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EVENT

3/27 3/28

公式チャンネル

おもしろ企画をたくさんアップしています。
公式YouTubeのチャンネル登録
よろしくお願いいたします！

川崎ブレイブサンダース　YouTube

チャンネル登録は
コチラから!

はじめしゃちょーvsプロバスケ選手の
超本気！フリースロー対決

夢のコラボ！
本気でバスケの試合をしてみた

SDGs17 目標すべてにチャレンジする

「&ONE days」開催
「川崎市」「慶應義塾大学 SFC 研究所 xSDG・ラボ」協力
のもと、多数のパートナー様との取り組みや、ご来場い
ただいた皆さまに学びを深め、また参加していただける
イベントも実施します！（詳細は P8 以降へ）

TikTok クリエイター
景井ひなさん 来場

はじめしゃちょーさん
来場

＜抽選＞ ツーショット撮影会実施 ＜抽選＞ ツーショット撮影会実施

TikTok にて国内女性 No.1 フォロ
ワーを誇る、景井ひなさん。
バスケットボールが趣味というこ
とで、トークとパフォーマンスで
アリーナを盛り上げます！

川崎ブレイブサンダースの選手のうち、誰が最初にシュートを決めるか予想しよう！
見事当たった方のなかから、抽選で各日 3 名様に嬉しいプレゼントが当たります♪
参加方法：
①LINE 公式アカウントと友だち追加し、
　簡単なアンケートに答える。
　ID：@brave-thunders
②トーク画面に「ファーストシュート」と入力・送信すると、クイズに参加できる！

時間：優先開場～試合開始まで

川 崎 ブ レ イ ブ サ ン ダ ー ス の
YouTube で選手と共演経験もあ
る、はじめしゃちょーさんがゲス
ト来場！

抽選で 3 名様を、試合後のツーショット撮影会にご招待！
ハーフタイムに景井ひなさんが発表するキーワードを、第
3Q 終了までに、クラブの LINE 公式アカウントに入力して
ください！当選者様のみ、試合終了までに LINE 上でご連
絡します。

抽選で 3 名様を、試合後のツーショット撮影会にご招待！
ハーフタイムにはじめしゃちょーさんが発表するキーワー
ドを、第 3Q 終了までに、クラブの LINE 公式アカウント
に入力してください！当選者様のみ、試合終了までに LINE
上でご連絡します。

時間： インフォーメーションコーナー（試合開始 25 分前頃）・
ハーフタイム

場所：コート上

時間： インフォーメーションコーナー（試合開始 25 分前頃）・
ハーフタイム

場所：コート上

ファーストシュート QUIZ



サンダースクラブハウス

LINE de
チャンス！

LINE 公式アカウン
トを使って、賞品が
当たるクイズ＆抽選
イベントを実施。
お友達登録をして
チャレンジしよう！

時間：第 2Q
　　　オフィシャル
　　　タイムアウト

ハイライト振返り 選手たちの日常 選手からの電話

オンラインサロン「THUNDERS' CLUB HOUSE」で
選手達と日常的なつながりをたのしもう！

直近試合のハイライトを
選手達と振返り

気になるシーンの解説も

試合以外の日常を
動画や写真で
毎日シェア

ライブ配信の視聴者に
その場で電話

（抽選）



KAWASAKI BRAVE THUNDERS ROSTER

藤井 祐眞  YUMA FUJII

PG/SG 178cm/75kg/ 島根県 / 拓殖大学

A. 高橋ちはる先生

増田 啓介  KEISUKE MASUDA

SF 194cm/90kg/ 静岡県 / 筑波大学

A. 片峯 聡太 先生

大塚 裕土  YUTO OTSUKA

SG/SF 188cm/85kg/ 北海道 / 東海大学

A. 中村 和雄

ジョーダン・ヒース  JORDAN 
HEATH

PF/C 208cm/109kg/ アメリカ / カニシャス大学

篠山 竜青  RYUSEI SHINOYAMA

PG 178cm/75kg/ 神奈川県 / 日本大学

A.

Q.

