
街街街 未来未来未来人人人づくりづくり づくりづくり づくりづくり

亜細亜大学地域交流活動
平成23年度活動報告書



武蔵野市長　邑上 守正

　教育、スポーツ、文化、コミュニティ、まちづくりなど様 な々分野にわたる亜細
亜大学の積極的な地域との交流活動に対しまして、心から敬意を表するとと
もに、あらためて感謝申し上げます。
　武蔵野市では、平成5年に亜細亜大学をはじめ、市内及び周辺の５つの
大学と武蔵野地域学長懇談会をつくり、大学の知的財産を広く市民の生涯
学習活動にご提供いただいています。大学は、専門性の高い人材や施設、
多様な学生を有し、まさに地域の知の拠点であるといえます。
　亜細亜大学が位置する武蔵境地区には、平成23年7月に「ひと・まち・情報
創造館　武蔵野プレイス」がオープンいたしました。この武蔵野プレイスは、
図書館を中心として生涯学習支援・市民活動支援・青少年活動支援の4つ
の機能をもち、複数の機能を積極的に融合させ、地域社会の活性化を深め
られるような活動支援型の施設を目指しています。地域との活動・連携・交流
の場としてご活用いただければ幸いです。
　今後とも地域の大学として、連携の手をさらに重ね、魅力ある街づくりにお
力添えくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

亜細亜大学学長　小川 春男

　平成23年度におきましても、地域の皆様には亜細亜大学と多方面にわた
り交流を深めていただき心より御礼申し上げます。
　もとより大学は人を育てるところであり、そのためには実社会でご活躍され
ている皆様方の経験や知恵を賜り、教育に活かしていかなければなりませ
ん。また、心の成長も欠かせません。人情やまごころ、責任感や物事の大切さ
などは人と交わり実感・体感することで得られます。地域の皆様との交流は
学生にとって絶好の機会です。
　また、スポーツなどで武蔵野市そして市民の皆様から温かいご声援を戴
き、これに応えるべく選手の心意気も強まります。地域との一体感は本学の
大切な財産です。
　かねてより武蔵野市の取り纏めで教養講座や寄付講座、あるいは自由大
学などで市民の皆様に本学が知的資源などで寄与できると喜んでいまし
た。加えて、昨年7月には本学の玄関とも言える武蔵境駅に隣接して「ひと・ま
ち・情報　創造館　武蔵野プレイス」が開館し、駅周辺がさらに発展を遂げ
つつあります。本学も地域の一員として地域の魅力と活力の創造に貢献す
る所存ですので、今後ともよろしくご交誼の程をお願いいたします。
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　本学が有する専門的知識、人材、施設などを活用し、地域社会との交流・協力を促進する
ことにより、本学の使命たる人材育成と、より良い社会の形成・発展に寄与する。

（１）学生・教職員が地域との交流・協力に積極的に参画することにより、人材育成及び知の活
　  性化を図る。
（２）知的・人的資源及び大学の施設を地域に開放することにより、地域社会のニーズに応え、
　  豊かなまちづくりに貢献する。
（３）地域社会と共に、国際色豊かで世代を超えた知的創造溢れるコミュニティを形成する。

地域交流の理念・目的・重点活動分野
　本学は、地域交流に関する活動を積極的に展開していくにあたり、
以下のように理念・目的・重点活動分野を定めています。

】念理【.1

】的目【.2



（１）専門的知識の相互活用
　　 ①研究会、委員会などへの教職員派遣。
　　 ②講演会、シンポジウム、公開講座などの開催。
　　 ③地域社会の人材活用。

（２）人的資源の提供及び学習機会の拡大
　　 ①小中高等学校での教育支援や連携教育、スポーツ活動支援。
　　 ②国際交流・協力や福祉などに関する活動。
　　 ③防災・防犯など安全な環境づくりに関する活動。

（３）まちづくりのための地域活動
　　 ①地域コミュニティ活動への参画。
　　 ②環境美化活動やボランティア活動。
　　 ③地域のお祭り、イベントなどへの参加協力。

（４）地域への施設開放
　　 ①図書館、教室などの開放。
　　 ②体育館、グラウンドなどの開放。

】分区動活点重【.3

●❷
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「街づくり未来塾」「街づくり未来塾」
連続討論会「街づくり未来塾」

開設の趣旨
 ■連続討論会「街づくり未来塾」は、全学共通科目「街づくり未来塾Ⅰ・Ⅱ」という授業の一環とし
 　て開催しています。この授業は、「講義」「連続討論会」「体験学習（フィールドワーク）」「週刊
 　紙の編集・発行」等で構成され、学生の自学力・課題解決能力・社会的協調性の涵養を目指し
 　ています。
 ■連続討論会「街づくり未来塾」では、学生にさまざまな地域課題やまちづくりの取組みにふれる
 　機会を与えることにより、地域社会への関心を高めたいと考えています。
 ■さらに連続討論会「街づくり未来塾」は、市民にも公開し、講師、学生、市民によるディスカッショ
 　ンを通して、地域と大学との相互理解を深め、豊かなまちづくり創造の一助となることを願ってい
 　ます。

開催状況

 前期 第1回 平成23年6月13日（月）

  「紙芝居でコミュニケーションの場づくり」
  講師　足立　恵子氏

 　子どもに関する活動をしてきた中で、もっと子どもたちに武蔵野を知ってもらうために、紙芝居一
 座を立ち上げた。子どもを対象とした口演が中心だったが、ボランティアセンター登録により大人も
 増え、現在では子どもと大人、半 く々らいの割合になった。
 　紙芝居の歴史を紹介し、古くは江戸写し絵から、現在の絵本の「よみきかせ」活動・紙芝居のボ
 ランティア活動へとつながっている。地域の歴史を伝えるために行っている紙芝居ではあるが、紙
 芝居だけで歴史の全てを伝えることはできない。紙芝居は、一方通行ではなく、相互に関心を高め
 るもの。そこから仲良くなることもある。紙芝居がきっかけとなり、次の世代に歴史を伝えてほしい。
  紙芝居口演：「ふりそで火事」「輝けきみの命」口演者　中川　圭永子氏

 【感想より】
 ●小さい頃はただ楽しく見ていた紙芝居が、地元の歴史を伝える役割を担っていることに感心しま
 　した。大人から子どもまで気軽に楽しむ中で、双方向のコミュニケーションが生まれ、歴史が語り
 　継がれていくのは本当に素晴らしい。

 前期 第2回 平成23年6月20日（月）

  「誰もが安心して住めるまちに･･･
   －境南地域社協の活動と地域との関わりについて－」
  講師　藤田　浩子氏 ）長会）協社域地南境 ： 称通（会議協進推動活祉福域地南境（

 （1） 地域福祉活動推進協議会（通称：地域社協・福祉の会）ができた経緯
 　　住民による小地域福祉活動推進のため、平成7年モデル地域として境南地域社協ほか2地
 　　域社協ができ、平成13年までに武蔵野市全体に13地域社協ができる。
 （2） 境南地域社協の成り立ちと、これまでの活動
 　　平成7年発会。助け合いネットワークづくりの丁目懇談会。福祉のまちづくり、まちの環境整
 　　備の観点からタウンウォッチングに取り組む。丁目会は、各丁目で工夫したやり方で、「いざと
 　　いう時に助け合える人間関係」を地域で作るために活動している。平成22年度に武蔵野市
 　　災害時要援護者対策事業の安否確認部分を担う支援者探し、安否確認の模擬訓練など
 　　実施。平成23年度は、支援者との意見交換､7月に境南地域防災の避難所設営訓練を予
 　　定している。
 （3） 課題とこれからの活動
 　　単身世帯や仕事に出る女性の増加、戸別のゴミ出し、少子化で隣近所の顔合わせの機会
 　　が減り、支え合いの実感が薄れてきている中で、地域での人的資源の確保が課題である。
 　　「地域の力」をどうやって維持するか、災害時要援護者対策事業では変化する要援護者と
 　　支援者をいかに地域でつないでいくか、今までの活動を糧に活動を続けていきたい。

　【感想より】
 ●お年寄りを守るのは、私たち若者だ。私たちが当たり前にできることも、お年寄りにとっては大変な
 　こと。安否確認はすごく大切なことだと思う。そして災害時にいきなり行動することは難しいが、私た
 　ちでも事前に準備しておけば、ある程度は動けるのではないか。

 連続討論会「街づくり未来塾」

❸

栗田 充治「街づくり未来塾Ⅰ・Ⅱ」担当教授

足立 恵子氏

紙芝居口演 中川 圭永子氏

藤田 浩子氏

質疑応答（前期第2回）



「街づくり未来塾」
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松岡 裕子氏

学生からの質問（前期第3回）

むさしのFM市民の会

参加者討論会（前期第4回）
足立 恵子氏・藤田 浩子氏・松岡 裕子氏

参加者討論会（前期第4回）学生による発表

 前期 第3回 平成23年6月27日（月）

  「コミュニティFMで市民情報発信１６年。その意義は？」
  講師　松岡　裕子氏（むさしのＦＭ市民の会 代表）

 　「むさしのFM市民の会」は、市民側からの情報提供・発信があってこそのコミュニティFMをポリ
 シーとして活動している。地域のことは地域の人でなければわからない。ゆえに災害時情報ボラン
 ティアとして活動している。
 　発信する立場になると情報リテラシーの重要性がわかる。正しい情報を入手・提供するために
 は観察眼を養い、取捨選択が必要である。また「話しかけている」ようなラジオの特性を活かし、孤
 立する高齢者に対し「心の友」となることが目標である。
 　むさしのFM出演者の中から会場にお越しいただいた武蔵境の古本屋「浩仁堂」を紹介。古本
 を買い取り、その利益の一部を福祉施設の費用に充てていることや、障害者を積極的に雇用して
 いることを浩仁堂の方からお話しいただきました。

 【感想より】
 ●10年以上も続く番組はすごいと思う。情報を提供してくれる武蔵野市民の暖かさと、市民からの需
 　要があるのが感じられた。一方的に情報を提供するのではなく、共に創っていこうという姿勢がすば
 　らしい。自分も協力していきたい。
 ●存在を知っていても聴いたことのなかったむさしのＦＭ、震災直後に停電情報などを聴いていまし
 　た。コミュニティFMは、放送エリアが狭いため、その地域に合った情報を提供することができるの
 　で、非常に地域に密着したまちづくりと言えると思います。出演者とも放送後もつながりをもって応
 　援し続けていくむさしのFMはすごいと思います。
 ●武蔵野市のまちづくりは、むさしのFM市民の会のような自ら活動を起こす市民の存在が背景にあ
 　る。「活性化は人脈から」とおっしゃっていましたが、人から人へ伝えるということはとても大切だと思
 　いました。

 前期 第4回 平成23年7月11日（月）

  参加者討論会
  ゲスト講師　足立　恵子氏
  　　　　　　藤田　浩子氏（境南地域福祉活動推進協議会（通称：境南地域社協）会長）

  　　　　　　松岡　裕子氏（むさしのＦＭ市民の会 代表）

 【進め方】
 　第4回は、第3回講演の翌週の授業で学生チームが第1回～第3回の講演について質問など
 をまとめたものを発表。3人の講師の方には、それぞれ質問にお応えいただきました。終盤には、松
 岡氏紹介による中島央（なかじまひろし）映画監督にお出でいただき、学生にメッセージとエールを
 送っていただきました。また、吉祥寺光専寺で開催される「フクシマを奏でる」というイベントを紹介
 していただきました。

