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ISO26000中核主題と活動

コミュニティへの
参画および発展

2015年度ロームで実施した
モノづくり授業を受けた学生の数

モノづくりの楽しさを
より多くの子どもたちに
知ってもらうために

　近年、学生のモノづくりの体験が少な

くなり興味や関心が希薄になるなか、

ロームグループでは小学生から大学生

までの学生に向けたモノづくり授業を展開

しています。

　ロームが実施している小学生向けの授業

では、京都市教育委員会と協力し、ローム

の創業製品である抵抗器と三色に光る

LEDを組み合わせた工作を通じて、光の

小学生向けのモノづくり授業

ロームで開催されたJSSFのワークショップ

JSSF2015 に参加したカナダの高校生

Fort Richmond高等学校

Colin Marschさん

Voice

　JSSFでのロームのワークショップは、

とても貴重な体験でした。

　実際に電子回路を組み立て、実生活で

それらがどのように役立つのかを考える

ことは非常によい刺激となりました。これまで

電子回路に触れる機会がなかったため、

当初は回路が思ったように動作せず苦労

ロームグループでは「教育」「文化・交流」
「環境・地域貢献」の3つを軸に社会貢献活動を
グローバルに展開し、社会の持続的な発展に貢献しています。

ロームグループの技術を活かし、豊かな人間性と
知性を備えた次世代の人財育成に貢献する。教育

　ロームグループでは未来のエンジニアを

支援するために、さまざまな活動に協力

しています。

　ロームが2013年から参加している

「Japan Super Science Fair(JSSF)」

は、立命館高校が主催する世界21カ国約

200名の理系高校生が京都で科学に

ついて交流する取り組みです。

　ローム社員による2日間にわたるワーク

ショップでは、電子回路の概要を説明した後、

実際に電子部品を使用して自分だけの

回路を作成し、その機能を使ってどのよう

に社会に貢献できるかを考え発表して

もらいます。この経験を通じて将来社会に

価値を生み出すことができるエンジニア

が一人でも多く生まれることを期待して

います。

三原色やLEDの省エネ効果を学んでもらう

とともに、モノづくりの楽しさを体験する

きっかけをつくっています。

　また、国内外のロームグループ各拠点で

も同様の活動を実施しており、マレーシア

の生産拠点では、現地の工業専門学校と

協働で、はんだ付けなどの授業を実施し、

モノづくりの面白さを伝えています。

自作ロボットによるバドミントンで競いあう学生

NHK学生ロボコン・ABU
（アジア太平洋放送連合）
ロボコンへの協賛

　ロームグループでは若きエンジニアを

応援するために、さまざまなイベントに協賛

しています。「ABUアジア太平洋ロボコン

2015インドネシア・ジョグジャカルタ

大会」もその一つであり、18カ国の代表

が自作のロボットによるバドミントンで

ポイントを奪いあいました。

2015年9月より英語版も開設しています

技術情報サイト
「Device Plus」にて
モノづくりに関する
さまざまな記事を公開

　モノづくりの未来を担う学生や若き

エンジニアに向けた技術情報サイト

「Device Plus」では、ロボコンの試合

レポートや、電子工作のハウツーなどを

公開・発信しています。2015年11月には

日本語版サイトが月間訪問者数10万人

超を達成しました。 Device Plus　http://deviceplus.jp/

未来のエンジニアを
グローバルに支援

組織統治 人権/労働慣行 環境 公正な
事業慣行

消費者課題
（お客様への対応）

コミュニティへの
参画および発展

1,900名以上

をしましたが、ロームの皆さんと一緒に

課題を解決し、最終的には私だけでなく参加

した全員が各々の回路を設計することが

でき、とても感動しました！
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企業市民として、環境の保全を心がけ、
自主的かつ積極的に取り組める活動を行う。

環境・
地域貢献

ロームの製品や取り組みを
通じて地域の皆様を
笑顔にする活動

　ロームでは2015年11月から12月まで
の約1カ月間、本社でイルミネーションを
実施しました。
　電力は環境に配慮して、自然エネルギー
により発電された電力を使用する「グリー
ン電力」と、京都版CO₂排出量取引制度で
ある京都独自クレジット(京-VER)を利用し
て、地域社会に協力するとともに温室効果
ガスの削減をはかっています。