指導してくれたみなさん

影響を受けた指導者

ニック・ファジーカス  NICK 
FAZEKAS

C 207cm/114kg/ アメリカ / ネバダ大学

A. MY DAD

パブロ・アギラール  PABLO 
AGUILAR

SF 203cm/90kg/ スペイン / アリカンテ大学

青木 保憲  YASUNORI AOKI

PG 182cm/84kg/ 静岡県 / 筑波大学

ポジション 身長 / 体重 / 出身地 / 出身校

C  … キャプテン　外  … 外国籍　帰  … 帰化選手

A. 片峯 聡太 先生

マティアス・カルファニ  MATHIAS 
CALFANI

PF 204cm/99kg/ ウルグアイ / リセオ 54 中学校

A. ポポビッチ

長谷川 技  TAKUMI HASEGAWA

SF 190cm/92kg/ 岩手県 / 拓殖大学

A. 池内先生

米須 玲音  REOTO YONESU

PG 176cm/60kg/ 長崎県 / 東山高校

A. 大澤 徹也 先生

辻 直人  NAOTO TSUJI

SG 185cm/82kg/ 大阪府 / 青山学院大学

A. 今までの方々全員

熊谷 尚也  NAOYA KUMAGAE

SF 195cm/95kg/ 福岡県 / 日本体育大学

A. 高校のバスケ部の顧問

佐藤 賢二  KENJI SATO

C

外 帰

外

外

疾風迅雷 ! 琵琶湖の星にきらめく隙を与えるな
天皇杯明け最初のホームゲームとなる今節は、西地区 6 位 (3/12 現在 ) につける滋賀レイクスターズとの対戦。
今シーズン、所属選手ががらっと入れ替わった滋賀は、勝率的には苦しい戦いが続いている。しかし、東地区の上位クラブに対しても勝ち星をあ
げるなど、勢いに乗った時の力はあり、決してあなどれない。
チームの中心となるのは #5 ハミルトン。今季全試合にフル出場し、ほとんどの試合で 30 分以上プレーしながら得点とリバウンドを量産。ディフェ
ンスが集まってきたところでアシストを捌いて味方のチャンスを演出するプレーメーク力もある。彼にマッチアップが予想される川崎の選手は、
攻守にオールラウンドな活躍をみせる #35 ヒース。同じファーストネームの「ジョーダン」対決が試合の流れを決めると言っても冗談ではない。
育成に定評がある滋賀のデニスヘッドコーチに加え、ベテランガードの #4 狩俣、#35 伊藤若手のゲームコントロール力もあり、接戦となった場
合に勝ち切る強さがある滋賀。川崎 佐藤 HC が早い段階で勝負を決めてしまえるかにも注目したい。



SHIGA LAKESTARS
C  … キャプテン　外  … 外国籍

0 ジョナサン・オクテウス
PG/SG 193cm/77kg

7 晴山 ケビン
SF 191cm/93kg

45 頓宮 裕人
PF/C 198cm/100kg

HC ショーン・デニス

1 村上 駿斗
PG/SG 185cm/85kg

11 今川 友哲
SF/PF 195cm/100kg

12 アンガス・ブラント
C 208cm/110kg

77 前田 怜緒
SG/SF 191cm/83kg

4 狩俣 昌也
PG 178cm/75kg

16 野本 大智
PG 183cm/80kg

5 ジョーダン・ハミルトン
SF/PF 201cm/103kg

35 伊藤 大司
PG 184cm/77kg

C外 外

外
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B.LEAGUE と B クラブは、リーグ主催の試合における観戦マナー＆ルールを設けています。すべての皆さまに素晴らしいアリーナ体験をお持ち帰りいただくために、入場口での手荷物

検査や、アリーナ内での観戦マナー、ルールについて、皆さまのご協力をお願いいたします。

①すべての来場者の安全と快適な試合観戦環境確保のため、手荷物検査へのご協力をお願いします。ご協力いただけない場合、入場禁止等の処分を取らせていただく場合がございます。

② 観戦マナー＆ルールに定める禁止行為やセキュリティ上問題となる行為が行われた場合には、退場や入場禁止、持込禁止物の没収等の処分に従っていただく場合があり、さらに、違反

行為を行った試合以外の試合の入場も禁止される場合があります。

③ コート付近の客席、特にコートエンドおよびコートサイドの前列付近は、選手がプレーする際に、やむを得ず客席へ強い勢いで飛び込む場合が有り、さらに試合の内外を問わずボール