 【感想より】
 ●講師の方から、地域社会をより良いものにしていきたいという強い気持ちが伝わってきました。そ
 　れぞれ違ったアプローチで地域社会に貢献していく姿勢にとても尊敬します。
 ●まちづくりとは、地域交流、地域の人 と々のコミュニケーションが大切だと気づきました。
 ●どの活動をしている人も、その活動そのものをとても楽しんでいて、誇りを持って活動されている
 　ことを強く感じました。
 ●自分に正直に生きて、自分が本当にやりたいことや伝えていきたいことを行っていくことが、活動
 　を成功に導くために何より大切なことであると思いました。
 ●
 　分も楽しんで市民にも楽しんでもらう。
 　い。
 　要である。 街づくりについても地域社会で生きていく姿勢についても教えてもらった。



「街づくり未来塾」

前田 洋一氏

武藤 毅氏

齋藤 瑞枝氏

会場の様子（後期第3回）

●❺

 後期 第1回 平成23年11月21日（月）

  「『武蔵野プレイス』オープン －そのめざすもの－」
  講師　前田　洋一氏（武蔵野市立「ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス」館長）

 　まず武蔵野プレイスという施設の説明から入り、４つの機能（生涯学習、市民活動支援、青少
 年活動支援、図書館）を持つ、複合機能施設であること、新しいタイプの公共施設であることを紹
 介。次に今なぜ「プレイス」なのかを説明。「個立」している市民を互いに引き合わせ、交流できる
 場となること、そうして出会った市民とそのグループに地域の一員として活動していただき、地域社
 会が活性化することを目指している。

 【感想より】
 ●武蔵野プレイスの完成には、市民の利便性を考えた職員の様々な試行錯誤があったということ
 　にとても感慨深く感じました。これからも市民からリアルな意見や指摘を受けて改善され、ますま
 　す利用しやすくなると思います。これぞ街づくりって感じです。
 ●地域の一施設から、こんなにたくさんの方向に必要性が広がっていくことに感心しました。利用
 　者の気持ちのさらに一つ上、二つ上のことを考えていて感動しました。講師の前田さんの柔軟
 　な考えは、これからの街のあり方、目指すものを的確に指示していて、聞いていてとても楽しかっ
 　た。プレイスだけでなく、もっと街のあり方についても詳しく話を聞きたいと思いました。

 後期 第2回 平成23年11月28日（月）

  「都市観光の視点で、魅力的な街づくり」
  講師　武藤　毅氏（武蔵野市観光推進機構 事務局長）
 　コンパクトな地域に点在する武蔵野市の魅力を、都市観光として発信する。地域グルメ・イベン
 ト・買い物など、「見る」「食べる」「集う」「憩う」「買う」都市観光の魅力五大要素を武蔵野市の魅
 力（観光資源）として掘り起こし、発信して来街者を呼び込み、まちを回遊してもらい、人と人が交
 流するきっかけとしたい。観光による交流人口の増加をはかることで、経済効果だけではなく、地域
 社会の活性化、市民が地元武蔵野を再発見し、自ら地域の活動に参画していくことが期待され
 る。その活動がまた新たな魅力を生み出し、交流の輪が広がっていく。

 【感想より】
 ●新しいスタイルでの観光ということに驚きました。他の市や地域を参考にしつつ独自のアイデア
 　を出しているのが印象的で、武蔵野市を活性化していこうとするその意欲がよくわかりました。手
 　探りでの難しい出発だと思いますが、頑張ってほしいと思います。
 ●都市観光はとても難しいと感じた。コンパクトな武蔵野市で、全国に発信できるものを作るのは
 　大変だ。しかし、吉祥寺や学生の多い武蔵境、井の頭公園など探せばまだまだ見つかると感じ
 　た。武蔵野市観光推進機構の活躍に期待します。

 後期 第3回 平成23年12月5日（月）

  「農業ふれあい村の活動から －都会生活でもつながれる！
   農業体験を通じた人とのつながりつくり－」
  講師　齋藤　瑞枝氏（武蔵野農業ふれあい村 代表）

 　農業ふれあい公園成立の経緯について、市が主導でワークショップから始まり、その時加わって
 いた農業関係者は活動が始まるとともに参加しなくなり、市が頼んだ行政コンサル主導型のワー
 クショップの弊害から市民に責任感が希薄になってうまくいかなかったこと。その後、市民の意識
 改革を行うことによって市民にまとまりが生まれ、NPO法人となる。農作業を通してコミュニティが
 形成され、地域社会ともつながって、地元団体との連携事業やイベントを通して市民の交流の
 場、地域活性化の場となる。

 【感想より】
 ●市民にやさしい公園、素晴らしいと思います。たくさんの苦労を乗り越え成功につながったのも、
 　人々のコミュニケーションを大切にした結果であり、人とのつながり・協力・コミュニケーションが
 　重要なのだと思いました。
 ●市に緑を戻すために、さまざまな苦難や障壁を一つ一つ解決して前進し、地元の人々や企業、
 　農家の方とつながって活動を広げていく。問題を解決するためには地道な努力が必要なことを
 　学ばせていただきました。



回次
　期日
　　講師

一般参加者

第４回

12月19日

参加者討論会

後　　　　期前　　　　期

151
371
67
589

学　　　生

教　職　員

合　　　計

12
35
10
57

第3回

12月5日

齋藤　瑞枝氏

26
42
8
76

第2回

11月28日

武藤　毅氏

26
35
7
68

第1回

11月21日

前田　洋一氏

30
46
13
89

第４回

7月11日

参加者討論会

11
51
8
70

第3回

6月27日

松岡　裕子氏

16
53
8
77

第2回

6月20日

藤田　浩子氏

18
54
6
78

第1回

6月13日

足立　恵子氏

12
55
7
74

合　計

●❻

「街づくり未来塾」

 週刊むさしさかい

参加者討論会（後期第4回）
武藤 毅氏・前田 洋一氏・齋藤 瑞枝氏

参加者討論会（後期第4回）学生による発表①

参加者討論会（後期第4回）学生による発表②

参加者討論会（後期第4回）学生による発表③

 後期 第4回 平成23年12月19日（月）

  参加者討論会
  ゲスト講師　前田　洋一氏（武蔵野市立「ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス」館長）
  　　　　　　武藤　　毅氏（武蔵野市観光推進機構 事務局長）
  　　　　　　齋藤　瑞枝氏（武蔵野農業ふれあい村 代表）

 【進め方】
 　第4回は、前期と同様に第3回講演の翌週の授業で学生チームが第1回～第3回の講演につ
 いて質問などをまとめたものを発表。3人の講師の方に、それぞれ質問にお応えいただきました。

 【感想より】
 ●講師3人の方の話から、良い街をつくるための苦労がうかがえた。それぞれ特徴があり、改めて
 　街づくりの面白さを知った。武蔵野市についてもっと知りたい。武蔵野市はすごく良い街だし、
 　他にはないものをたくさん備えているので、それを生かした街になってほしいと思った。
 ●今日改めて感じたことは、講師全ての方が武蔵野市の活性化のために試行錯誤しながら、一
 　歩ずつ活動を行っているということです。イベントやさまざまな仕掛けをユーモア溢れる形で表現
 　し、メディア・マスコミをフル活用して、武蔵野市の認知度を高めよう、新たなスポットを実現させ
 　て人々の笑顔で溢れるような街にしようと努力されているのがとてもよく伝わりました。そして一
 　番強く感じたのは、一方的な街づくりの活動は成立せず、さらに成功することはあり得ないという
 　ことです。厳しい条件や苦労が多い中で、ここまでの成功につながったのは、人々のコミュニ
 　ケーションを大切にした結果だということです。私もこれまでの講師の方のお話から、人と人との
 　つながりや協力がとても重要なのだと改めて感じました。
　  時4後午～分03時2後午 ： 間時催開※
　  室教722 館号2学本 ： 場　　会※
　  授教治充 田栗 ： ）ーターネィデーコ（員教当担※
　  ※参 加 料無 ： 費
　  ※武蔵野地域自由大学の履修対象科目です。

　全学共通科目「街づくり未来塾Ⅰ・Ⅱ」は、主として武蔵境エリアを対象として、街づくりの課題を考察し、学習成果の発信媒体として、週刊紙『週刊
むさしさかい』を受講生グループによって編集・発行します。学生は、週刊紙制作の過程（テーマ選択・討論・取材・インタビュー・編集・プレゼンテーショ
ンという一連の作業）を通じて、確かな知的技法を身につけます。



武蔵野市との交流武蔵野市との交流
　大学の地元である武蔵野市と、教育・スポーツ・文化・街づくりなど様々な分野で、交流活動を
実施しました。

　市内近隣の小学校、中学校からの要望を伺い、教育やスポーツ支援に協力しています。

　職場体験学習の受け入れ要請を市内の3校からいただき、6月1日（水）～3日（金）市立第二中学
校、7月1日（水）市立第三中学校、7月13日（水）～15日（金）東京都立武蔵高等学校附属中学校
の生徒合わせて8名の職場体験学習を本学内で実施しました。
　また市立第二小学校から、総合的な学習の時間に大学見学をしたいとの要望があり、6月20日
（月）３年生生徒7名と保護者2名にキャンパスツアーを行いました。
　毎年行っている留学生別科の学生の市立桜野小学校訪問は、10月18日（火）に実施、小学生と
ゲームなどを通してふれあい国際交流を行いました。

　今年で3回目となる市立境幼稚園「亜細亜大学留学生と年少児が遊ぶ会」に本学の留学生4名
が協力しました。4歳の年少児12名と遊びを通してふれあい、子どもたちに外国の人との交流を体験
してもらいました。参加した学生は、中国・韓国からの留学生で、地図やプリントした国旗を使って、子ど
もたちに母国を紹介しました。室内でのゲームの後、園庭を駆け回って遊び、子どもたちは留学生のお
姉さんお兄さんと夢中になって遊んでいました。最後に園児から歌と手作りのレイ（首飾り）のプレゼン
トがあり、留学生も日本の子どもたちと遊ぶことができ本当に良かったと感想を寄せてくれました。

分03時2後午～時1後午）金（日12月01年32成平 ： 時　　日 
園稚幼境立市野蔵武 ： 場　　会 

　武蔵野市土曜学校「亜細亜大学経営学教室」（武蔵野市教育委員会主催）を7月9日（土）に開
館したばかりの武蔵野プレイスで開催しました。

分02時5後午～時1後午）土（日32月7年32成平 ： 時　　日 
 会　　場 ： 武蔵野市立「ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス」 4階「フォーラム」
 参 加 生年6～5学小 ： 者
 チ ー ム ： 6チーム（1チーム小学生約5名、指導学生1名）
 内　　容 ： CAPSプログラム
 　　　　　　（チームに分かれてぼうし販売会社を設立し、経営の仕組みを体験するシミュレーションゲーム）

 運　　営 ： AUSCPシニア・コミッティ（亜細亜大学学生）
　　　　　    夏目重美経営学部教授（指導教授）
 協　　力 ： ジュニア・アチーブメント ジャパン（教材提供）

　武蔵野市立第二中学校「学校公開＆道徳の授業地区公開講座」に吹奏楽団が講師として招か
れ、講話と演奏を行いました。講話は、主将（戸田雄人、法学部4年）が吹奏楽団の活動を通して培っ
た経験を元に、チームワークや主将の役割について、約10分平易な言葉を選んで生徒に語りかけま
した。演奏は、アンコールも含め7曲を楽器の説明など織り交ぜて、生徒をあきさせないよう工夫をこら
しました。

