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亜細亜大学学長 小川 春男
平成22年度も、
地域の皆様とは多様な分野で交流を深めることができまし
た。大学教育の大きな目的は社会に役立つ人材の育成です。
その一環とし
ての社会貢献や地域貢献を実践するにあたって、本学は地域の皆様の思
いやりに囲まれており、
あらためて幸せを感じております。
また、武蔵野市国
際交流協会の活動など、本学の国際化教育や留学生の国際交流と日本理
解に直接的・間接的に大いにご支援いただいております。
地元の武蔵野市は、本学を含め武蔵野地域五大学を取り纏められ共同
講演会や教養講座、
さらには寄付講座等も開講しています。
また、本学の表
玄関ともい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」が平成23年7月にオープンされるとのこと、心よりお祝い申し上げます。武
蔵野市の一員として、
この施設ならびにシステムが大いに活用され、
さらには
本学の教職員・学生が従来にも増して市民の皆様と身近にお付き合いでき
る場となるよう祈念しています。
今後とも地域の魅力を高めるよう、本学と地域の皆様の交流をさらに深め
るためにご協力いただければ幸いです。

武蔵野市長 邑上 守正
地域に門戸を開き、多様な学びを提供いただく亜細亜大学の活動に対
し、
深く敬意を表します。
武蔵野市では、
これまでも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
習活動に提供いただいています。亜細亜大学の位置する武蔵境地区では、
鉄道連続立体交差化に伴う南北が一体化した新たなまちづくりが進むととも
に、平成23年7月にはいよいよ
「ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス」が
オープンします。
この武蔵野プレイスは、
図書館を中心に生涯学習支援・市民
活動支援・青少年活動支援の4つの機能をもち、市民の多様な学習や活動
の拠点のひとつとなります。亜細亜大学では、従来より、生涯学習や小中学
校の教育支援、地域コミュニティなど、
さまざまな場面で、活動されています
が、ぜひ、新たな活動・連携・交流の場として活用していただければと思って
います。
今後とも、
亜細亜大学のさらなるご活躍を期待しています。
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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。

1.【 理念 】
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。

2.【 目的 】
（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。

❶

3.【 重点活動分野 】
（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。

❷

「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

栗田充治「街づくり未来塾Ⅱ」担当教授

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
後期

第１回

平成22年11月22日
（月）

「わくわく元気な街
講師

武蔵境」

高橋

勇氏（武蔵境活性化委員会 委員長）

中原

優氏（武蔵境活性化委員会 教育部会長）

見木

久夫氏（武蔵境活性化委員会 広報部会長）

田中

人氏（武蔵境活性化委員会 自然部会長）

高橋 勇 氏

(1) 武蔵境活性化委員会のあゆみ（高橋委員長）
(2) さかいHOTほっとプロジェクト
（中原教育部会長）
武蔵境に縁のある唐辛子を使った旨辛・激辛メニューを開発販売す
ることで地域活性化を図る
(3) 武蔵境活性化委員会広報活動（見木広報部会長）
「iisakaii

中原 優 氏

いいさかい」 むさしさかいの「人」を伝える

フリーペーパー
(4) 武蔵境の街の活性化の方向性について（田中自然部会長）

【感想より】
●自分の街をみんなに注目して欲しいということが「ひしひし」
と伝わってきてすごいな
と思いました。将来を担う子どもたちが、
とうがらしを通じて武蔵境という街をより良
い街にしたいという気持ちになるのだと思いました。
●東京は明るくて派手で・
・
・というイメージがありますが、武蔵境はのんびりとしていて、
東京の中で一番好きな街です。亜細亜大学生として私たちも武蔵境の活性化に協力

見木 久夫 氏

していきたい。
●「境の駅に降りると何だかほっとする」東京なのに人と人とのふれあいがあり、何だか
ほっとする境が、私もお気に入りです。このプロジェクトを通じて、武蔵境がもっともっ
と元気な街、誰もがまた来たいと思う街になって欲しい。
●街づくりというのは、
自分の街の良いところを発見するところから始まるということが
よくわかりました。

田中 人 氏

❸

「街づくり未来塾」

後期

第2回

平成22年11月29日
（月）

「地域と商店街を結ぶ交流拠点
−コミュニティスタジオ「ハートらんど富士見」
（富士見
通り商店街）
と亜細亜大学学生カフェ
「こもれび」
−」
講師

木暮

衣里氏（武蔵野市商業活性化専門委員／中小企業診断士）

(1) 富士見通り商店街の概要

木暮 衣里 氏

(2) コミュニティスタジオ「ハートらんど富士見」概要
(3) 亜細亜大生コミュニケーションカフェ
「こもれび」概要
(4) フジテレビ「めざましTV」学ナビコーナー
（ビデオ上映）
(5)「こもれび」学生スタッフからの「こもれび」運営について
(6) 質疑応答

【感想より】
●学生でも一つの街を変えることができる。それには最後まで成し遂げる力を持つこと
が重要で、何かをやらされるのではなく自分から進んでやることが大事だと感じまし
た。

「こもれび」学生スタッフ

●商店街が半減しているという現状を聞いて、映画で見た商店街での店主とお客のふ
れあいがなくなっていることが、
とても悲しい。そうした中で、亜大生がボランティア
で運営しているカフェ
「こもれび」が、商店街や地域の人に元気や笑顔を与えているこ
とは素晴らしいと思います。
●私ももっとアンテナを張って色んなことに挑戦していきたい。学生として自由な時間
がある間に、
どんな活動をするべきか、考えるきっかけになった。武蔵野市と一緒に頑
張りたい。
とりあえず「こもれび」に行って、何かを感じたい。
木暮 氏と学生スタッフ

後期

第3回

平成22年12月6日
（月）

「街づくりでのコミセン活動」
講師

山口

一夫氏（武蔵野市 西部コミュニティ協議会 会長）

(1) コミセンの紹介
(2) コミセンの歴史
(3) 西部コミセンの誕生
(4) 主催教室紹介
(5) 平成19年新条例施行
(6) コミセン総会

山口 一夫 氏

(7) コミセン事業
(8) 各委員会の活動
(9) 研連について
(10) 武蔵野市西部地区3コミセンの協力
(11) 各種団体との協力
(12) 使用の決まり
(13) 街づくりでのコミセン活動
会場の様子

❹

「街づくり未来塾」

【感想より】
●コミュニティの定義が「人と人とのつながり」
ということを、
またコミュニティづくりに
は自主三原則（自主参加、
自主企画、
自主運営）
が大切なことを学んだ。
●西部コミセン ふれあいまつり に亜細亜大学生が参加していることを聞いて、
自分の
知らないところで学生が地域の活動に貢献していることを知った。西部コミセンの役
員の方からも「今年嬉しかったことは亜大生が協力してくれたこと」と言っていただ
き、私も何か学生のうちに取り組みたいと思った。
●コミュニティセンターのように地域とのつながりをこんなに大切にしている施設はな
かなかないと思う。地域との交流活動は、街の活性化につながるものなので、
これか

質疑応答

らもずっと大切にしていただきたい。そして街づくりのために皆さんが協力し助け
合ってより良い街をつくっているのだということがよくわかった。私も街のために思い
やりの心、助け合いの心を持って、学生の今、
たくさんある時間でボランティア活動を
していこうと思いました。
後期

