
　「財団法人JFE21世紀財団」は、1990年に設
立された「川鉄21世紀財団」を2003年に発展
的に継承し、設立趣旨である「社会に開かれた
存在をめざし、社会との共存共栄を一層進め

る」事業を
行っていま
す。2010年
度の事業費
は7,800万
円です。

地域の文化活動・イベントへの協賛
　自治体や市民団体が主催し、多くの市民が
参加する各種の文化活動・イベントに協賛して
います。2009年度に協賛した活動・イベントは
以下の通りです。

ふれあい祭り（京浜地区）

津 秋まつり

国連WFP協会への支援
　国連WFP協会は、飢餓と貧困の撲滅を使命
として活動する国連機関、WFP国連世界食糧
計画を支援する認定NPO法人で、WFPの活
動を支える募金活動をはじめ、広報活動や企
業・団体との連携を推進するなど、日本での
WFP支援の輪を拡げる活動を行っています。
世界経済の変動や、途上国で続く食糧価格の
高騰で飢餓で苦しむ人々の数が急増している
なか、JFEグループは、協会の活動の趣旨に賛
同して支援しています。

日本語スピーチコンテストへの支援
　中国教育国際交流協会と日本華人教授会
議、日本経済新聞社は、2006年から、「言葉・コ
ミュニケーション」を通じて日中関係を維持発
展させることを目的として、中国の学生を対象
にした「全中国日本語スピーチコンテスト」を
開催しています。コンテストは、中国初の全国レ
ベルの大会で、中国国内8地区での予選を経て
東京で本選が行われています。JFEホールディ
ングスは、国際交流および社会貢献の観点か
らこの活動を支援しています。

癌研究会への支援
　（財）癌研究会は、1908年の設立以来「がん克
服」を理念に掲げ、研究・診療、人材育成に努め、
わが国のがん研究・診療を牽引しています。JFE

全中国日本語スピーチコンテスト

　JFEグループは、大規模な災害に対し、復旧
資金を援助しています。
●中国四川大地震に対する支援
日本経団連経由で日本赤十字社に2,000万
円を寄付

●岩手宮城内陸地震に対する支援
中央共同募金会に対し300万円を寄付

●ハイチ地震に対する支援
NPO法人ジャパンプラットフォームに対し
100万円を寄付

JFEスチール

JFEエンジニアリング・ユニバーサル造船

ユニバーサル造船

東日本製鉄所
千葉地区
東日本製鉄所
京浜地区
西日本製鉄所
倉敷地区
西日本製鉄所
福山地区
知多製造所

2009.10.25

2009.11.8

2009.11.3

2009.5.10

2009.11.14

JFE2009ちばまつり

第5回ふれあい祭り

JFE西日本フェスタ
inくらしき
JFE西日本フェスタ
inふくやま
はんだふれあい産業まつり

JFEエンジニアリング
津製作所・ユニバーサ
ル造船津事業所の共催

2009.10.17津 秋まつり

有明事業所2009.10.3ありあけファミリーフェスタ

外部団体への支援

大規模災害被災地への支援

　
　JFEグループでは、毎年、地域の皆様のため
に、各製造拠点を開放してショーや工場見学
などの各種イベントを実施しています。　
　また、地域のスポーツ振興・発展に寄与する
ことを目的に、福利厚生施設を公開するなどし
て、サッカー、野球、バレーボール、バスケット
ボールなどのスポーツ大会を主催しています。

製造拠点の開放

インターンシップの実施
　JFEスチールは、大学院生や大学・高専の学
生に製鉄所・研究所での仕事を体験する場を
提供する「インターンシップ（工場実習）」を実
施しました。全国各地から約70名の学生が集
い、約2週間の職場実習で製鉄所・研究所の
「仕事」を体験しました。学校および学生の皆
様から貴重な就業体験・社会勉強の場として
高い評価を得ています。　
　また、JFEエンジニアリングでも総合研究所
を主体に約10名、ユニバーサル造船でも有明
事業所と津事業所でそれぞれ約20名の学生
を受け入れました。

ものづくり教室の開催
　JFEスチールは、2003年度から知多地区に
おいて、子どもたちにものづくりの面白さや楽
しさを伝えるために、OBが講師となって鋳物の
アクセサリーづくりや工場見学を行っています。

青少年育成支援

2009年度の活動リスト

●「趙治勲杯囲碁大会」（千葉市）
●「千葉県少年少女囲碁大会」（千葉市、船橋市）
●「国際音楽の日コンサート」「千葉市民音楽祭」
（千葉市）
●市民による「第九」特別演奏会（千葉市）
●「MUZAランチ＆ナイトコンサート」（川崎市）
●「ART KAWASAKI 2009」（川崎市）
●「ふれあい祭り」（川崎市）
●「よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト」
（横浜市）
●「はんだふれあい産業まつり」（半田市）
●「三重県高等学校ロボット競技大会」（津市）
●「倉敷音楽祭」（倉敷市）
●「倉敷市将棋大会」（倉敷市）
●「福山ばら祭」（福山市）
●「芸能大全～まつりの世界」（福山市）

ホールディングスは、同会の活動趣旨に賛同し、
支援しています。

贈呈式

「JFE21世紀財団」による社会貢献活動

社会的側面

地域社会の皆様とともに

件

億 万円

技術研究助成累計
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アジア歴史研究
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立された「川鉄21世紀財団」を2003年に発展
的に継承し、設立趣旨である「社会に開かれた
存在をめざし、社会との共存共栄を一層進め

る」事業を
行っていま
す。2010年
度の事業費
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円です。
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　自治体や市民団体が主催し、多くの市民が
参加する各種の文化活動・イベントに協賛して
います。2009年度に協賛した活動・イベントは
以下の通りです。
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世界経済の変動や、途上国で続く食糧価格の
高騰で飢餓で苦しむ人々の数が急増している
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外部団体への支援

大規模災害被災地への支援

　
　JFEグループでは、毎年、地域の皆様のため
に、各製造拠点を開放してショーや工場見学
などの各種イベントを実施しています。　
　また、地域のスポーツ振興・発展に寄与する
ことを目的に、福利厚生施設を公開するなどし
て、サッカー、野球、バレーボール、バスケット
ボールなどのスポーツ大会を主催しています。

製造拠点の開放

インターンシップの実施
　JFEスチールは、大学院生や大学・高専の学
生に製鉄所・研究所での仕事を体験する場を
提供する「インターンシップ（工場実習）」を実
施しました。全国各地から約70名の学生が集
い、約2週間の職場実習で製鉄所・研究所の
「仕事」を体験しました。学校および学生の皆
様から貴重な就業体験・社会勉強の場として
高い評価を得ています。　
　また、JFEエンジニアリングでも総合研究所
を主体に約10名、ユニバーサル造船でも有明
事業所と津事業所でそれぞれ約20名の学生
を受け入れました。

ものづくり教室の開催
　JFEスチールは、2003年度から知多地区に
おいて、子どもたちにものづくりの面白さや楽
しさを伝えるために、OBが講師となって鋳物の
アクセサリーづくりや工場見学を行っています。

青少年育成支援

2009年度の活動リスト

●「趙治勲杯囲碁大会」（千葉市）
●「千葉県少年少女囲碁大会」（千葉市、船橋市）
●「国際音楽の日コンサート」「千葉市民音楽祭」
（千葉市）
●市民による「第九」特別演奏会（千葉市）
●「MUZAランチ＆ナイトコンサート」（川崎市）
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●「ふれあい祭り」（川崎市）
●「よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト」
（横浜市）
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