分03時2後午～分03時1後午）土（日7月5年32成平 ： 時　　日 
館育体 校学中二第立市野蔵武 ： 場　　会 

　毎年恒例の年末のスポーツイベントとして開催される「二・六中ブロックソフトバレーボール大会」
に、スポーツ振興と武蔵境地区の青少年と住民の交流促進のため、会場を提供しています。

時21前午～時01前午）土（日01月21年32成平 ： 時　　日 
館育体学本 ： 場　　会 

クッロブ中六・二会議協題問年少青市野蔵武 ： 催　　主 

その他スポーツイベント
 ●「一中フェスタ」にセパタクロー部が協力
 　（平成23年10月22日（土）武蔵野市立第一中学校）

 ●「平成23年 亜細亜大学少年剣道大会 ～第36回 大澤旗・学長杯・武蔵野市長杯・毎日新聞社
 　 杯争奪戦～」

　社聞新日毎・会友学学大亜細亜・学大亜細亜・市野蔵武 ： 援後、部道剣学大亜細亜 ： 催主（　 
 　 平成23年10月30日（日）亜細亜大学体育館）
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亜細亜大学留学生と年少児が遊ぶ会（境幼稚園）

武蔵野市立第三中学校 職場体験学習（学術情報課）

武蔵野市土曜学校 亜細亜大学経営学教室

武蔵野市立第二中学校 道徳の授業地区公開講座
吹奏楽団

二・六中ブロックソフトバレーボール大会

 教育・スポーツ支援活動



　市やコミュニティ団体が実施する街づくり、地域交流や国際交流イベント等のさまざまな活動に、学
生を中心に参加、協力しています。

第1回 西部コミセン「コミセンまつり」
　第1回西部コミセン「コミセンまつり」（西部コミュニティ協議会主催）が6月12日（日）に開催され、本
学学生が運営に協力、吹奏楽団がオープニングと体育室での演奏を担当しました。このお祭りは、昨年

。すでのもたれさ称改と」りつまンセミコ「し合統を）月9（」りつまいあれふ「と）月6（」りつまもどこ「のでま
　亜細亜大学ボランティアセンター・一般奉仕会『細流』・県人会の有志学生12名が運営に協力し、
特にこども向けのイベントで力を発揮しました。裏方としてもごみ整理などの心遣いに大変感謝していた
だきました。

時4後午～時01前午）日（日21月6年32成平 ： 時　　日 
ータンセィテニュミコ部西 ： 場　　会 

サンヴァリエ桜堤「夏まつり」
　サンヴァリエ桜堤「夏まつり」（サンヴァリエ桜堤自治会主催）に学友会有志学生41名が協力しま
した。朝9時に集合。テントの設営、盆踊りのやぐらの飾り付けから、模擬店の準備など、運営の主力と
してがんばりました。昼過ぎからスタートしたお祭りでは、準備したフランクフルトや焼きそば・綿あめ・かき
氷・ヨーヨーなど飛ぶように売れ、集まったたくさんの子どもたちと、スイカ割りや輪投げ、お菓子のつか
みどりなどのゲームコーナーで触れ合いました。特に子ども相手のゲームコーナーでは、亜大生のお兄
さんお姉さんが大活躍。子どもたちも思いっきりお祭りを楽しんでいました。
　ステージでは、午後2時半過ぎに應援指導部がチアリーディング・ブラスバンドの演奏・応援の様子
を見せました。午後4時半から軽音楽部が出演しましたが、2曲披露しただけで雨が降り出し、残念な
がら残りの曲をお聴かせすることができませんでした。
　午後7時の盆踊り終了後も、9時過ぎまで会場の後片付けを行い、猛暑の中、亜大生の若さとがん
ばりで地元のお祭りをしっかりサポートし、地元の方から感謝をいただきました。

時7後午～分52時1後午）日（日7月8年32成平 ： 時　　日 
園公央中堤桜エリァヴンサ ： 場　　会 

部楽音軽、部導指援應 ： 演　　出 
名8』流細『会仕奉般一、名33ータンセアィテンラボ学大亜細亜 ： 力協営運 

「さかい夜市」
　さかい夜市（武蔵境活性化委員会主催）に、應援指導部とTANZが出演、一般奉仕会『細流』も
運営に協力しました。このイベントは、武蔵境活性化委員会が東日本大震災による電力需要逼迫な
どが暗い影を落とす中、武蔵境で生活する人々の元気を取り戻すため、またイベントを通して人と人と
の絆を深めようと企画しました。
　ステージでは、應援指導部はブラスバンドとチアリーディングを披露、神宮球場での野球の応援を
再現して見せました。TANZは、電気を使用しないというイベントのため音楽を会場に流すことができ
ず、せっかくの勢いのあるダンスの魅力が半減してしまいましたが、準備に手間取る間もブーイング一
つなく、観客からは温かい拍手をいただきました。
　一般奉仕会『細流』は、模擬店「提灯・ケミカルライトの販売」「東北物産展」で販売にあたり、東北
の名産品に、思わず手に取る方も多く、義援金を増やそうと売り手の学生にも熱が入っていました。

時9後午～時4後午）土（日02月8年32成平 ： 時　　日 
庭中 舎校１第 学大学科命生医獣本日 ： 場　　会 

ZNAT、部導指援應 ： 演　　出 
名6生学』流細『会仕奉般一 ： 力協営運 （模擬店での販売）

「栄村物産展inむさしの」
　一般奉仕会『細流』が、東日本大震災翌日の3月12日に震災にあった長野県栄村復興支援プロジェクト
として栄村の特産品による物産展を企画し、武蔵野青年会議所「武蔵野まんなか夏祭り」、武蔵境自動車
教習所「サマーフェスティバル」に出店しました。いずれのイベントでも完売の成果をあげ、作成した栄村をア
ピールするパネルもたくさんの方に関心を持ってご覧いただきました。売上は、栄村に全額寄付しました。
 「武蔵野まんなか夏祭り」武蔵野青年会議所主催

時6後午～時01前午）土（日72月8年32成平 ： 時　　日 
園公民市のしさむ ： 場　　会 

 「サマーフェスティバル」武蔵境自動車教習所主催
時8後午～時3後午）土（日72月8年32成平 ： 時　　日 

所習教車動自境蔵武 ： 場　　会 

さかい夜市 TANZ

さかい夜市 一般奉仕会『細流』 さかい夜市 應援指導部

武蔵野市との交流
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サンヴァリエ桜堤「夏まつり」 應援指導部

サンヴァリエ桜堤「夏まつり」 輪投げサポート

一般奉仕会『細流』 
栄村物産展（武蔵野まんなか夏祭り）

トーポサ作工工木 」りつまンセミコ「 ンセミコ部西

 市やコミュニティ団体のイベントへの参加協力



武蔵野市との交流

●❾

西部コミセン文化祭 漫画研究会＆写真部

境南コミセン文化祭 TANZ

武蔵境舞祭 花笠踊り

武蔵境ピクニック ステージ転換（太鼓の搬出） 武蔵境ピクニック TANZ

武蔵境舞祭 準備作業 武蔵境舞祭 ガムラン研究会

武蔵境ピクニック 吹奏楽団

武蔵境ピクニック チアリーダー

「第5回 武蔵境ピクニック －祝武蔵野プレイス・境南ふれあい広場公園オープン記念－」
　「武蔵境ピクニック」（武蔵境ピクニック実行委員会主催）は、スタンプラリーショッピングとそのゴー
ルとなるイベント会場（境南ふれあい広場公園）でのステージや模擬店などからなり、武蔵境をスタン
プラリーと買物をしながら歩いて回ってもらい、気に入ったお店やまちの風景に新しい魅力を発見して
もらおうというものです。
　本学は実行委員として協力し、当日のイベントには「吹奏楽団」「TANZ（ジャズダンスチーム）」「應
援指導部チアリーダー」が出演しました。また、本学有志学生6名が、会場設営やごみの分別など運
営のお手伝いをしました。エコ推進の一助に、今回もグリーンハウス（本学学生食堂）のリユース食器
を使用し、食器の回収も学生が行いました。

時4後午～時01前午）土（日01月9年32成平 ： 時　　日 
 イベント会場 園公場広いあれふ南境 ： 

部導指援應、ZNAT、団楽奏吹 ： 演　　出 
 ： 力協営運 一般奉仕会『細流』学生3名、亜細亜大学ボランティアセンター学生1名、学友会学生2名

 　　　　 、収回の器食スーユリ、け付片の類器楽・グンィテッセのジーテス）容内（  
 　　　　   　　　イベント終了後の後片付け（テント・ステージの解体等）

「第8回 武蔵境舞祭」
　9月17日(土)、「第8回武蔵境舞祭」（武蔵境駅前商店街協同組合主催）が開催され、本学の学
生が総勢81名で参加しました。午前11時から学生10名でステージやテントの設営をはじめ、太鼓な
どの運搬に協力しました。祭り終了後は、素早くテントの撤収等を行い、祭りの成功に協力しました。
　イベントには、運営に協力した学生も含め学友会有志68名が花笠踊りに出演しました。2連に分か
れ、緑色の亜細亜大学はっぴチームは県人会の学生、黄色の亜細亜大学Tシャツチームはその他の
有志学生で構成しました。みなこの日のために事前の練習会にも欠かさず参加し、ひときわ元気なか
け声と踊りで会場を盛り上げました。その後、ガムラン研究会が恒例となったガムランの演奏やバリの
踊りを行い、祭りの最後を飾りました。

時7後午～時2後午）土（日71月9年32成平 ： 時　　日 （イベントは午後5時まで)
 　　　　 分04時5後午～時11前午〕力協営運〔  

り通ぷっきす ： 場　　会 
名31会究研ンラムガ〕ンラムガ〔、名86生学志有会友学〕り踊笠花〔 ： 演　　出 

名1部本連文、名3会合連会人県、名6会員委行執央中会友学 ： 力協営運 

「第25回西部コミセン文化祭」
　西部コミュニティセンターの文化祭に、文連本部の学生10名が裏方として運営に協力しました。文
化祭前日の28日（金）から手伝いに入り、当日はステージの裏方として活躍しました。今回は展示部門
に漫画研究会と写真部が出品し、バラエティに富んだ作品群で会場を彩りました。また、文連祭（本
学文化系学生団体の発表会）を紹介する写真も展示したのですが、興味深げにじっくりご覧くださる
方もいて、直後に開催したアジア祭（本学文化祭）に足を運んでくださる方もいらっしゃいました。

時6後午～時01前午）日（日03～）土（日92月01年32成平 ： 時　　日 （最終日は午後3時）
ータンセィテニュミコ部西 ： 場　　会 （亜細亜大学展示は地下体育室）

「第32回境南コミセン文化祭」
　『この町がすき、人がすき』をテーマに、11月5日（土）～6日（日）、境南コミュニティセンターで文化
祭が開催され、2回目の出演となるTANZがジャズダンスを披露しました。ダンスのテーマはハロウィン。
カボチャのお化けや黒猫に扮して、かわいくて楽しいダンスで子どもたちを惹きつけ、最後にはマイケ
ル・ジャクソンのSmooth Criminalで大学生らしいテクニックを駆使したダンスもお見せしました。

分52～分01時2後午）日（日6月11年32成平 ： 時　　日 
ータンセィテニュミコ南境 ： 場　　会 
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市民と市長のタウンミーティング