が飛び込む場合がございますので、選手がプレーする際はボールや選手の行方に十分ご注意ください。

B.LEAGUE 共通観戦マナー＆ルール



CONCEPT
バスケットボールやホームゲームを通じて、

すべての人に「健康」と「働きがい」の機会を
提供し、川崎をより「住んで幸せな街」に

すること、にコミットする。

+ =

&ONE サポーター

&ONE グッズの販売

自転車発電体験

SDGs を学ぶ特設コーナー

アリーナ MC キッズ体験

パラアーティストによる選手肖像画掲出

地産地消キッチンカー

&ONE days スペシャルイベント

川崎ブレイブサンダースが、「&ONE」で取り組む 3 つの目標
SDGs の 17 目標のうち、当面は主に以下の３つを対象とした施策を推進してまいります。

バスケットゴールの寄贈や設置、
スクール事業の拡大等により、
すべての人に健康の機会を提供
します。

ショッピングバッグのデザイン
募集や試合前のショータイムで
のパフォーマンスなどを通じて、
働きがいを感じていただけるよ
うな機会を提供します。

「健康」や「働きがい」の機会を
提供することで、川崎をより「住
んで幸せな街」にしていきます。

会場とクラブ公式オンラインショップ
で販売します。なお、売上から経費を
引いた全額を、「かわさきこども食堂
ネットワーク」を通じて川崎市内のこ
ども食堂へ寄付いたします。

「&ONE days」 に 向 け て、 選 手 や ス
タッフもSDGsについて学んでいます。 
フォトスポットなど特設ブースを設置
いたしますので是非お立ち寄りくださ
い！

発電した電気でガチャガチャが
動き、参加された方へ景品が出
てくる仕掛けをご用意しており
ます。お一人様 1 回まで参加で
きます！

「KAWASAKI LIGHT UP STAGE」として、川崎の選手・HC
紹介やヒーローインタビューなどアリーナ MC を川崎市内の
小学生に体験いただきます

エームサービスのご協力により川崎市産の食
材を使用し、「地産地消」と「ヘルシー」にこ
だわったどんぶりです。全て環境に配慮した
素材を使用した容器で提供致します。飲食売
上の一部をオレンジリボン運動に寄付します。

川崎ブレイブサンダースのベンチ登録選手紹介時
に、障がいを持つアーティスト（パラアーティスト）
が描いた選手の肖像画をセンターハングビジョン
にて掲出いたします。 川崎市文化財団のご協力の
下、社会福祉法人みのり会に所属する 13 名のパラ
アーティストの皆さまの参加により実現しました。

場所：1F グッズショップ

時間：27 日（土） ： 15:00 ～ 18:05

　　　28 日（日） ： 12:15 ～ 16:05

場所：サンダーススクエア

時間：開場～試合終了まで
場所：アリーナ 2F ロビー

時間：27 日（土） ：15:00 ～ハーフタイム終了まで
　　　28 日（日） ： 12:15 ～ハーフタイム終了まで
場所：サンダーススクエア

実施場所：アリーナコート上
実施時間：選手・HC 紹介 → 試合開始 約 35 分前
　　　　　ヒーローインタビュー → 試合終了後※勝利時のみ実施

時間：試合開始約 30 分前
場所：アリーナ内センタービジョン

ご参加いただく
お子様

3月27日（土）

らいとくん
(小学校1年生)

なつめちゃん 
(小学校6年生)

3月28日（日）



&ONE days 開催にむけて

株式会社 DeNA 川崎ブレイブサンダース
代表取締役社長 元沢 伸夫

川崎市長 福田 紀彦

サンダースファミリーの皆さま、いつも熱いご声援をありがとう
ございます。
昨年の 9 月に、もっともっと川崎のまちに貢献したいという想い
から、SDGs 推進プロジェクト「＆ ONE」をスタートいたしまし
た。SDGs について何もわからない状態からのチャレンジでした
が、「スポーツ× SDGs の分野で先進事例を創出する」という決心
のもと、多くの方々の助けを得て、この半年様々な活動に取り組
んで参りました。
今節の「&ONE days」では、SDGs の 17 目標すべてに取り組ん
でみる、というプロスポーツクラブでは前人未到のチャレンジを
行います。少し難しいイメージのある SDGs ですが、スポーツを
通すと、身近にある事だとわかり、多くの人と一緒に楽しく取り
組みができると確信しています。
今回のイベントを通じて、我々クラブスタッフや選手たちも
SDGs について真剣に学び実践しています。ファミリーの皆さま
においても、ぜひ一緒に楽しみながら SDGs に触れ、さらにどん
な小さなことでも結構ですので、何かのアクションにまでつなが
れば幸いです。
本イベントは、川崎市や慶應義塾大学蟹江教授をはじめ、多くの
パートナー様のご協力により実現にいたりました。この場を借り
て、厚く御礼申し上げます。この 2 日間で得た経験を、今後の
&ONE プロジェクトに活かして参りたいと思います。