第4回

平成22年12月13日
（月）

参加者討論会
ゲスト講師

見木

久夫氏（武蔵境活性化委員会 広報部会長）

田中

人氏（武蔵境活性化委員会 自然部会長）

木暮

衣里氏（武蔵野市商業活性化専門委員／中小企業診断士）

山口

一夫氏（武蔵野市 西部コミュニティ協議会 会長）

横山

勇氏（武蔵野市 西部コミュニティ協議会 副会長）

参加者討論会 質問用紙の整理風景

【進め方】
参加者全員で、第1回から第3回の内容に関する質問をポストイットに書き出す。
担当学生チームが、その質問ポストイットを3枚（第1回・第2回・第3回）の模造紙に内
容別に分類して張り出す。
模造紙は、教室前方白板に張り出し、各回の講師の方に見ていただき、回答・コメント
をいただく。

参加者討論会 栗田教授と講師による
質問内容の検討

さらに参加者から質問・意見を出し、討論を行う。

【質問より】
〈第1回〉フリーペーパー『iisakaii』
を作成するにあたって、
街のどのような部分に着目
して作成しているのですか？
HOTほっとプロジェクトにより、武蔵境の経済的な効果はどの程度あったの
か？
地域の固有性を押し出すことと活性化のつながりは？
〈第2回〉地域の人と接する上で、気をつけていることはありますか？

参加者討論会 質問に回答する見木久夫氏

「こもれび」の新たな挑戦はありますか？
街を活性化するための正解（これを行えばどの街でも活性化できる方法）は
ないそうですが、不正解はありますか？
〈第3回〉高齢化と後継者問題について聞きたい。
周辺の団体（自治会・ケアハウス・テンミリオンハウス）、商店街、他のコミセン
（桜堤・境南）
との連携は？
学生の参加の他に、大学とのコラボ
（協働）
の可能性は？

参加者討論会 質問に回答する田中人氏

❺

「街づくり未来塾」

【感想より】
●街づくりは一人ではできない。協力者がいないとできない。そして、街の特色を見つ
け、その街に合った街づくりをすることが必要である。今回、武蔵境の街づくりについ
て初めて知ることが多かった。きっとこれは私だけではないと思う。もっと宣伝を行い
市民に呼びかけることが、街の活性化につながるのだと思う。
●街の活性化には、地域の人が中心となって自主的に取り組んでいくことが非常に大切
だと感じた。市民、商店街、行政、学生などが一体となって街づくりを行っていくこと
で、
より良い街になるのではないかと考える。この授業を通して学んだことを活かし、
街の活性化に少しでも関わっていきたいと思った。

参加者討論会 質問に回答する木暮衣里氏

※開催時間 ： 午後2時30分〜午後4時
※会場 ： 本学2号館 227教室
※担当教員（コーディネータ）： 栗田

充治教授

※参加費 ： 無料
※武蔵野地域自由大学の履修対象科目です。

参加者数
回次
期日
講師

一般参加者
学
教
合

生
職

員
計

第１回

後
第２回

期
第３回

参加者討論会 質問に回答する山口一夫氏
第４回

11月22日

11月29日

12月6日

12月13日

高橋 勇氏

木暮 衣里氏

山口 一夫氏

参加者討論会

17
42
12
71

28
31
8
67

20
32
9
61

14
29
11
54

合

計

79
134
40
253

週刊むさしさかい
全学共通科目「街づくり未来塾Ⅱ」は、主として武蔵境エリアを対象として、地域の課

参加者討論会 質問に回答する横山勇氏

題とその解決を志向する街づくりの課題を考察し、その学習内容の吟味及び学習成果
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、その過程（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。
テーマ「コミュニティづくりと市民生活」

❻

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。

教育・スポーツ支援活動
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。
市立第二中学校から、職場体験学習の受け入れ要請があり、5月25日
（火）
〜27日
（木）
に本学内で実施しました。ま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を
10月12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。
市立境幼稚園の「亜細亜大学留学生と年少児が遊ぶ会」に、前年に引き続き本学の留学
生7名が参加しました。4歳の年少児40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、韓国・中国・香港・モンゴルからの留学生
で、地図やプリントした国旗を使い、民族服を着るなどして、子どもたちに母国を紹介しまし
た。はじめはかしこまっていた子どもたちも、一緒に遊ぶうちにすっかりうち解けはしゃいで
いました。これからも亜細亜大学留学生の活躍で、地域のイベントなどを通して国際交流が
深まることを期待します。
日 時：平成22年10月15日
（金）
午後1時〜午後2時30分
会 場：武蔵野市立境幼稚園
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）
を学内で開催
しました。
日 時：平成22年7月3日
（土）
午後1時〜午後5時
会 場：本学2号館6階多目的ホール
参加者：小学5〜6年生
チーム：8チーム(1チーム小学生3〜5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
（教材提供）
：ジュニア・アチーブメント ジャパン

武蔵野市立第二中学校 職場体験学習

留学生別科生、武蔵野市立桜野小学校訪問

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。
日 時：平成22年12月11日
（土）
午前10時〜午後1時
会 場：本学体育館
主 催：武蔵野市青少年問題協議会二・六中ブロック
「第3回 亜細亜大学硬式野球部 少年野球教室」を開催しました。11名の野球部員が、
小
学生と一緒に体を動かしながら、午前中みっちりと練習を行いました。野球部員が実技を見
せると、子どもたちから歓声が上がり、技術の指導だけではなく、野球の楽しさと目標を見
せることができました。毎回参加者が増え、次回はさらに大々的に野球教室を開催したいと
考えています。
日 時：平成23年1月23日
（日） 午前9時〜午後12時30分
会 場：武蔵野市立第四小学校グラウンド
参加者：4チーム
（約80名）

亜細亜大学留学生と年少児が遊ぶ会（境幼稚園）

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22年10月23日
（土）
武蔵野市立第一中学校）
●「平成22年 亜細亜大学少年剣道大会 〜第35回 大澤旗・学長杯・武蔵野市長杯・毎日
新聞社杯争奪戦〜」
（主催：亜細亜大学剣道部、後援：武蔵野市・亜細亜大学・亜細亜大学
学友会・毎日新聞社 平成22年10月31日
（日）
亜細亜大学体育館）
●「武蔵野市立小・中学校ランニングフェスティバル」
に陸上競技部が協力
（主催：武蔵野市教育委員会 平成23年3月6日
（日）
武蔵野陸上競技場）

亜細亜大学硬式野球部 少年野球教室

市やコミュニティ団体のイベントへの参加協力
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18回武蔵野桜まつり」

4月4日(日)、
「第18回武蔵野桜まつり」
（武蔵野桜まつり実行委員会主催）
のパレードに、
吹奏楽団が出演しました。毎年出演の依頼をいただいており、
今回のパレードでも吹奏楽団
の華麗な演奏とパフォーマンスをたくさんの市民の方にご覧いただきました。
日 時：平成22年4月4日
（日）
午前10時〜午後4時
会 場：市立むさしの市民公園、
〔パレード〕
中央通り
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武蔵野桜まつりパレード 吹奏楽団

武蔵野市との交流

「第4回 武蔵境ピクニック −JR中央線（三鷹〜国分寺間）高架化完成記念−」

「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（スイング
ロード広場）
でのステージや模擬店などからなり、武蔵境を買物しながら歩いて回り、気に入ったお店やまちの風景に新しい魅力を発
見するイベントです。今回もイベント会場へ向かう途中のお楽しみとして、
12カ所のチェックポイント全てでお菓子などのプレゼントや
抽選会を実施したほか、
すべてのチェックポイントを回るとイベント会場でのイベント通貨のプレゼントや大抽選会が用意されました。
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」
「應援指導部チアリーダー」
「TANZ（ジャズダンスチーム）」が出演し
ました。また、
「亜細亜大学ボランティアセンター」
「学友会」の本学有志学生9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ました。
日 時：平成22年5月15日
（土）
午前10時〜午後4時
会 場：
〔チェックポイント〕
武蔵境11の商店会＋JR武蔵境駅 〔イベント会場〕
スイングロード広場