武蔵境イルミネーション2011点灯式 軽音楽部

武蔵境JAZZ SESSION 軽音楽部

むさしの国際交流まつり 多文化体験ミュージアム

関前コミセン30周年記念コンサート 吹奏楽団

「関前コミセン30周年記念コンサート」
　11月12日（土）、関前コミュニティセンター開館30周年記念イベント（関前コミュニティ協議会主
催）として、関前南小学校吹奏楽クラブと亜細亜大学吹奏楽団のジョイントコンサートが開催されまし
た。関前南小、亜細亜大学それぞれの演奏の他に、小学生・大学生が一緒に演奏する曲もあり、市
民の方から盛大な拍手をいただきました。

分03時3後午～分03時1後午）土（日21月11年32成平 ： 時　　日 
館育体校学小南前関 ： 場　　会 

「むさしの国際交流まつり 2011 －武蔵境からひろげよう 多文化の和！－」
　武蔵野市国際交流協会が主催する年に一度の国際交流のお祭りに、本学からも学生ボランティア
が参加し、地域の方、外国の方、スタッフとふれあいながら、異文化理解を広げるお手伝いをしました。

　時5後午～時11前午）日（日02月11年32成平 ： 時　　日 
ルビグンイス ： 場　　会 

 協力学生：学友会中央執行委員会7名、県人会連合会3名、体育会本部1名
 ＜協力の内容紹介＞
 安全パトロール隊：スイングビルの前で交通整理をするなど、参加者の安全に気を配る。
 メッセージ・アース：まつりの感想や東日本大震災被災地への応援メッセージを呼びかける等。

「武蔵境イルミネーション2011 －祝 武蔵野プレイス完成－」
　4年目となる武蔵境イルミネーション（武蔵境商店会連合会イルミネーション委員会主催）の点灯
式に、吹奏楽団と軽音楽部が出演しました。今年は、LED電球を50％削減し、イルミネーション会場も
武蔵野プレイス前の境南ふれあい広場公園のみとなり、イベントも点灯式だけですが、模擬店に、たく
さんの出し物、そして本学吹奏楽団と、軽音楽部は2バンドも出演し、会場を華やかに盛り上げました。

）日（日92月1年42成平～）土（日62月11年32成平 ： 間期灯点 
 点 灯 時7後午～分03時11前午）土（日62月11年32成平 ： 式

園公場広いあれふ南境 ： 場　　会 
部楽音軽、団楽奏吹 ： 演　　出 

「武蔵野市消防団出初式」
　毎年最初の依頼は消防団の出初式となっており、今年もひときわ寒さ厳しい中、吹奏楽団の学生
が凍える指を暖めながら、それでも演奏で明るく年の初めを祝いました。

時21前午～時01前午）日（日8月1年42成平 ： 時　　日 
園公央中野蔵武立都 ： 場　　会 

「第42回 市民と市長のテーマ別タウンミーティング」
　「学生と語る武蔵境のまちづくり」をテーマとしたタウンミーティングに、武蔵境の大学を代表して、本
学から学友会中央執行委員と、地域のイベントに参加している学生団体の役員など約20名が参加
し、学友会中央執行委員会学外副委員長2名が司会進行を担当しました。学生は、自らの活動を紹
介し、学生の眼から見た通学・生活圏としての武蔵境について、日頃不便に感じていること疑問に感
じていることを発表し、邑上市長も駅前や周辺道路の整備、自転車駐輪場の計画などで応えつつ、
学生の街として武蔵境の街おこしをするためには、「学生（高校生・大学生）のための宿泊研修施設
が必要」等の学生の意見に大きく頷いていました。

分04時8後午～分03時6後午）木（日61月2年42成平 ： 時　　日 
スイレプ野蔵武 ： 場　　会 

「第9回 武蔵境JAZZ SESSION」
　「第9回武蔵境JAZZ SESSION」（武蔵野市、武蔵境商店会連合会主催）に、本学から軽音楽
部を代表して亜細亜カルテットが出演しました。武蔵境JAZZ SESSIONは、武蔵野市による武蔵境
地域の恒例イベントとして毎年、武蔵野にゆかりのあるプロやアマチュアの演奏家が出演して行われ
るジャズコンサートです。軽音楽部は3年連続の出演で、学生とは思えない質の高い演奏に定評をい
ただきつつあります。

時8後午～時2後午）土（日52月2年42成平 ： 時　　日 
ルーホグンイス野蔵武 ： 場　　会 

「第7回 西部コミセンスプリングコンサート」
　西部コミセンのスプリングコンサート（西部コミュニティ協議会主催）も7回目となり、今回は、趣向を
変えてガムラン研究会によるコンサートを行いました。

時3後午～時2後午）日（日11月3年42成平 ： 時　　日 
ータンセィテニュミコ部西 ： 場　　会 
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西部コミセン年末大掃除

地域交流懇談会

マナー向上キャンペーン

市内一斉清掃

　平成20年3月に開店し3年間の活動をもって、平成23年3月に閉店したコミュニケーションカフェ
「こもれび」の後継企画として、宇佐見義尚経済学部准教授のまちづくりゼミの学生を中心とした新し
いメンバーで「A-café」を開店しました。12月から1月までの6回限りのオープンですが、亜細亜大学生
の地域活性化への挑戦に、ご近所の常連もでき、たくさんの方にご来店いただきました。
　開店には武蔵野市、武蔵野市商店会連合会、富士見通り商店会等の支援をいただき、店内の展
示には銀青会や写真部、展示・フリーマーケットにはビジュツ部や留学生、AUSCP （Asia University 
Student Company Program)、イベントには映画研究会による新作短編映画の上映など、学内外の
たくさんの方のご協力により、毎回楽しいイベントを催すことができました。お客様から来年度もぜひ開
店して欲しいとの要望もいただき、短い間でしたが盛況の内に終了いたしました。

」見士富どんらトーハ「オジタスィテニュミコ ： 所　　場 （富士見通り）
日91、日21月1年42成平、日22、日51、日8、日1月21 ： 時日店開  各木曜日

 　　　　  午後0時～午後5時（最終日は午後4時まで）
 イベント  月21）回1第（ ：  1日 オープニングイベント
 　　　　  （第2回）12月  8 」展術美＆ーデ国中「 日
 　　　　  （第3回）12月15 展別特災震大本日東「 日 （現地からの報告）＆日本文化展」
 　　　　  （第4回）12月22 」スマスリク「 日
 　　　　  （第5回）  1月12 会映上画映「 日 （亜細亜大学映画研究会）」
 　　　　  （第6回）  1月19日 クロージングイベント

　学生の自治組織である学友会は、昭和52年から地元武蔵境で清掃活動を続けています。通学路
を清掃することで日頃お世話になっている地域社会へ少しでも貢献できればと、学生の自主活動とし
て行っています。
「倫理美化運動」（学友会中央執行委員会主催）

32成平 ： 程　日 年  7月16日（土）187名参加
  　　　  平成23年12月17日（土）194名参加
　学生・教職員によるマナー向上キャンペーンを実施しています。学生の環境意識を喚起するとともに、
清潔な街づくりの一助となるように、キャンパス、周辺の市道、武蔵境駅からの通学路を清掃しています。
「亜細亜大学マナー向上キャンペーン」（学生センター主催）
 日　程：平成23年4月25日（月）～28日（木）
「マナーキャンペーン」（学友会主催）
 ）金（日22～）月（日11月7年32成平 ： 程　日
  　　　  平成24年1月10日（火）～20日（金）
　市が主催する「ごみゼロデー」「市内一斉清掃」などに学生・教職員が自主的に参加しています。日
程が「体育祭」「入学試験」と重なり大々的に参加できませんでしたが、11月の「市内一斉清掃」に
は、約100名の有志学生が参加しました。また、隣接する公共施設では、学生団体が使わせていただ
いている感謝を込めて大掃除に参加し、天井に引っかかったバドミントンのシャトルコックを大量に回
収したり、書籍の搬出や階段の水洗いなどの力仕事にパワーを発揮しました。
「市内一斉清掃」
 時01前午～時9前午）日（日72月11年32成平 ： 時　　日 （約1時間）

「西部コミュニティセンター年末大掃除」
時21前午～時01前午）日（日4月21年32成平 ： 時　　日 

名1』流細『会仕奉般一、名2部術美、名5会合連会人県 ： 生学力協 

　本学のある武蔵野市・武蔵境周辺の地域で街づくりに携わる方 と々の相互理解と協力関係の促進を
図り、新たな出会いが地域活性化につながることを目的として、「地域交流懇談会」を開催しています。ま
た本学は、開かれた大学づくりに努めており、本学に対するご意見ご要望を伺う貴重な機会として毎年開
催しています。
　今回で23回目となる地域交流懇談会に、邑上守正武蔵野市長、清原慶子三鷹市長、武蔵野地域自
由大学で共に連携を進めている武蔵野地域五大学学長など、225名の地元の方をお迎えしました。学
長より日ごろの感謝を伝えると共に、「グローバル社会を学ぶ世界一楽しい学科」として来年度本学が開
設する「国際関係学部多文化コミュニケーション学科」を永綱憲悟国際関係学部長が紹介しました。ま
た、学生が行った東日本大震災被災者に対する募金活動へのご協力に感謝し、被災地東北での学生
のボランティア活動をまとめた『東日本大震災ボランティア活動報告書』について義援金とするために販
売していることなど紹介しました。ご来場の方々に、会場に持参しました報告書19冊をお買いあげいただ
き、9,500円を募金に追加することができました。本学教職員も地域の皆様の輪に入り、貴重なお話を伺
うと共に、本学活動を紹介することができました。

時8後午～時6後午）水（日91月01年32成平 ： 時　日 
ンロサーボンイレ階11ルーホグンイス野蔵武 ： 場　会 

名522 ： 者加参 

 「A-café」 亜細亜大学生によるコミュニティカフェ

 市内清掃活動

 地域交流懇談会
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花の通学路花植え（武蔵野市青少年問題協議会
桜野地区

武蔵野市寄付講座 修了式

武蔵野地域五大学共同講演会 安田彰教授

武蔵野地域五大学共同教養講座 小林天心教授

◆武蔵野地域自由大学
　武蔵野地域自由大学は、武蔵野市と地域の五大学（亜細亜大学、成蹊大学、東京女子大学、日
本獣医生命科学大学、武蔵野大学）との連携による自由で継続的に学べる生涯学習の場で、亜細
亜大学はこの事業に積極的に参画しています。
　自由大学生は、武蔵野地域五大学が開講する正規科目、公開講座、講演会及び武蔵野市が主
催する寄付講座、共同講演会、共同教養講座などが受講でき、受講講座数によって自由大学独自
の称号記（学位）が授与されます。入学資格は、18歳以上の武蔵野市在住・在勤、西東京市・杉並
区在住の方です。

◆武蔵野市寄付講座
　武蔵野市からの寄付金を受け、市民聴講生と学生が同じ教室で共に学ぶ講座です。

講特養教代現 ： 名座講 （外食産業の新動向）
日42月1年42成平～日72月9年32成平 ： 間　期 （修了式） 各火曜日（全15回）

授教部学営経 郎太信木茂 ： ータ―ネィデーコ 
名022 ： 生講受 （市民聴講生32名）

◆武蔵野地域五大学共同講演会
　五大学による連続講演会です。基調講演と五大学各1回の講演（全6回）が行われます。
　平成23年度の統一テーマは、「ともに学び、つなぎあう ひと・まち・文化 PartⅡ」です。