防災・減災ワークショップ

ロームの製品が活用された上賀茂神社のライトアップローム周辺イルミネーション

　また、2015年10月から11月まで、文化財
愛護の普及啓発事業である「第51回 京都
非公開文化財特別公開」の一環として上賀茂
神社・下鴨神社で開催された夜間ライト
アップに協力しました。
　会場では神楽の奉納が行われ、その舞
台照明の切り替えに、電池、配線、メンテ
ナンス不要なロームのEnOcean無線ス
イッチが使用されました。

地域に向けた防災・減災*
ワークショップの開催

　タイでは2011年の大洪水以降、防災・
減災知識の必要性が高まっています。
2015年は、地域の小学生約200名に対し、
空のペットボトルで作るライフジャケットや、
ストローで作るホイッスル、非常時用バッグ
の作り方などを楽しみながら学んでいた
だきました。

小学生を対象としたポスターコンクール

地域における環境保護・
衛生推進活動

　フィリピンの生産拠点では、地域の環境
保護・衛生推進を目的としてさまざまな
活動を実施しています。
　2015年度は、地域の小学校にて環境
啓発のためのポスターコンクールを開催
し、優秀事例を表彰しました。また、近隣の
小学校を回り、正しい手洗いの仕方を伝
えるとともに、ハンドソープの寄付を行
い、地域におけるデング熱などの病気蔓
延の防止に努めています。

*減災…災害発生時の被害を想定し、それを最小化
　　　  するための取り組み
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社内外で文化的交流を積極的に行うことにより、
地域社会と社内の活性化に努める。文化・交流

公益財団法人 
ローム ミュージック 
ファンデーション

　継続的に音楽文化の普及・発展に寄与
することを目的に、1991年に「財団法人
ローム ミュージック ファンデーション」を
設立しました。2015年度は40名の奨学
生を支援し、奨学生が出演する「スカラ
シップコンサート」や「フレンズコンサート」
を開催しました。また、国際交流と若手
音楽家育成を目的とした「京都・国際音楽
学生フェスティバル」の開催や、プロの音
楽家を育成するための「音楽セミナー」、
音楽に関する公演・研究への助成なども

ロームが協賛する京都・国際音楽学生フェスティバル

行っています。
（2015年度事業費：8億7,284万円）
　2015年には公益社団法人企業メセナ
協議会が芸術・文化を通じた社会創造の
観点で特に優れた活動を顕彰する「メセ
ナアワード2015」にて、1993年から継
続して実施している「京都・国際音楽学
生フェスティバル」が優秀賞「音でつなぐ
世界賞」を受賞しました。

ローム楽らく
クラシックシリーズ

　クラシック音楽に気軽に触れ、その素晴
らしさを実感してもらうことを目的に、 
2014年より、社員とその家族を対象と
したクラシック音楽セミナー「ローム楽らく
クラシックシリーズ」を京都市交響楽団や

海外の生産拠点における工場見学

会社見学を通じた
ステークホルダーの
皆様との交流

　ロームグループの国内外の拠点では
地域の住民や学生、社員とその家族に対し、
定期的に会社見学会を開催し親交を深めて
います。
　各拠点の取り組みについてわかりやすく
説明し、より理解を深めていただくことで、
ステークホルダーの皆様に親しまれる会社
を目指していきます。

ローム ミュージック ファンデーション ホームページ
http://www.rohm.co.jp/rmf

延べ 4,543名 
ローム ミュージック ファンデーション
が支援してきた音楽家
「ローム ミュージック フレンズ」

日本フィルハーモニー交響楽団と協同で
開催しています。
　これまでに延べ1,100人以上の社員と
その家族にクラシック音楽の素晴らしさに
触れていただきました。

組織統治 人権/労働慣行 環境 公正な
事業慣行

消費者課題
（お客様への対応）

コミュニティへの
参画および発展

ISO26000中核主題
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