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

武蔵境ピクニック TANZ

「第24回 西部コミセン こどもまつり」

「第24回西部コミセンこどもまつり」
（西部コミュニティ協議会主催）
が6月6日
（日）
に開
催され、たくさんの子どもや住民の方でにぎわいました。西部コミセンは、大学に隣接した
公共施設として学生もたびたび利用しており、
本学学友会有志学生6名が祭りの裏方として
模擬店のお手伝いなど運営に協力しました。
日 時：平成22年6月6日
（日）
午前10時〜午後3時
会 場：西部コミュニティセンター
西部コミセン こどもまつり

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32名が協力しました。学生も7月中から打ち合わせ
に参加、いろいろな提案・企画を出して、開催にこぎつけました。当日は、朝9時からテントの設営、盆踊りのやぐらの飾り付けから、模擬
店の準備に汗を流しました。フランクフルトや綿あめ・ヨーヨーなどお祭りに欠かせない模擬店、
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、会場の全ての場所で亜大生が活躍し、子どもたちが楽しく安全にお祭りを満喫できるようお手伝いしまし
た。ステージでは本学軽音楽部から2バンドが出演し、盆踊りへと会場を盛り上げました。亜大生が昨年に引き続き企画した「こどもス
タンプラリー」は、今回もたくさんの子どもに参加してもらいとても好評でした。午後8時に盆踊りが終了しても、9時過ぎまで会場の
後片付けを行い、
亜大生の若さとがんばりで地元のお祭りをサポートしました。
日 時：平成22年8月7日
（土）
午後2時〜午後8時
会 場：サンヴァリエ桜堤中央公園

サンヴァリエ桜堤「夏まつり」模擬店準備

サンヴァリエ桜堤「夏まつり」軽音楽部

サンヴァリエ桜堤「夏まつり」スタンプラリー

「武蔵野市総合防災訓練」

大規模災害の際、桜堤ケアハウスが福祉避難所となるにあたり、近隣の亜細亜大学に学
生ボランティアの要請がありました。ケアハウスと一緒に建てられた学生寮があっても、昼
間学校に行っている間は人手がなく、逆に授業で学生が来ている亜細亜大学に日中に災害
がおきた場合の支援が期待されています。
事前協議を重ねた後、武蔵野市総合防災訓練で最初の実地訓練を行うことになりまし
た。内容は、
メイン会場の市立第二小学校から要援護者を福祉避難所（桜堤ケアハウス）
に
誘導・搬送し、
受付での登録後、
部屋に案内するというものです。要援護者も学生が扮して訓
練を行いました。
日 時：平成22年8月22日
（日）
午前9時〜12時
会 場：武蔵野市立第二小学校、
桜堤ケアハウス

武蔵野市総合防災訓練
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「武蔵野まんなか夏祭り ALL MUSASHINO 2010」

初めて開催された「武蔵野まんなか夏祭り」
（武蔵野市青年会議所主催）
に、亜細亜大学
へ協力要請がありました。亜細亜大学ボランティアセンターと一般奉仕会『細流』の学生が、
『懐かしの遊び』
スペースで子どもたちに竹馬やコマ、
メンコなど昔ながらの遊びを教え、夏
休み最後の思い出づくりに協力しました。ステージでは、TANZが祭りの終盤を盛り上げま
した。会場は、
『 懐かしの遊び』
にも学生が応対しきれないほどの子どもが訪れ、TANZのス
テージにも十数名の子どもたちがかじりつくように集まり、
親子連れで盛況でした。
日 時：平成22年8月28日
（土）
午前10時〜午後6時
会 場：むさしの市民公園
武蔵野まんなか夏祭り TANZ

「第7回 武蔵境舞祭」

9月11日(土)、
「第7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86名で参加しました。
会場の設営などの運営に学生18名が協力。テントの設営をはじめ、足場となる板や太鼓、机など重い荷物を持って、長いすきっぷ通
りの端から端まで縦横無尽に駆けずり回りました。
イベントには、
花笠踊りとガムラン演奏で参加しました。花笠踊りには、
運営に協力した学生も含め学友会有志74名が出演しました。
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、みな
夏の猛暑にもめげず練習会に参加し練習を重ねた踊りを、
集まった大勢の市民の方に見せることができました。参加した学生も滝のよ
うな汗を拭いながらも繰り返しすきっぷ通りを巡って踊り続け、踊りが終わると元気だった学生もぐったりするほどでしたが、みな一様
に大満足の笑顔を浮かべていました。恒例となったガムラン研究会によるガムランの演奏とバリの踊りでは、
すきっぷ通りの舗道にあ
ふれるほどの人波ができ、
拍手の渦に包まれました。
日 時：平成22年9月11日
（土）
午後1時〜午後7時〔運営協力〕
午前9時30分〜午後4時30分
会 場：すきっぷ通り

武蔵境舞祭 準備作業

武蔵境舞祭 花笠踊り

武蔵境舞祭 ガムラン研究会

「境南コミュニティセンター 第31回 文化祭」

『この町がすき、人がすき』をテーマに、11月6日
（土）〜7日
（日）、境南コミュニティセン
ターで文化祭が開催されました。今回は、亜細亜大学に境南コミセンから初めてのオファー
をいただき、学生に声をかけたところTANZが快く出演を引き受けてくれました。当日は元
気いっぱい、
カラフルな衣装をまとって、舞台所狭しと熱いハートでダンスを繰り広げまし
た。
日 時：平成22年11月6日
（土）
午後2時30分〜午後2時45分
会 場：境南コミュニティセンター

「西部コミュニティセンター 第24回 文化祭」

第24回西部コミュニティセンターの文化祭に、亜細亜大学生が裏方として連日、運営に
協力しました。ステージの裏方として、調理場に入る等、随所で活躍しました。展示部門には
今回、亜細亜大学から漫画研究会が出品し、会場の一角を明るく華やいだ雰囲気で包みま
した。
日 時：平成22年11月6日
（土）
〜7日
（日）
午前10時〜午後6時
（最終日は午後3時）
会 場：西部コミュニティセンター
（亜細亜大学展示は地下体育室）

境南コミュニティセンター 文化祭 TANZ

「武蔵境イルミネーション2010 −祝 中央線連続立体交差事業高架部完成−」

武蔵境商店会連合会では、武蔵境の街をより魅力あるものにし、人の集まる街、来て見て
楽しい街を目指して、武蔵境イルミネーション2010を開催、本学もこれに協賛し、点灯式
などのイベントに協力しました。
11月6日
（土）、3年目となる
「武蔵境イルミネーション2010」が始まりました。今回から
は、武蔵境の南北が線路に遮られることなく自由に行き来できるようになったことにあわせ
て、
今までの北口「クリスタルロード」
に加えて、
南口境南通りに
「サザンドロップきらきら」が
新たに点灯されました。当日は、
朝に武蔵境駅西側南北仮通路の開通式が行われ、
午後はイ
ルミネーションイベント、夜は点灯式が行われ、亜細亜大学からはイベントに軽音楽部と吹
奏楽団が出演しました。
12月11日
（土）
に、
クリスマスイベントが開催され、
本学軽音楽部から2バンドが出演しま
した。
点灯期間：平成22年11月 6日
（土）
〜平成23年1月16日
（日）
点灯式：平成22年11月 6日
（土）
〈会場〉境南ふれあい広場公園
クリスマスイベント：平成22年12月11日
（土）
〈会場〉スイングロード広場
会 場：
「クリスタルロード」スイングロード
「サザンドロップきらきら」境南通り
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西部コミュニティセンター 文化祭
裏方で頑張っています