時4後午～分03時2後午）金（日12月01年32成平 ： 時　日 
－る返り振を史歴の旅と人－ 行旅と旅 ： 題　演 

授教部学営経 彰田安 ： 師　講 
名041 ： 者加参 

◆武蔵野地域五大学共同教養講座
　五大学がそれぞれのテーマで４講座ずつを受け持つ、全20回の連続講座です。

日曜土各 日62、日91、日21、日5月11年32成平 ： 時　日 
 　　　   午後1時30分～午後3時

授教部学営経 心天林小、授教部学営経 彰田安 ： 師　講 
名542）計累（、名06約）回各（ ： 者加参 

　この協議会はＪＲ中央線立体交差化に伴う武蔵境駅舎と駅前広場について、武蔵野の名にふさ
わしい景観と文化的都市に必要な利便機能を備えた駅舎並びに駅前広場の建設にあたり、市民や
駅利用者の声を集約し、協議・提案するものです。本学では、この協議会に委員を派遣するなど、積
極的に会に参画しています。
 【総会】    【活動報告会】
 平成23年7月8日（金）  平成23年12月9日（金）

ルビグンイス ： 場会  ルビグンイス ： 場 会 
 【駅広部会】    【東日本大震災募金活動】

）土（日9～）金（日8月4年32成平 ： 間期  ）月（日11月4年32成平 
辺周駅境蔵武 ： 場会  ）火（日82月6年32成平 （南口、北口）

所務事発開境蔵武 ： 場会  名2生学 ： 力協 （学友会）、職員1名

　「わくわく元気な街 武蔵境」をスローガンとして2009年に発足した、武蔵境活性化委員会には、地元商店会・地元住民の方だけでなく学生をはじ
めとした大学組織、病院、銀行、生産農家といった多方面から多くの人が参加しており、一丸となって武蔵境の活性化に取り組んでいます。今年度
は、初めて「さかい夜市」という夏祭りを実施しました。
　本学では、この委員会に学生と教職員が参加し、武蔵境の活性化に積極的に協力しています。
「広報部会」 生大亜 ： 加参員委

メ心中が生大亜、に」トクェジロプ）いかさいい（iiakasiiーパーペーリフ「るす信発を力魅の境蔵武、し行刊をーパーペーリフるえ伝を」人「の境蔵武　
ンバーとなって企画・取材・制作を行っています。
「教育部会」
　次代を担う子供たちに「緑と水のまち、武蔵境」の自然に触れ、環境・食の大切さを感じてもらう「ア
グリ体験プロジェクト」と、そこで収穫された唐辛子を使った旨辛・激辛メニューを武蔵境の多くの店舗
で開発し販売することで地域活性化を図る「さかいHOTほっとプロジェクト」に、本学学食も参加して
います。
「自然部会」 部 会 師講勤常非学大亜細亜人中田 ： 長
「商店部会」 部 会 授教准部学済経尚義見佐宇 ： 長
「健康部会」 員職学大亜細亜 ： 加参員委
　上記の活動の他にも、地域の協議会等に参加し、地域の街づくり活動に積極的に参加しています。
桜野地域福祉活動推進協議会（桜野地域社協）、西部コミュニティ協議会、武蔵野市青少年問題協
議会桜野地区

 武蔵野地域五大学

 武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会

 武蔵境活性化委員会



三鷹市との交流三鷹市との交流
　本学では、隣接する三鷹市ともさまざまな交流を持ち、教育研究の充実や生涯学習の機会拡
大に参画・協力しています。

　三鷹ネットワーク大学は、教育・研究機関と協働して、市民により高度な生涯学習の機会を提供し、
市民の知的満足度の向上をはかるとともに、市民が地域で活躍するための様々な知識や手法を提供
することで、協働のまちづくりをすすめ、より豊かで安心できる市民生活の実現をめざしています。加盟
している18の教育・研究機関（正会員）は、三鷹ネットワーク大学の3つの機能（教育・学習機能、研
究・開発機能、窓口・ネットワーク機能）を発揮するため協力しています。本学は、三鷹ネットワーク大学
に理事会員（正会員）として加盟しています。

 【平成23年度開催講座】
 亜細亜大学、アジア・国際経営戦略学会、アジアコンテンツビジネス研究会共同企画講座
 「真価が問われる日本企業のアジア展開 －アジアとの共生で日本再起動－」

日曜水 回1月毎 月3年42成平～月7年32成平 ： 程　日 （3月のみ2回 全10回）

分03時8後午～時7後午 ： 間　時 
学大クーワトッネ鷹三 ： 場　会 （三鷹駅前協同ビル3階）

名01 ： 員　定 

 三鷹ネットワーク大学

高島 大浩氏

飯高 敏弘氏

会場の様子（第3回）

鄭 林根氏

三橋 秀彦 国際関係学部准教授

第10回
（3月14日） 10

『TPPとアジアの経済統合』
石川　幸一（本学アジア研究所教授）

第9回
（3月7日） 10

『中堅・中小企業の中国・アジア展開論』
香山　俊巳（株式会社ケイズビュー代表取締役、アジアコンテンツビジネス研究会副会長）

第8回
（2月15日） 9

『成長するアジア市場と日本の国際競争力を考える』
安登　利幸（本学大学院アジア・国際経営戦略研究科教授）

第7回
（平成24年1月11日） 10

『変わる中国、変わらない中国』
容　應萸（本学経営学部教授）

第6回
（12月7日） 14

『中国の経営者群像 －世代論の視点から－』
三橋　秀彦（本学国際関係学部准教授）

第5回
（11月16日） 9

『中国経済の動向及び東日本大震災後の日中投資の展望』
鄭　林根（有限責任監査法人トーマツ中国室）

第4回
（10月12日） 12

『中国「辺境」地域の産業開発と日本企業』
西澤　正樹（本学アジア研究所教授）

第3回
（9月7日） 16

『中国市場でのベンチャー展開』
飯高　敏弘（株式会社i.project代表取締役社長、アジア・国際経営戦略学会副会長）

第2回
（8月10日） 15

『タイと共に生きる日系企業 －混乱するタイの政局をどう見極めるか－』
高島　大浩（日本貿易振興機構（ジェトロ）総務部秘書室長）

第1回
（7月20日） 18

『激動期における中国事業戦略の新展開』
池島　政広（本学大学院アジア･国際経営戦略研究科委員長）

回次（日付） 『演題』講師（役職） 参加人数
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　武蔵野市以外で、学生のクラブ活動を中心として、さまざまなボランティア活動や街おこしイベント
に参加しています。また学内外で地域を限定しない教育支援活動等を展開しています。総合運動場
等を有した日の出キャンパスのある日の出町では、行政との交流の他、日の出町商工会との交流活
動を実施しています。

】町出の日【 店出の店擬模のへ祭育体
　平成23年6月5日（日）、第52回体育祭が開催され、恒例となった日の出町商工会ならびに商工会
商業部会員とのタイアップによる模擬店を出店しました。模擬店参加は6店に増え、メニューもバラエ
ティに富んだものとなりました。定番となったビーフカレー、ぶっかけうどん、そして弁当、おにぎり、サンド
イッチのランチ3強のほかに、唐揚げ、焼き鳥、つるつる温泉からお焼きや冷やしトマトといった日の出
産直の味も出揃い、学生もお店の方と会話を交えあれこれ選んで楽しそうでした。協力していただいた
日の出町商工会の皆さまに感謝します。

】町出の日【 スニテンプーオ子女際国学大亜細亜・スニテンプーオ際国学大亜細亜
　毎年3月に約１ヶ月間の国際テニス大会を、硬式庭球部・アジア女子ローンテニス部の学生が主催し
ています。大会開催にあたって日の出町から後援をいただき、地元企業をはじめ様 な々方の協力をいただ
いています。
　「亜細亜大学国際オープンテニス・亜細亜大学国際女子オープンテニス」は、世界ランキングを得るた
めに必要なATPポイントを取得でき、若手選手の登竜門となる国際大会です。テニス部の学生が役割分
担し、手作りで運営するという、国際テニス大会としては非常に特徴のあるものとなっています。
　「亜細亜大学国際テニス大会2012チャリティーテニスクリニック ズ
球部堀内監督・森コーチを講師として、硬式庭球部・アジア女子ローンテニス部の学生がアシスタントを
務め、参加費を大会運営費用とするだけでなく、テニスを通して様 な々人と交流したいという思いから、大
会を始めたときから続けています。

】町出の日【 会員委）業事光観き歩町（業事ムーキスージナシ町出の日
　日の出町で、本学の専門分野を活かし観光・商工業振興などを通じて、まちづくりに協力しています。
日の出町シナジースキーム事業（町歩き観光事業）は、平成20年度に東京都に採択され、今年度は本
事業の周知・関連機関との連携の強化を目指し、2種類のガイドブック（日の出町の特産物編、年中行事
＝歳時記編）を追加発行し、「語り部と歩こう会」等を実施しました。
　本学では、日の出町シナジースキーム事業委員会に発足当初の平成18年度より委員を派遣し、今後
もまちづくりに協力してまいります。

 【平成23年度の活動】
 「日の出つるつるガイドブック」（日の出町の特産物編、年中行事＝歳時記編）追加発行
 「語り部と歩こう会」
 「地域資源看板」掲示、「人気投票」実施、「日の出語り部ティッシュ」配布

 【委員会の実施状況】
 平成23年6月20日（月）第1回シナジースキーム事業委員会
 平成24年3月 8日（木）シナジースキーム事業委員会・語り部事業推進委員会合同会議

ザラプンーリグでのひ ： 場会 

】市京東西【 」りつま夏ンデーガーィヴ「
　西東京市の大規模集合住宅ヴィーガーデンが、入居後半年を契機に住民と地域との交流を目的
とした夏まつりを企画し、亜細亜大学に協力の要請がありました。初めてのイベントということで主催者
（ヴィーガーデンクラブ）にもとまどいが多かったと思いますが、本学から学生89名、職員1名が運営や
ステージに協力し、多大な感謝をいただきました。

時6後午～分05時01前午）日（日42月7年32成平 ： 時　　日 
庭中 スンデジレ・ザ ンデーガーィヴ ： 場　　会 

」流細「会仕奉般一、会人県、会員委行実祭アジア、会員委行執央中会友学 ： 力協営運 
   8名（受付、飲料・ポップコーン・野菜販売、案内誘導）

団楽奏吹 ： 演　　出 （パレード＋演奏、アンサンブル演奏）
   軽音楽部「ヤマジュントリオ」「まいちゃんズ」
   ガムラン研究会

その他の地域交流活動その他の地域交流活動
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体育祭 模擬店に集う学生

ヴィーガーデン夏まつり 吹奏楽団

ヴィーガーデン夏まつり 軽音楽部

ヴィーガーデン夏まつり ガムラン研究会

ヴィーガーデン夏まつり
エントランスホールでのポップコーン販売

 ボランティア・教育支援活動等



】市京東西【 」りつま民市京東西回11第「
　「第11回西東京市民まつり」（西東京市民まつり実行委員会主催）に、本学から3団体が出演しま
した。例年と同じく吹奏楽団がパレードとステージ演奏を披露したほか、今回は軽音楽部とTANZも参
加し、会場を大いに盛り上げました。