本市の大切なスポーツパートナーである川崎ブレイブサンダース
をいつも応援いただきありがとうございます。
川崎市は SDGs 未来都市として、脱炭素社会の実現を目指し、世
界の課題解決に資する取り組みを進めています。
川崎ブレイブサンダースでは、プロスポーツクラブとして、本気
で SDGs に取り組むという大きなチャレンジを始めました。
SDGs は世界共通の目標ですが、達成に向けては、選手やファン
の皆さまをはじめ、一人ひとりが、どんな小さなことでも行動を
起こすことが大変重要です。
川崎ブレイブサンダースの応援を通じて、SDGs について知り、
考え、体験しながら、自分ができることから始めることが、世界
を変えることにつながると考えています。これまでも様々なこと
を成し遂げてきた川崎ブレイブサンダースなら必ずやってくれる
と確信していますが、ぜひ、ファンの皆さまにも、この取り組み
を応援して頂きたいと思っています。
2030 年の持続可能な社会の実現をめざして、共にチャレンジし
ていきましょう !



interview

■ 篠山選手は初代 &ONE アンバサダーに就任されました。SDGs についてど
う考えますか？

新型コロナウィルスの感染拡大の影響でバスケットボールが出来なくなった
り、川崎フロンターレの中村憲剛さんの引退セレモニー等を見て改めて感じ
たのは、プロの選手としてただそのスポーツをすればいいということではな
く、地域貢献やそういった活動に取り組むことで世の中に必要とされるクラ
ブや選手になれるんじゃないかということでした。そのタイミングで &ONE
のアンバサダーの話を聞き、何か自分にも出来ることがあるんじゃないかと
思ったのが率直な感想でした。最初は 17 個の目標など、SDGs は難しいイメー
ジがありましたが、紐解いて考えていけば、一人一人が少しの行動をするこ
とで、結局は SDGs に繋がるアクションがたくさんあることに気付きました。
自分の中で、日頃から出来るような取り組みが SDGs の何か繋がるというポ
ジティブな考え方を習慣づけて、色んなものに楽しめる範囲で取り組んでい
ければいいなと思っています。

■ 篠山選手は背番号と同じ目標７「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
を担当されたと聞きました。感想はいかがですか？

最初は少し難しそうな目標だなと思いましたが、例えば、なるべくスイッチ
をこまめに切るとか、コンセントを元栓から外して節電をしたり、自分の自
家用車もそうですがハイブリッドの車に乗ったり、太陽光発電のものを意識
的に購入してみるとか、日常の中でのちょっとした取り組みを継続していく
ことが SDGs に繋がるとわかったので、今後もアクションを続けていきたい
と思います。

■ 篠山選手は、昨シーズンは川崎市内の児童養護施設に入所している子供た
ちを対象に土日に試合に招待して記念撮影まで行う「篠山シート」を実施
してきました。どういう思いではじめたのですか？

クラブのミッションとして、『MAKE THE FUTURE OF BASKETBALL』とい
うものがあるので、もっともっと川崎市内の子どもたちを中心に、バスケッ
トボールを身近に感じて、そこから何かを感じ取ってもらえたらいいなとい
うことを考えながら、篠山シートを実施しました。
招待して見に来てくれた子どもたちが楽しそうに観戦して、また試合後に
会った時には、すごくキラキラした目で楽しんでくれた様子を見て、こちら
もエネルギーをもらいました。それと同時に、まだまだブレイブサンダース
が川崎市内でも認知度を高めていけるという伸びしろを感じました。