武蔵境イルミネーション2010点灯式 吹奏楽団

武蔵野市との交流

「第8回 武蔵境JAZZ SESSION」

「第8回武蔵境JAZZ SESSION」
（武蔵野市、
武蔵境商店会連合会主催）
に、
本学から武
蔵境JAZZ SESSIONに参加するために軽音楽部を代表して結成されたヤマモト・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。アマチュアバンドの持ち時間は50分程度ですが、精一杯心を込めて演奏す
る学生に盛大な拍手をいただき、
ジャズを愛する市民と一体となり熱く盛り上がりました。
日 時：平成23年2月19日
（土）
午後2時〜午後8時
会 場：武蔵野スイングホール

その他参加イベント

●「第11回お父さんお帰りなさいパーティ」
（主催：ボランティアセンターむさしの）
講演『シニアの 品格 〜人はなぜボランティアをするのか？〜』
講師：栗田充治国際関係学部教授
平成22年6月13日
（日）
スイングビル
●「夏の夜市」
平成22年7月3日
（土）
すきっぷ通り三菱東京UFJ銀行前
●「第34回境まつり」
平成22年7月17日
（土）
・18日
（日）
第3しろがね公園
●「第10回むさしのあったかまつり」
平成22年10月23日
（土）
武蔵野中央図書館前広場等
●「ケアハウス春秋祭」
平成22年10月24日
（日）
●「桜堤コミセン文化祭」
平成22年11月13日
（土）
・14日
（日）
桜堤コミュニティセンター
●「むさしの国際交流まつり」
（主催：武蔵野市国際交流協会）
に留学生会ほか参加
平成22年11月21日
（日）
スイングビル
●「武蔵野市消防団出初式」
に吹奏楽団演奏
平成23年1月9日
（日）
都立武蔵野中央公園
●「西部コミセンスプリングコンサート」吹奏楽団演奏
平成23年3月6日
（日）
西部コミュニティセンター

武蔵境JAZZ SESSION 軽音楽部

むさしの国際交流まつり

「武蔵野市商業実態調査」報告会
平成21年度に武蔵野市から委託を受け、宇佐見義尚経済学部准教授とその街づくりゼ
ミ
（経済学部都市経済コミュニティコース「専門演習Ⅰ」
「フィールドワーク
（宇佐見クラス）」）
の学生が、
武蔵野市の商店街と商店会54箇所の調査と報告書の作成を行いました。完成し
た報告書は調査にご協力いただいた武蔵野市全域の商店会に配られましたが、今回は、報
告書に載せた調査結果の数字をご覧いただくだけでなく、実際に調査にあたった学生から
商店街の印象や調査の感想、活性化への意見など、商店会の方々に直接報告する機会を設
けていただきました。報告会は、武蔵野市の商圏に合わせ「武蔵境地区」
「中央地区」
「吉祥
寺地区」の3地区3回に分けて行われました。
『学生が捉えた武蔵野市の商店街と商店会 −
「まちづくり」の視点から 地域の活性化
を求めて−』 報告会
（主催：武蔵野市/武蔵野市商店会連合会）
【武蔵境地区】
１．
日 時：平成22年7月13日
（火）午後7時〜午後9時
２．
会 場：武蔵境商店会連合会 会議室
３．
発表者：宇佐見義尚経済学部准教授、
学生10名
４．
参加者：31名
【中央地区】
１．
日 時：平成22年9月9日
（木）午後7時〜午後8時
２．
会 場：武蔵野市中央地区商店連合会 ふれあいセンター
３．
発表者：宇佐見義尚経済学部准教授、
学生2名
４．
参加者：25名
【吉祥寺地区】
１．
日 時：平成22年10月26日
（火）午後6時30分〜午後8時
２．
会 場：武蔵野商工会館 5階 第1・2会議室
３．
発表者：宇佐見義尚経済学部准教授、
学生2名
４．
参加者：28名
学生の発表（意見）
より
●個店でのコミュニケーションを大切に
●ポイントカード・ファミリースタンプの活用
●中央地区の商店会はホームページがあってとてもよいが、学生など若い人の層を利
用客に取り込むためにはケータイのサイトも必要である
●学生に商店街を利用したいと思わせるためには、学生証提示によるサービス制度が
あるとよい
●商店街のイベントに大学・大学生も加えていただくと、学生も商店会に興味を抱くよ
うになるのではないか」
配布資料：報告書の要約版
（平成22年7月刊行）

武蔵野市消防団出初式 吹奏楽団

武蔵野市商業実態調査 完成報告会 武蔵境地区

武蔵野市商業実態調査 完成報告会 吉祥寺地区
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コミュニケーションカフェ
「こもれび」
平成20年3月に亜細亜大学生が開店したコミュニケーションカフェ
「こもれび」ですが、
武蔵野市と富士見通り商店街の協力を得て、新しく引き継いだ学生たちで店を続けていま
す。学生と地域住民とのふれあいと相互理解を目指して行っている活動です。学内での後
継者探しに苦心しながら、
亜細亜大学生が地域の活性化に頑張って挑戦しています。
開店日時：毎週木曜日、
午後1時〜午後6時
場
所：富士見通りのコミュニティスタジオ「ハートらんど富士見」

武蔵野地域五大学

コミュニケーションカフェ
「こもれび」

◆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協力しています。
この自由大学生は、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

武蔵野市が大学に寄付金を導入して開設する講座です。本学では、平成22年度の武蔵
野市寄付講座として、
「現代教養特講（コミュニティとNPO・市民活動）」
（全14回、
コーディ
ネ̶ター：栗田充治 国際関係学部教授）
を開講しました。テーマは、
「NPO・市民活動と活動
拠点のあり方」です。

武蔵野市寄付講座 修了式

◆武蔵野地域五大学共同講演会

毎年、統一テーマを設けて行う連続講演会です。基調講演と地域の五大学それぞれを代
表する講師によって合わせて6回行われます。
統一テーマ
（平成22年度）
：ともに学び、
つなぎあう ひと・まち・文化
本学のテーマ
（平成22年度）
：
「世界の水紛争問題」
（講師：角田宇子 国際関係学部教授）

◆武蔵野地域五大学共同教養講座

地域の五大学がそれぞれのテーマで４講座ずつを受け持ち、
全20回の連続講座です。
本学のテーマ
（平成22年度）
：
「記憶と観光」
（講師：高山陽子 国際関係学部講師）

◆武蔵野地域自由大学情報

平成21年度より地域教育コンソーシアム形成支援（地域型）補助金の交付を受け、武蔵
野地域自由大学と武蔵野地域五大学の情報を、むさしの-FM(７８．
２MHz)で放送していま
す。放送は、五大学の持ち回りとし、内容は各大学で自由に設定することとしました。本学で
は学生の、
特に地域に開かれた活動を中心に紹介し、
放送研究会の協力の下、
収録を行いま
した。

武蔵野地域五大学共同講演会 角田宇子教授

番 組 名：武蔵野地域自由大学情報
期
間：平成22年5月〜平成23年3月
放送時間：毎週、
日曜 午前9時45分〜50分(5分間)
（再放送）5月〜9月 翌月曜日 午前11時35分〜40分(5分間)
10月〜3月 翌月曜日 午後 1時45分〜50分(5分間)
亜細亜大学の放送日・内容
月