時4後午～時01前午）土（日21月11年32成平 ： 時　　日 
   平成23年11月13日（日）午前 9時～午後3時30分

園公森のいこい京東西 ： 場　　会 
ドンバ2部楽音軽）土（日21 ： 演　　出 （パフォーマンス・ストリート演奏）、TANZ（野外ステージ　ジャズダンス）

   13日（日）吹奏楽団（パレード＋野外ステージ 演奏）

「エコキャンプ in 高尾 ～今年の冬はキャンプでエコ体験～」（社会教育主事課程履修生）
　社会教育主事課程の履修生が、毎年企画立案、実施している地域の子どもたちを対象にしたイベ
ントです。今回は1泊2日で子どもたちにエコについて楽しく学んでもらうという企画をたて、子どもたち
はキャンドルづくりや自転車発電などに挑戦しました。また子どもたちは、スタッフの大学生と一緒にテ
ントをたて、自分たちで作ったカレーをみんなでテーブルを囲んで食べ、初めての仲間と同じテントで身
を寄せ合って眠るという体験を通して社会性へのスタートが切れたと思います。

）日（日4～）土（日3月21年32成平 ： 時　　日 
  12月3日（土）午後1時集合～4日（日）午後1時解散（境南ふれあい広場公園）

ジッレビくわくわ森の尾高 ： 場　　会 
 参 加 名02等生学中に心中を生学小 ： 者

東日本大震災支援活動
　東日本大震災後の1年、学内においても様 な々支援活動が行われました。まずは募金活動に動きだ

前駅境蔵武し加参が生学の名05に）日3～日2月4（」動活金募金援義災震大本日東「催主会友学、し
で100万円以上の義援金を集めることができました。学友会は、「武蔵野市東日本大震災募金活動」に
も協力し、亜細亜大学ボランティアセンターなどの学生団体による募金活動も4月末まで行われました。
　6月には、ホスピタリティ・マネジメント学科の学生有志約90名が、宮城県で瓦礫の撤去、ヘドロの排出
等のボランティア活動を行いました（6月16日～18日）。その成果は、「東日本大震災ボランティア活動報
告書」(虹有社刊)としてまとめられ、1冊500円で販売し、売上金はすべて被災地へ寄付しています。地域
交流懇談会や公開講座等でも紹介し、たくさんの市民の方に買い求めていただきました。
　学生センターでは、被災地を支援する活動、被災地でボランティア活動に参加する学生への支援、被
災地出身の本学学生の修学支援を目的として、学生による「東日本大震災支援委員会」を設置しまし
た。この支援委員会は、被災地の情報収集、そこで何が求められているか、何ができるかなど、学生間で
の意見交換を通じ「被災地支援やボランティア活動に参加する学生支援、被災地出身の本学学生の
支援」を行っています。活動の手始めとして、福島県立いわき総合高等学校から要望のあった加湿器を
贈りました。また委員3名は、日本財団GAKUVOが募集したチーム『ながぐつ』プロジェクト岩手県遠野市
のプログラム（2月10日～14日）に参加するなど意欲的に続けられています。

その他ボランティア・イベント
 ●ガムラン研究会出演「深大寺鬼燈まつり」「三鷹国際交流フェスティバル」
 　　　　　　　　　　「神田外語大学スピーチ･コンテスト」
 ●吹奏楽団出演「西東京市立向台小学校」「小金井なかよし市民まつり」
 ●留学生会主催「国際交流パーティー」

その他の地域交流活動

第11回西東京市民まつり 吹奏楽団
エコキャンプin高尾 
自分たちのテントは自分たちで

エコキャンプin高尾 自転車発電に挑戦

東日本大震災義援金募金活動

国際交流パーティー

第11回西東京市民まつり 軽音楽部

第11回西東京市民まつり TANZ
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学生団体地域交流活動連絡会
　地域でボランティアやイベントへの出演を行っている学生団体（学友会・クラブ・サークル）の代表
者との意見交換会を実施しました。前期1回、後期1回、計2回開催し、それぞれの期間における活動
を振り返り、意見・要望を聴取しました。
　2回目の連絡会では、学生団体の役員交代を踏まえ、新役員の顔合わせと引き継ぎを目的とし、来
期に向けての抱負も述べてもらいました。

分03時7後午～分55時5後午）火（日91月7年32成平）回1第（ ： 時　　日 
   （第2回）平成24年1月16日（月）午後5時50分～午後7時40分

室議会3第）回2第（、室議会1第）回1第（ ： 場　　会 
、会員委行執会合連化文術学、会員委行執央中会友学 ： 体団加参 アジア祭実行委員会（第1回のみ）、

   県人会連合会、一般奉仕会「細流」、亜細亜大学ボランティアセンター、應援指導部
　　　　　　  吹奏楽団、軽音楽部、ガムラン研究会、TANZ（第2回のみ）、写真部（第2回のみ）

名02）回1第（ ： 数人加参 （学生17名、地域交流課職員3名）
   （第2回）23名（学生20名、地域交流課職員3名）

 
　本学では、開かれた大学を目指し、以下のような公開講座等を実施しています。

◆アジア研究所公開講座（全5回）
　本学アジア研究所が、内外から専門の講師を招き、アジアに関する最新テーマを取り上げ講義します。

◆セミナー「アジア・ウォッチャー」
　アジア研究所の主催で、年４回程度開催します。アジアの社会・言語・文化・政治・経済の変化や
社会情勢などから、タイムリーな話題を取り上げて講演します。
◆現代市民法講座（全3回）
　身近な生活にかかわるさまざまな法律問題を取り上げて講義します。法学部が主催しています。

◆トップマネジメント特別講義（全6回）
　経営学部の授業科目で、企業の第一線で活躍中の経営者を講師に迎えて行う講座です。

◆ホスピタリティマネジメント特別講義（全6回）
　ホスピタリティ・マネジメント学科の授業科目で、ホテル、フードサービス、ツーリズム、パッセンジャー
サービス、そしてクラブマネジメントの各領域から第一線を担う方 を々講師としてお招きします。

◆日本経済の現状と展望（全12回）
　経済学部の授業科目で、企業の幹部や主要官庁から講師を迎えて行う講座です。現実経済のダ
イナミックな動きを直接感じることができる貴重な講義として好評を得ています。

◆インターナショナル・フォーラム（全11回）
　国際関係学部の授業科目で、講師に国際機関、外務省、NGO、マスコミ関係等の現場で活躍し
ている専門家を招いています。

◆ドラッカー学会寄附講座（全9回）
　ドラッカー学会の社会貢献活動として、21世紀の産業界を担う未来のビジネス・リーダーを育成す
ることを目的としており、ドラッカー学会からの講師が登壇します。

◆1日テニスクリニック
　地域の方 と々の交流の一環として開催しています。日の出キャンパスのテニスコートで、大学テニス
界では最高レベルを誇る本学テニス部の現役部員とコーチングスタッフが、参加者のレベルに合わせ
た効果的なレッスンを行います。

◆各種講座 
　語学講座は、最高の資格を有する大学教員及びネイティブ講師がきめ細かく丁寧に指導します。
『ホームヘルパー』養成講座は、修了すると「ホームヘルパー2級課程修了証」「障害者（児）ヘル
パー2級修了証」を取得でき、『ガイドヘルパー』養成講座は、修了すると東京都知事指定の「全身性
障害者移動支援従業者研修修了書」と「視覚障害者移動支援従業者研修修了書」が交付されます。また、資格取得だけではなく、聴覚障害者を
講師に経験談を聞きその生き方に触れる『手話特別講座』もあります。
　『語学会話講座』（英語、中国語、韓国語）、『福祉関係講座』（ホームヘルパー、ガイドヘルパー、手話）、『司書講習』

◆その他の受講制度
　単位の修得を目的とした「科目等履修生制度」、単位の認定なしで正規の授業科目を学生と共に学ぶ「社会人聴講生制度」があります。

◆AUAP・ＡＵＧＰ
。すでムラグロプるす学留間月か5にカリメア、しと的目を」見発新の己自「」解理化文異「」得習の語英たき生「、は）PAUA（ムラグロプカリメア学大亜細亜　

亜細亜大学グローバルプログラム（AUGP）は、11カ国11大学の留学先の中から、自分の興味ある地域・言語を学ぶことができる3～5週間の留学プログラ
ムです。この留学プログラムには一般の方の参加も可能です。

その他の地域交流活動

ホスピタリティマネジメント特別講義 若松 貴司氏
（常磐興産（株）スパリゾートハワイアンズ）

インターナショナル・フォーラム 廣田 恵子氏 
（日本自動車研究所 研究員、卒業生）

第1回学生団体地域交流活動連絡会

第2回学生団体地域交流活動連絡会

 公開講座等
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　銀青会は、本学受講制度修了者による会です。会報の発行など会員相互の活動の他、公開講
座、ビデオ鑑賞会など一般市民に公開した活動を定期的に学内で行っています。

 【平成23年度第1回公開講座】
ていつに政市野蔵武のらかれこ ： 題　　演  －自治と連携のまちづくり－

正守　上邑 ： 師　　講 （武蔵野市長）

時4後午～分03時2後午）水（日31月7年32成平 ： 時　　日 
室教132 階3館号2 ： 場　　会 

 【平成23年度第2回公開講座】
る見うどを会社の国中 ： 題　　演 か！

直煕　林小 ： 師　　講 （アジア研究所教授）

時3後午～時1後午）木（日22月9年32成平 ： 時　　日 
室教632 階3館号2 ： 場　　会 

 【平成23年度第3回公開講座】
勢情済経・治政の国韓 ： 題　　演  －ダブル選挙を目前にして－

一伸　副野 ： 師　　講 （アジア研究所所長）

時3後午～時1後午）木（日22月3年42成平 ： 時　　日 
室教722 階2館号2 ： 場　　会 

　「学術・文化・産業ネットワーク多摩」は、多摩地域に主体的にかかわる大学、行政、企業、公益法
人、NPOによって構成され、多摩地域の文化を含めた新たな魅力の創造と地域産業の活性化、大
学間連携による研究教育実践のフロンティア形成を目的とし、「産公学民」の連携、生涯学習、大学
間の連携促進のための事業を行っており、本学も協賛会員として多摩地域の活性化、連携事業に
取り組んでいます。
　平成20年4月より単位互換包括協定調印大学の科目を履修し単位が取得できた場合に、所属
大学の単位として認定できるという「単位互換制度」がスタートしました。本学は「インターナショナル・
フォーラム」を対象科目として参加しています。

　小中学校から職場体験学習や、大学訪問研修（見学）の要望をいただいて実施しています。

 平成23年 6月  1日（水）～  3日（金） 武蔵野市立第二中学校 職場体験学習
 平成23年 6月20日（月） 武蔵野市立第二小学校 大学訪問研修
 平成23年 7月  1日（金） 武蔵野市立第三中学校 職場体験学習
 平成23年 7月13日（水）～15日（金） 東京都立武蔵高等学校附属中学校 職場体験学習
 平成23年11月 9日（水）～11日（金） 小金井市立小金井第二中学校 職場体験学習

　（ここで取り上げたものは、本学で実施している地域交流活動を全て網羅したものではありません。
上記以外にも、審議会委員や講師の派遣、高等学校での出張授業、図書館施設等の開放、各クラ
ブの活動などがあります。また、学部主催の公開講演会「短期大学部学術研究会主催講演会」「経
済社会研究所研究会」などが、学生と一般市民に公開して本学で開催されています。「ノートテイク講
習会」「上級救命講習会」「消防訓練」等も学内で定期的に実施しています。）