■  SDGs に関してスポーツクラブだからできること、スポーツ選手だからで
きることはあると思いますか？

川崎ブレイブサンダースには、多くの応援してくれるサンダースファミ
リーの皆さんがいます。選手が自分たちから積極的に発信していくことで、
SDGs というものを普及させていく一端を担えると思いますし、たくさんの
方々の力を借りて、みんなで多くの SDGs にチャレンジ出来るという環境を
作れると思います。

■最後にサンダースファミリーの皆さんへ一言お願いします
皆さんも僕たちと一緒に楽しみながら、SDGs に取り組みましょう！
篠山アンバサダーについてきてください！

初代 &ONE アンバサダー

篠山選手インタビュー



Comments from BRAVE THUNDERS about sdgs

藤井 祐眞

大塚 裕土

パブロ・アギラール

米須 玲音

マティアス・カルファニ

ニック・ファジーカス

熊谷 尚也

青木 保憲

僕自身、日本でもこんなに貧困があることを今回学んでは
じめて知りました。これをきっかけにもっと知ることから
始めたいと思います。

僕が気づいていないだけで周囲にはこの問題を抱えている
方がいるかもしれないことを知った。えるぼし企業の方か
ら取り組みや課題を聞いてみたい

私にできることはコートでベストを見せること、それをみた子
供達が夢を持ってバスケットボール選手を目指すような見本
になること。バスケットボールという球技がもっと成長すれ
ば多くの人々が関わって雇用も作ることができると思います。

僕はバスケットボールと出会い、健康になれたと思ってい
ます。皆さんにもスポーツで健康になってもらえればと思
います。

この問題はすぐにでも改善しないといけないと考えました。
まずは自分の身の回りで食べ物を無駄にしない、食べ残し
をしないことが大事だと思います。

水を無駄にしないこと。水を流しっぱなしにしないこと。
必要な分だけ考えて水を使用すること。まずは家でそれを
意識していこうと思います。

最新技術でアリーナのエンタメをより楽しんでいただける
のではないかと思いました。皆さんと一緒にもっと学んで
いきたいです。

僕は教員免許を持っているのですが、
改めて質の高い教育とは何かと考えさせられる目標でした。
僕自身できることはないか今のうちから考えたい。
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Comments from BRAVE THUNDERS about sdgs

長谷川 技

辻 直人

IRIS（+ ロウル）

ジョーダン・ヒース

増田 啓介

穂坂健祐

佐藤 賢次

勝久ジェフリー

様々な国の方々と試合をしますが、バスケットボールには、
人や国による差別はありません。スポーツを通じて不平等
をなくしていきたいです。

日本が 1 人あたりのプラスチック廃棄量が世界で 2 番目に
多いと知りショックでした。最近は飲食店でも紙の容器な
ど使っているので自分も協力したいと思います。

買い物する際にフェアトレード認証商品を探してみたり、
友達を誘って選挙に行って政治参加したり、自分一人の力
は小さいですができることからはじめたいです。

例えば私たちがいますぐできることで、買い物の時にエコ
バックを持っていってプラスチックの袋を使わないなど身
近なことから始めてみようと思います。

自分が住んでいる川崎をどれだけアピールできるか、もっ
ともっと盛り上げて、住みやすい街にできるかが大切だと
思います。それを意識して日々過ごしたいです。

普段の生活で使っている物の材質を調べて、しっかり理解
することからはじめたいと思います。

選手、スタッフ、ボランティアの皆さん、スポンサーの皆
さん、ファミリーの皆さん、皆さんの力を合わせて最高の
試合をして、バスケを通じて社会に貢献できる何かを残し
たいです。

環境問題について学んでおり、アメリカでは酪農による CO2

排出が課題であることを知り、肉類を抑える取り組みをはじ
めています。日常生活の小さなことから取り組みましょう。
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&ONE Activity report