日

5月

2日

硬式野球部、東都大学野球春季リーグ戦について

放

送

内

容

6月

6日

文連祭

7月

11日

吹奏楽団サマーコンサートin鴻巣

8月

15日

亜細亜大学生による地域交流について−サンヴァリエ桜堤「夏まつり」に参加して−

9月

19日

公開講座 後期スケジュール（「街づくり未来塾」他）

10月

24日

アジア祭

11月

28日

亜細亜大学吹奏楽団 第46回定期演奏会

1月

2日

亜細亜大学探検部「もう一つの東海道駅伝」ほか活動紹介

6日

JAPAN F1亜細亜大学国際オープンテニス2011
ITF WOMEN'S CIRCUIT亜細亜大学国際女子オープンテニス2011

2月

武蔵野地域五大学共同教養講座 高山陽子 講師

「武蔵野地域自由大学情報」録音風景
（むさしのFMスタジオ）
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武蔵野市との交流

市内清掃活動
倫理美化運動は、学友会中央執行委員会主催により昭和52年から30年以上続いてい
る清掃活動です。平成22年度は7月3日
（土）
に学生100名以上が参加し実施しました。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。
新入生の大学生活がスタートする4月には、学生・教職員によるマナー向上キャンペーン
が行われており、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、
武蔵境駅周辺及び大学までの通学路の清掃活動を実施しています。
「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22年4月13日
（火）
〜16日
（金）
学友会は、
ほかにも学生のマナー向上を目指し、
いろいろな活動を行いました。
「亜大deマナー」
（学友会新入生研修委員会主催）
日 程：平成22年5月17日
（月）
〜21日
（金）
、
19日
（水）
を除く
「グッドマナーキャンペーン」
（学友会主催）
日 程：平成22年7月10日
（土）
〜23日
（金）
学内のほかにも、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。今回は日程が「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、
多くの有志学生が参加しました。
「市内一斉清掃」
日 時：平成22年11月28日
（日）
午前9時〜午前10時
（約1時間）
近隣の公共施設の清掃にも参加しました。
「西部コミュニティセンター年末大掃除」
日 時：平成22年12月5日
（日）
午前10時〜12時

地域交流懇談会

市内一斉清掃

西部コミセン年末大掃除

地域交流懇談会

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々と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22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、稲葉孝彦小金井市長、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、
236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、
本学
が文部科学省「大学生の就業力育成支援事業」に選定された「インタビュー実践による人間基礎力の育成」について原仁司経営学部
長からご紹介し、
地域の皆様にインタビューへのご協力をお願いいたしました。
日 時：平成22年10月20日
（水）
午後6時〜午後7時45分
会 場：武蔵野スイングホール11階レインボーサロン
参加者：236名

武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会
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】
平成22年 7月 9日
（金） 会場：スイングビル
【駅広部会】 準備会 平成22年 8月27日
（金）
第1回 平成22年 9月24日
（金） 第4回 平成23年 1月20日
（木）
第2回 平成22年10月19日
（火） 第5回 平成23年 2月21日
（月）
第3回 平成22年11月11日
（木） 第6回 平成23年 3月28日
（月） 会場：武蔵境開発事務所

武蔵境活性化委員会
「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。
本学では、
この委員会に学生、
教職員多数で参加し、
武蔵境の活性化に積極的に協力しています。
「教育部会」委員参加：亜大生
次代を担う子供たちに
「緑と水のまち、
武蔵境」の自然にふれ、
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」
地元ゆかりの八つ房唐辛子の植え付け、
収穫等のイベントに本学学生・職員も参加しました。
武蔵境の多くの店舗で、その唐辛子を使った旨辛・激辛メニューを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。
「広報部会」委員参加：亜大生
武蔵境の「人」を伝えるフリーペーパーを刊行し、
武蔵境の魅力を発信する
「フリーペーパーiisakaii
（いいさかい）
プロジェクト」
亜大生が中心メンバーとなって企画・取材・制作を行いました。
「自然部会」部会長：田中人亜細亜大学非常勤講師、
委員参加：亜大生
「商店部会」部会長：宇佐見義尚経済学部准教授、
委員参加：亜大生
「健康部会」委員参加：亜大生、
亜細亜大学職員
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

⓬

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。平成22年は三鷹市市制施行60周年にあたり、
「参加と協
働のまちづくり」に貢献したとして、亜細亜大学に感謝状が贈られました。

三鷹ネットワーク大学
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15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。

三鷹市から感謝状（山口亮三三鷹ネットワーク大学
事務局長から小川学長に授与）

【平成22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
「アジアのビジネスチャンスを掴む −社会・文化の理解を踏まえて−」
日 程：平成22年7月〜平成23年3月 毎月第2水曜日
（8月第3、3月第2・4水曜日）
全10回
時 間：午後7時〜午後8時30分
会 場：三鷹ネットワーク大学（三鷹駅前協同ビル3階）
参加者：各回10名前後（定員10名）
回次（日付）

講師
（役職）
『 演題』

第１回

池島 政広（本学大学院 アジア・国際経営戦略研究科委員長）
『中国巨大市場を掴む企業の戦略要因』

第２回

石川 幸一（本学アジア研究所教授）
『新段階に入った東アジアの地域統合と企業の対応』

(7月14日）

（8月18日）

第３回

（9月8日）

池島 政広 大学院 アジア・国際経営戦略研究科委員長

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）

『中国市場でのベンチャー展開』

飯高 敏弘 氏

西澤 正樹（本学アジア研究所教授）
第４回
（10月13日） 『国際中堅企業のアジア進出と地域産業政策』
第５回

高島

大浩（日本貿易振興機構（ジェトロ）総務部広報課長）

（11月10日） 『タイを中心とする日本企業によるメコン地域での展開について

−混乱するタイをどう見極めるか−』

第６回

容 應萸（本学経営学部教授）
『中国理解の三つのキーワード』

第７回

安登 利幸（本学大学院 アジア・国際経営戦略研究科教授）
『アジア市場の変貌と中国企業の海外戦略』

第８回

三橋 秀彦（本学国際関係学部准教授）
『中国企業の異文化経営』

（12月8日）

（1月12日）

（2月9日）

第９回

（3月9日）

第10回

（3月23日）

香山

西澤 正樹 アジア研究所教授

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）

『中小企業の中国・アジア展開論』
鄭 林根（有限責任監査法人トーマツ 中国室）
『中国経済成長の持続可能性と対中投資・対日投資の方向性』
高島 大浩 氏

⓭

その他の地域交流活動
ボランティア・教育支援活動等
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。

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

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交流活動を実施しています。
硬式庭球部・アジア女子ローンテニス部の学生が開催する国際テニス大会に、
日の出町か
ら後援をいただき、地元の業者の方をはじめ様々な方のご協力で開催しています。
今回5回目となる
「JAPAN F1亜細亜大学国際オープンテニス2011」のほかに、
今回
初の女子の大会「ITF WOMEN S CIRCUIT亜細亜大学国際女子オープンテニス2011」
を日の出キャンパステニスコートで開催しました。
「亜細亜大学国際テニス大会2011 チャリティーテニスクリニック テクニカルシリー
ズ 」は、硬式庭球部堀内監督・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、交流の機会を
増や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。

亜細亜大学国際オープンテニス2010

「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」
：世界ランキングを得るために必要なATPポイ
ントを取得できる国際大会で、若手選手の登竜門となる大会です。主催は日本テニス協会と亜細亜大学で、
日の出町等が
後援しています。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。

日 程：
（男子）予選平成23年3月12日
（土）
〜 本戦15日
（火）
〜20日
（日）
（女子）予選平成23年3月26日
（土）
〜 本戦29日
（火）
〜4月3日
（日）

