉄住金杯スポーツ大会（野球･女子バレーボール・卓
球・ミニバスケットボール）
◇スポーツ教室（野球･水泳）

◇クローバー賞(新日鉄住金君津社会貢献賞)
◇君津製鉄所菊花祭

◇かずさ市民応援団への協力(少年野球教室での指導等)
◇冠大会開催―野球・ミニバスケット・サッカー・ゲートボ
ール
◇同好会主催スポーツ大会・技術指導

◇東海市主催のクラシックコンサートへの協
賛
◇所吹奏楽団定期演奏会の開催
◇所合唱団定期演奏会の開催
◇所吹奏楽団、合唱団等によるクリスマスチ
ャリティーコンサートの開催
◇地元小学校を招いての所内写生大会の実施
〈5年生約120人〉

◇スポーツ施設の一般開放
◇小中学校へのスポーツ指導（野球・バレー・剣道・柔道等）
◇硬式野球クラブ「新日鉄住金東海ＲＥＸ」の支援

◇地域社会貢献賞
◇港と製鉄所子供スケッチ大会

社会貢献

◇新日鉄住金文化財団の設立・運営
◇紀尾井ホール建設・運営
◇新日鉄住金音楽賞
◇ものづくり教育・環境教育

◇㈱ブレイザーズスポーツクラブを通じて以下を実施
・バレーボール愛好者への実技講習会講師派遣
・ブレイザーズカップスポーツ大会の開催(旧新日鉄杯)
・堺市でのバレーボール大会開催
(Ｖリーグホームゲーム、国際親善試合等)
・青少年の健全育成
(堺Jr.Blazers・ブレイザーズキッズ・柔道クラブ)
◇広畑スポーツ教室での指導
（柔道・野球・剣道・相撲・空手・サッカー）
◇夢前川川まつりへの広畑経済同友会を通じた参画、人的・
財政的支援
◇緑の町スポーツ大会
◇スポーツ施設の一般利用協力
◇体育館の外部開放
◇「Ｖ・プレミアリーグ 北九州大会チャリティーイベント」
への協賛
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箇

所

大

分 ◇城東春まつりへの参加・支援
◇城東・明野地区小中学校の行事参画
◇福利厚生施設の一般開放(スポーツ施設等)
◇地元小・中学校への出張授業実施
◇光まつり等の協賛・参加
◇周辺地域の清掃(年12回）「クリーンアップ大分」
蘭 ◇室蘭港まつり等への協賛・参加
◇輪西神社への協賛および各種行事への参加
◇福利厚生施設の一般開放
石 ◇釜石市へ体育施設寄贈(体育館・弓道場・相撲場)
◇釜石市へ球技場用地の貸与
◇夏祭(釜石よいさ)・秋祭(釜石まつり)への参加
◇福利厚生施設の一般開放(アパート･スポーツ施設等)
◇社有地・施設の行政・団体行事への貸与
◇社有地の復興支援のための提供
崎 ◇製造所周辺道路清掃

室

釜

尼

地域社会への貢献・ボランティア

◇周辺自治会定例清掃〈参加合計延べ約1,200人〉
◇桜まつり（近隣自治会及び行政招待）
◇「尼崎21世紀の森構想」に参加（2013年にはタイム
カプセル寄贈）
社会貢献

製 鋼 所 ◇クリーンアップ運動（通勤道路清掃1回/週）

◇交通安全活動
・交通遺児募金
・交通安全県民運動への参画
◇献血活動推進
◇各種募金･清掃･緑化･交通安全等の活動
への参加
◇地元消防署との合同防災訓練
◇緑化運動および清掃運動への協賛・参
加
◇製鉄所周辺国道・県道・市道の清掃
◇交通災害防止キャンペーンへの参加
◇環境保護活動への参加
◇献血活動促進

◇尼崎市「たそがれクリーンキャンペ
ーン」に参加
◇献血活動促進
◇尼崎市民まつり協賛
◇貴布禰神社夏祭り・初嶋大神宮大祭 協
賛
◇此花区身体障害者連合会

◇日本障害者卓球選手権大会への協力

－家族運動会への参加

◇産土神社夏祭り太鼓巡行への協力

－みかん狩りへの参加

◇此花区民まつりへの協賛

◇プルトップ回収
◇献血

直 江 津 ◇直江津海岸クリーンアップ作戦
（海岸清掃：1回/年）〈参加約200人〉
◇上越まつり参加〈民踊流しに約120人参加〉
◇地区小学校の運動会参加ならびに賞品提供
技 術 開 ◇波崎工業団地一斉清掃
発本部

(春・秋の2回)
◇富津ふるさと祭り参加（ＲＥセンター (富津)）
◇献血活動推進
◇各種募金への協力

全
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◇富津寮を一時避難場所として提供（富津市と協定）
所 ◇一般工場見学、団体受入れ

◇波崎研究棟を神栖市津波避難ビルとし
て提供（神栖市と協定）
神栖市および近隣小学校の津波避難訓
練に協力
◇尼崎新1号館を、大津波警報発令時、一
時避難場所として提供（尼崎市と協定）

文化体育活動支援
◇大分製鉄所鐵心太鼓祭の開催
◇大分製鉄所吹奏楽団定期演奏会の開催

◇小中学生へのスポーツ指導
(陸上・バレーボール・野球・卓球・剣道・柔道等）
◇光市体育協会主催イベントへの協賛・後援

◇室蘭音楽文化協会への協賛
◇室蘭テクノセンターの支援

◇硬式野球チーム｢室蘭シャークス｣の支援

◇｢鉄の歴史館｣への資料・文献の寄託
◇｢鉄の週間｣イベントの支援

◇各スポーツ少年団指導
◇スポーツ施設一般開放
◇ラグビーフェスティバルの支援
◇ラグビークラブチーム｢釜石シーウェイブスRFC｣の支援
◇ラグビー選手の講師・技術指導・国際理解教室派遣
◇アメリカンフットボールクラブチームおよびフラッグフ
ットボールチーム（対象：小学生）の練習会場としてグラ
ウンドを提供（2001年4月より継続）

社会貢献

・此花区少年軟式連盟（新日鉄住金杯）

◇新日鉄住金杯少年野球大会
（小学生）〈参加18チーム・約360人〉
◇グラウンド開放
（上越市を通じ市内少年野球チーム（小学生）の試合・練
習会場として開放）
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