&ONE」主な活動レポート

幼児用バスケットゴール寄贈

アートショッピングバッグの販売

 「篠山シート」によるホームゲーム招待

「KAWASAKI LIGHT UP STAGE」

就労体験による働く機会の提供

SDGs フォーラムの開催

幼児に体を動かすことの楽しさを実感してもらえる機会の
提供を目的に川崎市内の幼稚園・保育園に幼児用バスケッ
トゴールを寄贈する取り組みをスタート

篠山竜青選手がチケットを購入し、ホームゲームに市内の
児童養護施設に入所している高校生以下の子どもたちをご
招待（2019-20 シーズン実施）

今シーズンよりプラスチック製ショッピングバッグを廃止
し、デザインに障がい者の方々のデザインを取り入れたアー
トショッピングバッグを開場で販売を開始

一芸に秀でた川崎にゆかりのある方々に試合前のショータ
イムにパフォーマンスの機会を提供

川崎市協力のもと 2021 年 1 月に川崎フロンティアビル、
オンライン同時開催にて「川崎企業の取り組み事例に学ぶ
SDGs」をテーマにしたフォーラムをクラブ主催で開催

川崎市内の就労支援機関などで支援を受けている方や、知的・
精神障がいをお持ちの方へ、ホームゲーム運営補助を通じて「働
きがい」を感じてもらえる場の提供



FROM &ONE SUPPORTER

株式会社ヨネヤマ

川崎市立平間小学校 株式会社大川印刷

私たちは、使い捨て食品パッケージを製造販売するヨネヤマ
です。
川 崎 区 日 進 町 に あ る 弊 社 運 営 の バ ス ケ ッ ト コ ー ト の
unicourt にてサンダースキッズの場作り、そしてイベント
時のパッケージで「&one」プロジェクトに参加しています。
弊社は使い捨て食品容器やパッケージ作りに創業より 75 年
関わってきました。

「使い捨て」だけでなく、そこから食品トレーの回収からリ
サイクルへの循環にも携わり、食の裏側からゴミ問題へも
取り組んできました。
その経験・知識を「&one」プロジェクトにて共生し、持続
可能な問題解決をしていきたく思います。
そのため、今回のイベントでは、our SDGs をテーマとして、
試合観戦時に提供するフード関連のパッケージの一部を枯

渇することが少ない「竹」を素材とし、生分解される植物
由来のフィルムを使用し、衛生的でサスティナブルなパッ
ケージを提供しております。

「エコ」＝「脱プラスチック」というイメージですが、プラ
スチックは生活を豊かに、安全にしてきた素材でもありま
す。
私たちは海の豊かさを守る意味でも単に脱プラスチックで
はなく、「with プラスチック」としてリサイクルと事実ベー
スで、持続可能な社会の実現を川崎から発信し世界へと繋
げていきます。
そして BtoBC の容器通販の運営もしております。提供の幅
を広げてそれに伴い、皆様へもサスティナブルなパッケー
ジをより身近に感じられて、「皆様で SDGs を考える」そん
な社会の実現を目指します。

川崎市中原区にある平間小学校が、昨年 12 月、内閣総理大
臣を本部長とする推進本部により SDGs の推進に向けて優
れた取り組みを行う企業・団体等を表彰する「第４回ジャ
パン SDGs アワード」特別賞を受賞しました。川崎市とし
て初の受賞、全国の小学校 でも３校目の受賞となります！
平間小学校では、SDGs を全ての教育活動の中心において、
子どもたちが学んだこと を家族や町の人に伝え、地域とと
もにいかに SDGs に取り組んでいくかに力を入れて いま
す。全ての学年での多様な取り組み、市内外への発信、平
間 SDGs フェスをはじめとす る多くのステークホルダーを
巻き込んだ取り組みなど多岐に渡る活動が認められ、今回
の受賞につながりました。

2021 年で創業 140 周年を迎える印刷会社です。
人々に必要とされる印刷物を世の中に届け、より多くの人
に喜んでいただけるよう活動しています。
2018 年、第 2 回ジャパン SDGs アワード「SDGs パートナー
シップ賞（特別賞）」を受賞いたしました。

「環境印刷」として石油系溶剤が全く使われていない「ノン
VOC インキ」、違法伐採による材料を使っていないことを
第三者機関が認証している FSC® 森林認証紙」、そして再生
可能エネルギー 100% で印刷する「CO2 ゼロ印刷」を主軸
に脱炭素社会の実現を目指しています。
今回、こちらのゲームデープログラムを「環境印刷」で印刷
させていただきました。