日の出町シナジースキーム事業（町歩き観光事業）委員会

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。
平成18年度に開始された「日の出町シナジースキーム事業」は、地域をよく知る商工会
議所・商工会が軸となり、地元企業、行政、住民団体などが連携し、中長期的展望の下で地域
経済の活性化を促進しようという企画提案型の事業であり、地域ブランド力の強化や企業
グループの育成など、様々な取り組みを行っています。
平成20(2008)年度に東京都に採択された「日の出町『町歩き観光事業』」では、
日の出
町の地域資源を掘り起こし、豊かな自然環境や温泉、歴史などとも組み合わせながら、人の
交流に考慮した様々な事業を企画、実行しています。
本学では当初の平成18年度よりシナジースキーム事業基本計画策定委員会に委員を
派遣しており、
『 町歩き観光事業』
にも引き続き委員を派遣し協力しています。

「亜細亜大学国際オープンテニス2010」
来場者の方と学生スタッフ

「第10回西東京市民まつり」吹奏楽団パレード

【平成22年度の活動】
「町の語り部育成講座」平成22年10月7日〜12月9日
（毎週木曜日・全10回）
「日の出つるつるガイドブック」(5コース)発行
【委員会の実施状況】
平成22年6月 11日(金) 第１回シナジースキーム事業委員会
平成23年3月 8日(火) シナジースキーム事業委員会・語り部修了者合同会議
※会場：ひのでグリーンプラザ

第10回西東京市民まつり

「第10回西東京市民まつり」
（西東京市民まつり実行委員会主催）
に本学吹奏楽団が出
演しました。今回はパレードがいこいの森公園内だけで行われ、
より多くの西東京市民にご
覧いただけなかったのは残念でしたが、野外ステージでは演奏と女子学生によるカラー
ガードの美しいパフォーマンスを存分にお楽しみいただきました。
日 時：平成22年11月14日
（日）午前9時〜午後3時30分
会 場：いこいの森公園

「第10回西東京市民まつり」吹奏楽団ステージ

さかいふしぎ発見！2010 ぼくらの町を探検しよう！
（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。今回は武蔵境を舞台に、
チーム対抗のウォークラリーを行いました。子ど
もたちは、スタッフの大学生と一緒に大学周辺を探検、みんなで地域の「ふしぎ」をいろい
ろ発見しました。
日 時：平成22年12月5日
（日）午前10時〜午後4時
会 場：亜細亜大学とその周辺
参加者：小学校3年生〜6年生 21名、学生スタッフ 30名

さかいふしぎ発見！
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「地域活性とアートと映画」シンポジウム

平成21年に「越後妻有アートトリエンナーレ大地の芸術祭」
と共同で、商店街活性・地域
活性を目指して製作された映画『しゃったぁず・４』が吉祥寺バウスシアターで公開されるに
あたり、地域活性をテーマにシンポジウムが開催されることになりました。そこで地元武蔵
野市でまちづくりに関わっている亜細亜大学に声がかかり、昨年「武蔵野市商業実態調査」
をゼミ生とともに行い、
まちづくりに携わっている宇佐見義尚経済学部准教授がパネラー
を務めることになりました。宇佐見准教授は、武蔵野市でのまちづくりへの参加について、
前述の調査や武蔵境活性化委員会などの例を紹介し、
まちの魅力を商品であったり、
アー
トであったり、そこにあるものを発見し発信していくことが大切であると呼びかけました。
日
時：平成22年6月22日
（火）午後9時〜午後9時40分
会
場：吉祥寺バウスシアター3
パネラー：北川 フラム氏「大地の芸術祭」総合ディレクター
宇佐見 義尚 経済学部准教授
司
会：毛利 明光氏 「しゃったぁず･４」
プロデューサー
*シンポジウムの後、映画『しゃったぁず・
４』上映

「地域活性とアートと映画」シンポジウム
（右）宇佐見准教授(パネラー)

映画『ゆずり葉』亜細亜大学上映会

【趣旨・開催の経緯】本学に在籍するろう学生のために、地域の手話通訳者のご協力をい
ただいており、学内では「手話入門」の授業や「手話」に関する公開講座、
ノートテイカーの
養成講座を実施しています。このように亜細亜大学では、
ろう者などの障害者に対する教育
支援はもちろん、社会の理解と支援の輪が広がることに尽力しております。
映画『ゆずり葉』は、全日本ろうあ連盟60周年記念作品であり、国際関係学部4年（開催
当時）の貴田みどりさんが出演しています。学内の手話通訳反省会で、
またノートテイクボ
ランティアの学生たちから上映会の開催の声があがり、本学学生が中心となって実行委員
会が組織され、地域や社会に広く呼びかけて、
このたびの上映会を開催することになりまし
た。
日 時：平成22年11月23日
（火）午後4時55分〜午後8時
会 場：亜細亜大学3号館講堂
参加者：約150名

「映画『ゆずり葉』亜細亜大学上映会」
受付の学生スタッフ

学生団体地域交流活動連絡会

地域交流課ができる以前から学生団体（学友会・クラブ・サークル）
は、地域でさまざまな
活動をしてきました。内容は、
ボランティアであったりイベントへの出演であったり、
きっか
けも募集に応募したり直接依頼があったり、
自分たちで企画したり他大学の学生と連携した
りと、それこそ千差万別の活動を行ってきました。地域交流課という地域との窓口ができて
3年、今までの学生団体の活動を振り返り、今後の活動の発展につなげていくための連絡
会を開催しました。
日
時：平成23年1月11日
（火） 午後4時30分〜午後6時30分
会
場：亜細亜大学第1会議室
参加団体：学友会中央執行委員会、学術文化連合会執行委員会、
学生海外活動助成
金制度運営委員会、吹奏楽団、應援指導部チアリーダー、軽音楽部、TANZ、
ガムラン研究会、一般奉仕会「細流」、亜細亜大学ボランティアセンター、
ロシア語研究会、県人会連合会、
コミュニケーションカフェ
「こもれび」
参加人数：20名（学生17名、地域交流課職員3名）
意見より：連絡体制について
「参加者メンバーの一覧が欲しい。」
「指示系統を明確にして欲しい。」
「前日までに詳細な役割表が欲しい。」
「主催者との打ち合わせも、
クラブ内での意志疎通も不十分だったので改
善したい。」

「映画『ゆずり葉』亜細亜大学上映会」
会場案内の学生スタッフ

「深大寺鬼燈まつり」ガムラン研究会

良かったこと

「地域の人とふれあいコミュニケーションを取ることができた。」
「（イベントに出演して）良かったという観客の反応が励みになった。」

今後の希望

「地域の小中学生との交流の機会を持ちたい。」
「クラブ内で地域交流の意味を伝えていきたい。」
「一般学生が参加しやすい募集の仕方を考えたい。」
「深大寺鬼燈まつり」ガムラン体験
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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」
●留学生会主催「国際交流パーティー」
●「秋の小金丼フェア」学生が運営に協力
●「東京雑学大学」講演(横澤利昌経営学部教授)西東京市市民会館

公開講座等
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。

国際交流パーティー

◆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。
本年度のテーマ：
「グローバル化と変容するアジア」

◆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、
20年以上にわたって開講しています。
（以上、
学務課担当）

セミナー「アジア・ウォッチャー」佐々木高成氏
（日本貿易振興機構 主任調査研究員）

◆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。

◆日本経済の現状と展望（全11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。
（以上、
教学課担当）

現代市民法講座 浜島裕美氏（明海大学准教授）

◆1日テニスクリニック

地域の方々と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を
使用し、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う講座です。
（学生生活課担当）

◆各種講座

『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』
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。中国語会話講座は、本学に在学する多くの留学生との交流会を行うなど、本学なら
ではのプログラムです。
『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。
（生涯学習課担当）