その他の地域交流活動

職場体験学習（図書館カウンター） 
武蔵野市立第二中学校

職場体験学習（新聞の整理）
武蔵野市立第三中学校

職場体験学習（キャリア支援課）
小金井市立小金井第二中学校

銀青会公開講座 邑上 守正 武蔵野市長

銀青会公開講座 小林 煕直 アジア研究所教授

 銀青会 公開講座

 学術・文化・産業ネットワーク多摩

 職場体験学習・大学訪問研修等の受け入れ

職場体験学習（図書館の取材）
東京都立武蔵高等学校附属中学校

職場体験学習（図書の配架）
東京都立武蔵高等学校附属中学校
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連続討論会「街づくり未来塾」

）園稚幼境（ 会ぶ遊が児少年と生学留学大亜細亜

「武蔵野市立第二中学校 道徳の授業地区公開講座」　
吹奏楽団

武蔵境舞祭 会場の片付けをする学生

二・六中ブロックソフトバレーボール大会

　亜細亜大学は、「一個の人間として自立し良識を養い社会に有為な市民となり、もって自分を
受入れ育んでくれた社会に応分のお返しをする」ことを掲げた建学の精神である『自助協力』を
実践すべく、全学をあげて精進をしております。また財団法人大学基準協会は、「その知的資源
をもって、学外の教育研究機関および企業・団体・地域との連携・協力を促進し、大学が生み出す
知識、技術等を社会に有効に還元する」ことを大学に求めております。
　本学は、「地域とともに歩み、開かれた大学であること」をめざして、平成16年度に地域産学
公連携推進室を設け、平成20年度に常設の部署として地域交流課を設置し、地域交流活動に
関わってまいりました。今年度は、3月11日に発生した東日本大震災の影響により、創立以来は
じめて、卒業式、入学式が中止となるなど、学内外で各種行事が中止となり、学生の学業や課外
活動にも多大な影響がありました。しかし、教職員・学生共々、募金活動や被災地へのボランティ
ア活動を積極的に行うなどの様々な被災地に対する支援活動を行ったことで、翻ってそのこと
により学んだことも多くありました。
　亜細亜大学は、知的財産（教員）、人的財産（学生）、物的財産（施設）を十二分に活用して、今
後も地域社会発展に貢献していく所存です。

1. 専門的知識の相互活用
　亜細亜大学では、大学主催の公開講座を種々開講している他、社会人聴講生制度を設けておりま
す。また、武蔵野地域自由大学や三鷹ネットワーク大学等の学外にまたがる講座も開設しております。
　本学の授業科目である「街づくり未来塾Ⅰ・Ⅱ」では、街づくりやコミュニティ活動の実際を学ぶために、
地域活動に取り組んでいる様 な々方 を々講師に迎え「連続討論会 街づくり未来塾」という講義を行っ
ていただいております。

2. 人的資源および学習機会の提供
　本学には現在22の国と地域から477名の留学生が日本語や専門知識を学んでおります。留学生
は市内の幼稚園や小学校で交流会を行うほか、さまざまなイベントに参加し、市民と異文化交流を行
いました。
　学生は部活動を通して、また学友会（学生自治会）が率先して、地域社会と関わりを持っています。
剣道部の少年剣道教室は46年目を迎え、主催する少年剣道大会も武蔵野市の後援をいただき、関
東各県から932名の参加者が集う大会となりました。また本年度からは、バレーボール部員による中
学生へのコーチ指導も行われております。社会教育主事課程専攻の学生は、毎年小学生を対象とし
たイベントを企画運営しております。吹奏楽団は、小中学校で演奏を行うほか、主将が中学生に講話
を行ったり、小学生と一緒に演奏も行いました。
　学内においては、小中学生の見学や中学生の職場体験学習を受け入れております。

3. 街づくりに向けての地域活動
　武蔵野市や近隣の市では、自治体や市民団体による地域推進の活動が積極的に行われており、
毎年様々なイベントが実施されております。本学には多くの学生団体があり、各イベントに演奏やダン
ス等の出演及び、運営協力を行っております。
　学生によるコミュニティカフェは、学生各団体からの展示等の協力を得て後期に6回開店し、地域
住民の方 と々の交流を持ちました。
　東日本大震災の被災者を支援するために、教職員・学生団体による募金活動や、経営学部ホスピ
タリティ･マネジメント学科の約90名の学生による宮城県での瓦礫撤去のボランティア、被災地との
つながりを活かしニーズに即した支援物資の送付、学生団体、学生個人で被災地における様々なボ
ランティア活動を行いました。

4. 学内における地域交流
　キャンパスを地域の教育の場として提供しています。青少年問題協議会・桜野地区委員会主催の
ラジオ体操が夏季休暇中の1週間、8号館前広場でスポーツ指導員の指導の下に開催され、多数の
親子の参加がありました。また、同協議会の主催で武蔵野市内の中学校2校によるソフトバレーボー
ル大会が開催され、中学生・教員・市役所職員等が参加いたしました。
　国際交流パーティーやアジア祭など、学内で開催するイベントにも多くの市民の方にお出でいただ
き、学生・留学生と様々な交流を持っていただいています。

　平成23年7月に武蔵野プレイスが開館して間もないですが、すでに本学学生の利用も多く、大学
に隣接している西部コミュニティセンターをはじめ近在のコミュニティセンターも多くの学生団体が利
用させていただいております。課外活動のみならず、本学学生の武蔵野地域での通学・下宿生活等
の日常生活面においても、地域の方々からたくさんの暖かいご支援をいただき感謝申し上げます。
　私ども亜細亜大学の全教職員、全学生は、これからも「地域と共に歩む大学」の一員として、地域
の方 と々手を携えてまいりたいと存じます。どうぞ今後ともご支援とご鞭撻を賜りますようよろしくお願い
申し上げます。
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平成23年
　4月　
 4月 8 日㈮ 「東日本大震災募金活動」（武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会
    ～9 日㈯ 主催）参加協力（於：武蔵境駅周辺）
 4月 11日㈪ 「駅広部会」（武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会）出席
 （於：武蔵境開発事務所）
 4月 12日㈫ 武蔵境ピクニック実行委員会（第1回）出席
 （於：武蔵境開発事務所）
 4月 13日㈬ 武蔵境活性化委員会出席（於：武蔵境自動車教習所）
 4月 27日㈬ 武蔵境ピクニック実行委員会（第2回）出席
 （於：武蔵境開発事務所）

　5月
 5月 7 日㈯ 「武蔵野市立第二中学校 道徳の授業地区公開講座」に吹奏楽
 団が講師として出演（講演・演奏）（於：武蔵野市立第二中学校）
 5月 12日㈭ 武蔵野市青少年問題協議会桜野地区総会出席
 （於：武蔵野市立桜野小学校多目的ホール）
 5月 13日㈮ 桜野地域福祉活動推進協議会（桜野地域社協）第13回総会出
 席（於：サンヴァリエ桜堤中央集会所）
 5月 17日㈫ 武蔵野地域五大学連絡協議会出席（於：武蔵野市役所）
 5月 18日㈬ 開かれた学校づくり協議会(武蔵野市立桜野小学校）委員委嘱
 状交付式出席（於：武蔵野市役所）
 5月 19日㈭ 武蔵野市立「ひと・まち・情報 創造館　武蔵野プレイス」見学
 （於：武蔵野プレイス）
 武蔵境ピクニック実行委員会（第3回）出席
 （於：武蔵境開発事務所）
 5月 25日㈬ 武蔵境活性化委員会出席（於：武蔵境活性化委員会事務所）
 5月 26日㈭ 「西部コミセン コミセンまつり」実行委員会（第2回）出席
 (於：西部コミュニティセンター)
 武蔵野地域学長懇談会出席（於：吉祥寺第一ホテル）
 武蔵境駅前商店街協同組合総会出席（於：木蘭）
 5月 27日㈮ 三鷹ネットワーク大学理事会・総会出席
 （於：三鷹ネットワーク大学）

　6月
 6月 1 日㈬ 武蔵野市立第二中学校生徒職場体験学習
    ～3 日㈮ （於：亜細亜大学）
 6月 5 日㈰ 日の出町商工会・商業部会員による体育祭での模擬店出店
 （於：亜細亜大学日の出グラウンド）
 6月 6 日㈪ 武蔵境ピクニック実行委員会（第4回）出席
 （於：武蔵境開発事務所）
 6月 8 日㈬ 武蔵野市青少年問題協議会桜野地区花植え参加
 （於：花の通学路）
 6月 9 日㈭ 武蔵境活性化委員会出席（於：武蔵境活性化委員会事務所）
 6月 11日㈯ 開かれた学校づくり協議会(武蔵野市立桜野小学校）出席
 （於：武蔵野市立桜野小学校）
 留学生会主催「国際交流パーティー」（於：亜細亜大学）
 6月 12日㈰ 「第1回西部コミセン コミセンまつり」参加
 (於：西部コミュニティセンター)
 6月 13日㈪ 平成23年度前期第1回連続討論会「街づくり未来塾」（足立恵
 子氏）（於：亜細亜大学）
 6月 20日㈪ 武蔵野市立第二小学校生徒大学訪問・キャンパスツアー
 （於：亜細亜大学）
 平成23年度前期第2回連続討論会「街づくり未来塾」（藤田浩
 子氏）（於：亜細亜大学）
 6月 27日㈪ 平成23年度前期第3回連続討論会「街づくり未来塾」（松岡裕
 子氏）（於：亜細亜大学）
 6月 28日㈫ 「駅広部会」（武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会）出席
 （於：武蔵境開発事務所）
 武蔵境ピクニック実行委員会（第5回）出席
 （於：武蔵境開発事務所）
 6月 29日㈬ 武蔵野市青少年問題協議会桜野地区花植え参加
 （於：武蔵境駅北口ふれあい花壇）

　7月
 7月 1 日㈮ 武蔵野市立第三中学校生徒職場体験学習（於：亜細亜大学）
 7月 5 日㈫ 武蔵境活性化委員会出席（於：武蔵境活性化委員会事務所）
 7月 6 日㈬ サンヴァリエ桜堤「夏まつり」実行委員会（第1回）出席
 （於：サンヴァリエ桜堤　中央集会所）
 7月 8 日㈮ 武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会総会出席（於：スイングビル）

 7月 11日㈪ 平成23年度前期第4回連続討論会「街づくり未来塾」参加者
 討論会（於：亜細亜大学）
 7月 13日㈬ 銀青会公開講座（邑上守正武蔵野市長）（於：亜細亜大学）
 7月 13日㈬ 東京都立武蔵高等学校附属中学校生徒職場体験学習
    ～15日㈮ （於：亜細亜大学）
 7月 16日㈯ 「深大寺鬼燈まつり」にガムラン研究会出演（於：深大寺）
 7月 16日㈯ 「第35回境まつり」参加
    ～17日㈰ （於：第3しろがね公園）
 7月 19日㈫ 「学生団体地域交流活動連絡会」（於：亜細亜大学）
 7月 20日㈬ サンヴァリエ桜堤「夏まつり」実行委員会（第2回）出席
 （於：サンヴァリエ桜堤　中央集会所）
 「真価が問われる日本企業のアジア展開」第1回
 （於：三鷹ネットワーク大学）
 7月 21日㈭ 武蔵境ピクニック実行委員会（第6回）出席
 （於：武蔵境開発事務所）
 7月 23日㈯ 武蔵野市土曜学校「亜細亜大学経営学教室」
 （於：武蔵野プレイス）
 7月 24日㈰ ヴィーガーデン「夏まつり」参加
 （於：ヴィーガーデン　ザ・レジデンス　中庭）
 7月 27日㈬ 武蔵境活性化委員会出席（於：武蔵境活性化委員会事務所）