5 年
「多摩川ガタガタ探検隊」保護
者も一緒に川の水質や、水質
改善を進めてきた歴史も勉強

６年
「商店街盛り上げ隊」平間銀
座商店街の CM を作ること
で、経済活動を学ぶ

平間 SDGs フェスでの
子どもたちからの発信

&ONE サポーター様より

地域の SDGs の取り組みについて



Introduction of Kawasaki companies' initiatives

バスケットボールやホームゲームを通じて、
すべての人に「健康」と「働きがい」の機会を提供し、

川崎をより「住んで幸せな街」にすること、にコミットする。
&ONE
KAWASAKI BRAVE THUNDERS
SDGs CHALLENGE
特設ページ

日本原料は昭和 14 年に川
崎の地で創業、水道用ろ過
材・水処理用機械メーカー
として、2019 年に創業 80
周年を迎えました。戦後、
連合国軍最高司令官総司令
部 (GHQ) から指名を受け、
ろ過材の製造を開始した会
社で、現在では国内浄水場
の 80% 以上で当社のろ過材
が使われています。
ろ過材のリサイクルや、国
際特許取得の洗浄技術をは

じめ、 災害復旧支援、また世界中の水の格差を解消するために
「Water PLANet Project」を立ち上げ、安全安心な水を供給
することで、SDGs に貢献してまいります。川崎ブレイブサン
ダースと共に、川崎発信の SDGs 達成に貢献していきたいと
思います。

「かわさき☆えるぼし」認証企業
株式会社渡辺土木 日本原料株式会社

渡辺土木は、土木工事を主
とする総合建設企業で、創
業 80 年を迎えました。電
気自動車や太陽光パネル
を利用した CO²排出ゼロ
の会社経営への挑戦や女
性が活躍できる会社づく
りなど、〝当たり前なこと

を当たり前にやる〟をモットーに取り組んでいます。
弊社では中長期の人材育成戦略に基づき、現在「女性活
躍推進」に重点的に取り組んでおり、これまで配置が少
なかった現場管理分野への女性従業員の配置のほか、女
性従業員の意欲・能力の向上を実現しております。
こうした取り組みにより、組織の活性化と女性だけではな
く社員全員がいきいきと働くことができるよう、企業価
値、顧客満足度の向上に努めています。
川崎ブレイブサンダースとは初年度からのお付き合いです。
同じ川崎の企業として SDGs の取り組みを応援しています！

川崎企業の SDGs 取り組み紹介



HOME GAME SCHEDULE

はじめて観戦の方、必見 !
『 川 崎 ブ レ イ ブ サ ン
ダースの観戦ははじめ
て』という方のための
お役立ちガイドです♪

来場者アンケートにご協力ください

簡単５分で完了!

3/31( 水 )18:00まで

左記の QR コードを読み込み表示されたアン
ケート画面にてご回答ください！「景井ひな
さんサイングッズ」「はじめしゃちょー さん
サイングッズ」を抽選でプレゼント !!

チケット販売情報

初回利用時の登録手順は、1Q 終了まで各階のモニター
で案内しています。

4.11
VSS

U
N

TIPOFF 16：05

日本を代表する動画
クリエイターが
ゲスト出演! 水溜りボンド

GUEST

B.LEAGUEチケットからご購入いただけます Bチケ

アルバルク東京 秋田ノーザンハピネッツ 千葉ジェッツ
サンロッカーズ渋谷

※チケット一般販売は 4/12 ～

友達登録はコチラから

@brave_thunders 川崎ブレイブサンダース
公式チャンネル

@brave_thunders brave_thunders

bravethunders/brave_thunders

FSC® 森林認証紙、 ノン VOC インキ（石油系溶剤 0％）など印刷資材と製造工程が環境

に配慮されたグリーンプリンティング認定工場にて、 印刷事業において発生する CO² 全

てをカーボンオフセット（相殺）した「CO² ゼロ印刷」で印刷しています。

フリーWi-Fi 完備!

P-B10164

1ST STAMP 2ND STAMP 3RD STAMP

.FREE_WI-FI_PASSPORT_JSSID

Free_Wi-Fi_PassportWi-Fi名称

4.10 4.17 5.14.11 4.18 5.23.31
TIPOFF 18 : 05 TIPOFF 18 : 05 TIPOFF 18 : 05TIPOFF 16 : 05 TIPOFF 16 : 05 TIPOFF 17 : 05TIPOFF 19 : 05
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&ONE Days スタンプラリー
詳細はクラブ HP の試合情報をご確認ください