◆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。
（教学課担当）

トップマネジメント特別講義 金指潔氏
（東急不動産 代表取締役社長）

日本経済の現状と展望 吉國眞一氏
（みずほ証券 シニアアドバイザー）

◆AUAP・ＡＵＧＰ

亜細亜大学アメリカプログラム
（AUAP）
は、
「生きた英語の習得」
「異文化理解」
「自己の
新発見」を目的とし、
アメリカに5か月間留学するプログラムです。
亜細亜大学グローバルプログラム
（AUGP）は、9カ国10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。
（国際交流課担当）

インターナショナル・フォーラム 佐藤武明氏
（国際協力機構 筑波国際センター所長）
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銀青会 公開講座
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22年度第1回公開講座】
演 題：世界言葉の旅・ヒンディー語
講 師：前川輝光 国際関係学部教授
日 時：平成22年9月16日
（木）午後1時〜午後3時
会 場：2号館3階 236教室
【平成22年度第2回公開講座】
演 題：中国の経済・社会をどう見るか！
講 師：小林煕直 アジア研究所教授
日 時：平成23年3月24日
（木）午後1時〜午後3時
会 場：2号館2階 227教室

銀青会公開講座 前川輝光 国際関係学部教授

学術・文化・産業ネットワーク多摩
「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。

職場体験学習（入試・広報センター）
武蔵野市立第二中学校

職場体験学習・大学訪問研修等の受け入れ
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22年5月18日（火）
平成22年5月25日（火）〜27日（木）
平成22年6月24日（木）
平成22年9月15日（水）
平成22年9月15日（水）〜17日（金）

八王子市立第二中学校
武蔵野市立第二中学校
武蔵野市立第二小学校
宮城県柴田町立船迫中学校
小金井市立小金井第二中学校

大学訪問研修
職場体験学習
大学訪問研修
大学訪問研修
職場体験学習

職場体験学習（学術情報課）
小金井市立小金井第二中学校

（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・シンポジウムな
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。）

大学訪問研修（キャンパスツアー）
八王子市立第二中学校

職場体験学習（国際交流センター）
武蔵野市立第二中学校

職場体験学習に協力してくれた留学生
大学訪問研修（キャンパスツアー）
宮城県柴田町立船迫中学校
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振り返りと今後の展開
平成２２年度本学は、
「地域と共に歩み・開かれた大学」を目指し、
武蔵野市を中心に、
三鷹
市、西東京市、小金井市の行政・教育機関を始め、大学周辺のコミュニティーとも学生・教職
員が一体となって、
さまざまな地域交流活動を行ってまいりました。
また、大学基準協会の大学基準において「大学は、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」
と明記されているとおり、本学はあらゆる面において地域社会に貢献す
ることを常に目指しております。
本学では、地域とのつながりを常に念頭に置き、
さまざまな活動を行うため、平成16年
度に地域産学公連携事業をプロジェクトとして立ち上げ、組織的な活動を開始いたしまし
た。その後平成20年度には大学の常設機関として「地域交流課」を設置し、
より深く地域社
会に貢献できる体制を整えました。地域交流活動の内容につきましては、本活動報告書に
詳細に記載しております。
平成２３年１１月に創立７０周年を迎えますが、今後も大学としての知的財産(教員)、人的
財産(学生)、物的財産(施設)をフルに活用して、
「地域と共に魅力ある街づくりを目指す大
学」
として、地域社会発展に貢献する所存でございますので、今後ともよろしくお願い申し
上げます。

連続討論会「街づくり未来塾」

１．専門的知識の相互活用

本学主催の各種公開講座をはじめ、武蔵野地域自由大学や三鷹ネットワーク大学など、
本年度も多様な公開講座を開催してまいりました。
また、地域の方々と共に作り上げる本学の授業科目である「街づくり未来塾」では、連続
討論会として地域でさまざまな活動をしている方々を講師としてお迎えし、街づくりやコ
ミュニティ活動を中心に講義をしていただきました。学生は講師や参加市民の方々と討論
やグループワークを通じて、大学周辺の地域課題について多くのことを学ぶことができまし
た。

亜細亜大学留学生と年少児が遊ぶ会（境幼稚園）

２．人的資源の提供及び学習機会の拡大

亜細亜学園は現在約７,０００名の学生が在籍しており、中国、台湾、韓国をはじめ世界２１
カ国から５１２名の留学生が本学で学んでいます。学生という人的資源を最大限に発揮す
るため、地元小・中学校の授業への協力として、外国人留学生を派遣したり、学内では中学
生に対して職場体験学習や地元の小学生対象にキャンパスツアー等を実施しました。また、
学生団体が主催して地域の子どもたちを対象に、学習・スポーツ・遊びの場を提供するイベ
ントを多数実施してまいりました。

３．街づくりのための地域活動

武蔵野市土曜学校 亜細亜大学経営学教室

武蔵野地域には、武蔵野市をはじめ地域活動を積極的に行っている自治体や団体がたく
さんあります。イベントの企画・準備から当日の運営協力、
また演技・演奏などでの参加か
ら、
ボランティア活動など、市民の多くの方々との関わりのなか、良好な協力関係を持つこ
とができました。
学生も街づくりの授業をきっかけに、武蔵野市の商店街と協力し、商店街の活性化のた
めのコミュニケーションカフェを開き、
ふれあいイベントを行ったり、地域交流課では、JR武
蔵境高架化に伴う再開発として「武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会」および「武蔵境活性化
委員会」にも正会員として積極的に参加いたしました。

４．地域への施設開放

大学の施設を有効活用していただくため、毎年恒例となった地域のスポーツイベントの
開催や体育館、教室、
ホール、学生食堂の貸し出しを行いました。今後とも授業や課外活動
との調整を行いながら、地域の皆様の要望に応えていきたいと考えております。

武蔵境舞祭 会場を設営する学生

平成２３年７月には武蔵境駅南口に「ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス」が完成する
のに伴い、
「武蔵野プレイス」
と連携を図りながら、行政・市民・大学がさらに一体となれるよ
う準備を進めております。今後も「地域と共に歩む大学」
として、学生、教職員がそれぞれの
特性を活かしながら、地域社会のさまざまな要望に応えていきたいと思いますので今後と
もよろしくお願い申し上げます。
(亜細亜大学総合企画部地域交流課)

二・六中ブロックソフトバレーボール大会
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活動カレンダー
平成22年
4月
4月 4 日㈰ 「第18回武蔵野桜まつり」パレードに吹奏楽団出演
4月 6 日㈫
4月 8 日㈭
4月 14日㈬
4月 20日㈫
4月 23日㈮

（於：中央通り、
むさしの市民公園）

武蔵境ピクニック実行委員会出席（於：武蔵境開発事務所）
銀青会総会・懇親会出席（於：亜細亜大学）
ふれあい花壇整備参加（於：武蔵境駅北口ふれあい花壇）
武蔵境ピクニック実行委員会出席（於：武蔵境開発事務所）
武蔵野地域五大学連絡協議会出席（於：武蔵野市役所）
武蔵境ピクニック出店者会議出席（於：武蔵境開発事務所）
武蔵境活性化委員会出席（於：武蔵境活性化委員会事務所）
4月 25日㈰ 西部コミュニティ協議会第28回住民総会・懇親会出席
（於：西部コミュニティセンター）