　8月
 8月 3 日㈬ 武蔵境ピクニック実行委員会（第7回）出席
 （於：武蔵境開発事務所）
 8月 7 日㈰ サンヴァリエ桜堤「夏まつり」参加
 （於：サンヴァリエ桜堤中央公園）
 8月 10日㈬ 「真価が問われる日本企業のアジア展開」第2回
 （於：三鷹ネットワーク大学）
 8月 20日㈯ 「さかい夜市」（武蔵境活性化委員会主催）参加
 （於：日本獣医生命科学大学）
 8月 25日㈭ 武蔵境ピクニック実行委員会（第8回）出席
 （於：武蔵境開発事務所）
 8月 25日㈭ 武蔵野市青少年問題協議会桜野地区ラジオ体操 参加
    ～31日㈬ （於：亜細亜大学）
 8月 27日㈯ 「サマーフェスティバル」に一般奉仕会「細流」出店
 （於：武蔵境自動車教習所）
 「武蔵野まんなか夏祭り」に一般奉仕会「細流」出店
 （於：むさしの市民公園）
 8月 31日㈬ 武蔵野地域五大学連絡協議会出席（於：武蔵野市役所）

　9月
 9月 7 日㈬ 「真価が問われる日本企業のアジア展開」第3回
 （於：三鷹ネットワーク大学）
 9月 10日㈯ 「第5回武蔵境ピクニック」参加（於：境南ふれあい広場公園)
 「スイングロードフェスティバル」参加(於：スイングロード広場)
 9月 17日㈯ 「第8回武蔵境舞祭」参加（於：すきっぷ通り）
 9月 22日㈭ 銀青会公開講座（小林煕直アジア研究所教授）（於：亜細亜大学）
 9月 25日㈰ 「第22回三鷹国際交流フェスティバル」にガムラン研究会出
 演（於：井の頭恩賜公園西園)
 9月 27日㈫ 武蔵野市寄付講座「外食産業の新動向」開始（於：亜細亜大学）
 9月 29日㈭ 「武蔵野地域五大学共同講演会（基調講演）」参加
 （於：武蔵野公会堂）
 9月 30日㈮ 武蔵野大学「感謝の集い」出席（於：武蔵野大学）

　10月
10月 7 日㈮ 第2回桜野地域福祉活動推進協議会（桜野地域社協）運営委
 員会出席(於：西部コミュニティセンター)
10月 11日㈫ 武蔵境活性化委員会出席（於：武蔵境活性化委員会事務所）
10月 12日㈬ 「真価が問われる日本企業のアジア展開」第4回
 （於：三鷹ネットワーク大学）
10月 15日㈯ 開かれた学校づくり協議会(武蔵野市立桜野小学校）出席
 （於：武蔵野市立桜野小学校）
10月 18日㈫ 留学生別科生の市立桜野小学校訪問
 （於：武蔵野市立桜野小学校）
10月 19日㈬ 「地域交流懇談会」（於：スイングビル）
10月 21日㈮ 「亜細亜大学留学生と年少児が遊ぶ会」参加
 （於：武蔵野市立境幼稚園）
10月 21日㈮ 武蔵野地域五大学共同講演会（安田彰経営学部教授）
 （於：亜細亜大学）
10月 22日㈯ 一中フェスタにセパタクロー部協力（於：武蔵野市立第一中学校）
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10月 29日㈯ 「第25回西部コミセン文化祭」に参加
    ～30日㈰ （於：西部コミュニティセンター）
10月 30日㈰ 亜細亜大学少年剣道大会（於：亜細亜大学）

　11月
11月 5 日㈯ 武蔵野地域五大学共同教養講座第1回（安田彰経営学部教授）
 （於：亜細亜大学）
11月 6 日㈰ 「第32回境南コミセン文化祭」にTANZ出演
 （於：境南コミュニティセンター）
 多摩東急会ジャズコンサート（於：亜細亜大学）
11月 9 日㈬ 武蔵野市青少年問題協議会桜野地区花植え参加
 （於：花の通学路）
11月 9 日㈬ 小金井市立小金井第二中学校生徒職場体験学習
    ～11日㈮ （於：亜細亜大学）
11月 11日㈮ 路線商業活性化委員会でのA-caféプレゼンテーション
 （於：武蔵境商店会連合会事務所）
11月 12日㈯ 武蔵野地域五大学共同教養講座第2回（安田彰経営学部教授）
 （於：亜細亜大学）
 関前コミセン30周年記念コンサートに吹奏楽団出演
 （於：武蔵野市立関前南小学校体育館）
 「第11回西東京市民まつり」に軽音楽部・TANZ出演
 （於：いこいの森公園）
11月 13日㈰ 「第11回西東京市民まつり」に吹奏楽団出演
 （於：いこいの森公園）
11月 16日㈬ 「真価が問われる日本企業のアジア展開」第5回
 （於：三鷹ネットワーク大学）
11月 18日㈮ 武蔵境活性化委員会出席（於：武蔵境活性化委員会事務所）
11月 19日㈯ 武蔵野地域五大学共同教養講座第3回（小林天心経営学部教
 授）（於：亜細亜大学）
11月20日㈰ むさしの国際交流まつりに参加（於：スイングビル）
11月 21日㈪ 平成23年度後期第1回連続討論会「街づくり未来塾」（前田洋
 一氏）（於：亜細亜大学）
11月 26日㈯ 武蔵野地域五大学共同教養講座第4回（小林天心経営学部教
 授）（於：亜細亜大学）
 武蔵境イルミネーション2011点灯式に吹奏楽団、軽音楽部
 出演（於：境南ふれあい広場公園）
11月 27日㈰ 市内一斉清掃に参加（於：武蔵境駅北口・南口周辺）
11月 28日㈪ 平成23年度後期第2回連続討論会「街づくり未来塾」（武藤毅
 氏）（於：亜細亜大学）
11月 30日㈬ 武蔵境活性化委員会報告会出席（於：スイングビル）

　12月
12月 1 日㈭ A-café（第1回）グランドオープン（於：ハートらんど富士見）
12月 3 日㈯ 銀青会望年会（於：亜細亜大学）
 東京女子大学地域交流会出席（於：東京女子大学）
12月 3 日㈯ 「エコキャンプin高尾2011」社会教育主事課程履修生
    ～4 日㈰ （於：高尾の森わくわくビレッジ）
12月 4 日㈰ 西部コミュニティセンター年末大掃除に参加
 （於：西部コミュニティセンター）
12月 5 日㈪ 平成23年度後期第3回連続討論会「街づくり未来塾」（齋藤瑞
 枝氏）（於：亜細亜大学）
12月 7 日㈬ 「真価が問われる日本企業のアジア展開」第6回
 （於：三鷹ネットワーク大学）
12月 8 日㈭ A-café（第2回）（於：ハートらんど富士見）
12月 9 日㈮ 武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会活動報告会出席
 （於：スイングビル）
12月 10日㈯ 「ニ・六中ブロックソフトバレーボール大会」運営協力
 （於：亜細亜大学体育館）
12月 13日㈫ 武蔵野地域五大学連絡協議会出席（於：武蔵野市役所）
12月 15日㈭ A-café（第3回）（於：ハートらんど富士見）
12月 19日㈪ 平成23年度後期第4回連続討論会「街づくり未来塾」参加者
 討論会（於：亜細亜大学）
12月 22日㈭ A-café（第4回）（於：ハートらんど富士見）

平成24年
　1月
 1月 8 日㈰ 武蔵野市消防団出初式に吹奏楽団出演（於：武蔵野中央公園）
 1月 11日㈬ 「西部コミュニティ協議会新年初顔合わせ」出席
 （於：西部コミュニティセンター）
 「真価が問われる日本企業のアジア展開」第7回
 （於：三鷹ネットワーク大学）
 1月 12日㈭ A-café（第5回）（於：ハートらんど富士見）
 1月 16日㈪ 「学生団体地域交流活動連絡会」（於：亜細亜大学）
 1月 17日㈫ 武蔵境ピクニック実行委員会（第2回）出席
 （於：武蔵境開発事務所）
 1月 19日㈭ A-café（第6回）最終回（於：ハートらんど富士見）
 1月 24日㈫ 武蔵野市寄付講座「外食産業の新動向」修了式
 （於：亜細亜大学）

　2月
 2月 14日㈫ 武蔵境ピクニック実行委員会（第3回）出席
 （於：武蔵境開発事務所）
 2月 15日㈬ 「真価が問われる日本企業のアジア展開」第8回
 （於：三鷹ネットワーク大学）
 2月 16日㈭ 「第42回市民と市長のテーマ別タウンミーティング」に参加
 (於：武蔵野プレイス）
 2月 17日㈮ 武蔵境活性化委員会出席（於：武蔵境活性化委員会事務所）
 2月 18日㈯ 武蔵野市立境幼稚園「ありがとうの会」出席（於：スイングビル）
 2月 23日㈭ サンヴァリエ桜堤「桜まつり」第1回実行委員会出席
 （於：サンヴァリエ桜堤 中央集会所）
 2月 25日㈯ 「第9回 武蔵境JAZZ SESSION」に軽音楽部出演
 (於：スイングホール)
 2月 28日㈫ 武蔵境ピクニック実行委員会（第4回）出席
 （於：武蔵境開発事務所）

　3月
 3月 2 日㈮ 武蔵野市青少年問題協議会桜野地区委員会・懇親会出席
 （於：武蔵野市立桜野小学校多目的ホール）
 3月 5 日㈪ 武蔵野地域五大学連絡協議会出席（於：武蔵野プレイス）
 3月 7 日㈬ 「真価が問われる日本企業のアジア展開」第9回
 （於：三鷹ネットワーク大学）
 3月 8 日㈭ シナジースキーム事業委員会出席（於：ひのでグリーンプラザ）
 3月 10日㈯ 桜堤コミセン創立三十周年記念式典祝賀会出席
 （於：桜堤コミュニティセンター）
 3月 11日㈰ スプリングコンサートにガムラン研究会出演
 （於：西部コミュニティセンター）
 3月 13日㈫ 武蔵境ピクニック実行委員会（第5回）出席
 （於：武蔵境開発事務所）
 3月 14日㈬ 「真価が問われる日本企業のアジア展開」第10回
 （於：三鷹ネットワーク大学）
 3月 21日㈬ サンヴァリエ桜堤「桜まつり」第2回実行委員会出席
 （於：サンヴァリエ桜堤 中央集会所）
 3月 22日㈭ 銀青会公開講座（野副伸一アジア研究所所長）（於：亜細亜大学）
 3月 24日㈯ 武蔵野地域自由大学称号記授与式出席（於：東京女子大学）

　 報告書等の刊行
◆ 「街づくり、人づくり、未来づくり　-亜細亜大学地域交流活動報告書-
　　平成23年度」 （平成24年4月刊行）
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西部コミセンスプリングコンサート
ガムラン研究会

留学生別科生、武蔵野市立桜野小学校訪問

境南コミセン文化祭 TANZ

亜細亜大学留学生と年少児が遊ぶ会
）園稚幼境（ 

武蔵境ピクニック チアリーダー

武蔵野市土曜学校 亜細亜大学経営学教室

亜細亜大学少年剣道大会

「A-café」メニューの説明をする学生スタッフ

武蔵境イルミネーション2011点灯式 
吹奏楽団