5月
5月 2 日㈰ 「武蔵野地域自由大学情報」亜細亜大学第1回放送
（於：むさしの-FM）

5月 6 日㈭ 武蔵境ピクニック実行委員会出席（於：武蔵境開発事務所）
武蔵境自動車教習所創立五十周年記念講演会・祝賀会出席
（於：武蔵境自動車教習所）

5月 11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）

武蔵境ピクニックイベント通貨作成作業参加

（於：武蔵境開発事務所）

5月 13日㈭ 武蔵野地域学長懇談会出席（於：吉祥寺第一ホテル）
桜野地域福祉活動推進協議会（桜野地域社協）第12回総会出
席（於：サンヴァリエ桜堤 中央集会所）
5月 15日㈯ 「第4回武蔵境ピクニック」参加(於：スイングロード広場)
5月 18日㈫ 八王子市立第二中学校生徒大学訪問・キャンパスツアー・イン
タビュー（於：亜細亜大学）
5月 21日㈮ 武蔵境活性化委員会「さかいHOTほっとプロジェクト」取材
（於：亜細亜大学第一学生食堂）

5月 22日㈯ 「サイン部会」
（武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会）
ワークショッ
プ出席（於：武蔵境開発事務所）
5月 24日㈪ 武蔵境駅前商店街協同組合総会出席
（於：
「ろかーる」）

5月 25日㈫ 武蔵野市立第二中学校生徒職場体験学習
〜27日㈭ （於：亜細亜大学）
5月 28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㈫ 愛知県武豊町立武豊中学校生徒硬式野球部訪問
（於：亜細亜大学日の出校地硬式野球部練習場）

6月 6 日㈰ 「第24回西部コミセンこどもまつり」参加
(於：西部コミュニティセンター)

「武蔵野地域自由大学情報」亜細亜大学第2回放送
（於：むさしの-FM）

武蔵境活性化委員会「第１回 武蔵境アグリHOT体験プロジェ
クト2010」参加（於：高橋農園）
6月 10日㈭ ふれあい花壇整備参加（於：武蔵境駅北口ふれあい花壇）
6月 11日㈮ 第1回日の出町シナジースキーム事業（町歩き観光事業）委員
会出席（於：ひのでグリーンプラザ）
6月 13日㈰ 「第11回お父さんお帰りなさいパーティ」講演（栗田充治国際
（於：スイングビル）
関係学部教授）
6月 15日㈫ サンヴァリエ桜堤「夏まつり」実行委員会出席
（於：サンヴァリエ桜堤 中央集会所）

第1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)
6月 16日㈬ 武蔵境ピクニック反省会出席（於：久松料理センター）
6月 22日㈫ 「大規模災害時の対応についての意見交換会」出席
（於：桜堤ケアハウス）

6月 24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）

6月 30日㈬ 「文部科学省・武蔵野地域五大学学長意見交換会」
（於：吉祥寺第一ホテル）

7月
7月 2 日㈮ ふれあい花壇整備参加（於：武蔵境駅北口ふれあい花壇）
武蔵野地域五大学連絡協議会出席（於：武蔵野市役所）
7月 3 日㈯ 武蔵野市土曜学校「亜細亜大学経営学教室」
（於：亜細亜大学）
「夏の夜市」協力（於：すきっぷ通り）
7月 5 日㈪ 武蔵野市青少年問題協議会桜野地区委員会出席
（於：武蔵野市立桜野小学校多目的ホール）
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7月 6 日㈫ サンヴァリエ桜堤「夏まつり」実行委員会出席
（於：サンヴァリエ桜堤 中央集会所）

7月 8 日㈭ 「大規模災害時の対応についての意見交換会」出席
（於：桜堤ケアハウス）

7月 9 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）
桜堤ケアハウス懇親会出席（於：桜堤ケアハウス）
7月 11日㈰ 「武蔵野地域自由大学情報」亜細亜大学第3回放送
（於：むさしの-FM）

7月 13日㈫ 「武蔵野市商業実態調査」報告会−武蔵境地区−参加
（於：武蔵境商店会連合会事務所）

7月 14日㈬ 「アジアのビジネスチャンスを掴む」第1回
（於：三鷹ネットワーク大学）

7月 15日㈭ サンヴァリエ桜堤「夏まつり」実行委員会出席
（於：サンヴァリエ桜堤 中央集会所）

7月 17日㈯ 「第34回境まつり」参加
〜18日㈰ （於：第3しろがね公園）
7月 21日㈬ ふれあい花壇整備参加（於：武蔵境駅北口ふれあい花壇）
「西部コミセン納涼会」参加（於：西部コミュニティーセンター）
7月 27日㈫ サンヴァリエ桜堤「夏まつり」実行委員会出席
（於：サンヴァリエ桜堤 中央集会所）

8月
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 9 日㈪ 「大規模災害時の対応についての意見交換会」出席
（於：桜堤ケアハウス）

8月 15日㈰ 「武蔵野地域自由大学情報」亜細亜大学第4回放送
（於：むさしの-FM）

8月 18日㈬ 「アジアのビジネスチャンスを掴む」第2回
（於：三鷹ネットワーク大学）

8月 22日㈰ 「武蔵野市総合防災訓練」参加
（於：武蔵野市立第二小学校、桜堤ケアハウス）

8月 25日㈬ 「大規模災害時の対応についての意見交換会」出席
（於：亜細亜大学）

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
〜27日㈮ （於：亜細亜大学）
8月 27日㈮ 「桜堤コミセン夏まつり」参加（於：桜堤コミュニティセンター）
8月 28日㈯ 「サマーフェスティバル」参加（於：武蔵境自動車教習所）
「武蔵野まんなか夏祭り」にTANZ出演
（於：むさしの市民公園）

9月
9月 8 日㈬ 「アジアのビジネスチャンスを掴む」第3回
（於：三鷹ネットワーク大学）

9月 9 日㈭ 「武蔵野市商業実態調査」報告会−中央地区−参加
（於：武蔵野市中央地区商店連合会 ふれあいセンター）

9月 10日㈮ ふれあい花壇整備参加（於：武蔵境駅北口ふれあい花壇）
9月 11日㈯ 「第7回武蔵境舞祭」参加（於：すきっぷ通り）
9月 15日㈬ 宮城県柴田町立船迫中学校生徒大学訪問・キャンパスツアー
（於：亜細亜大学）

9月 15日㈬ 小金井市立小金井第二中学校生徒職場体験学習
〜17日㈮ （於：亜細亜大学 学術情報課）
9月 16日㈭ 銀青会公開講座（前川輝光国際関係学部教授）
（於：亜細亜大学）
9月 17日㈮ 武蔵野大学「感謝の集い」出席（於：武蔵野大学）
9月 19日㈰ 「武蔵野地域自由大学情報」亜細亜大学第5回放送
（於：むさしの-FM）

9月 27日㈪ 「武蔵境舞祭の意見交換会」出席
（於：武蔵境商店会連合会事務所）

9月 28日㈫ 武蔵野市寄付講座「コミュニティとNPO・市民活動」開始
（於：亜細亜大学）

10月
10月 12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 13日㈬ 「アジアのビジネスチャンスを掴む」第4回
（於：三鷹ネットワーク大学）

10月 15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）

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）
「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）

10月 20日㈬ 「地域交流懇談会」
（於：スイングビル）

活動カレンダー

10月 23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）
「第10回むさしのあったかまつり」参加
（於：武蔵野中央図書館前広場等）

10月 24日㈰ 「武蔵野地域自由大学情報」亜細亜大学第6回放送
（於：むさしの-FM）

「ケアハウス春秋祭」参加（於：桜堤ケアハウス）
10月 26日㈫ 武蔵野地域五大学共同講演会（角田宇子国際関係学部教授）
（於：亜細亜大学）

「武蔵野市商業実態調査」報告会−吉祥寺地区−参加
（於：武蔵野商工会館）

10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）
10月 31日㈰ 亜細亜大学少年剣道大会（於：亜細亜大学）
11月
11月 6 日㈯ 武蔵境駅西側南北仮通路開通式出席
（於：武蔵境駅西側南北仮通路）

武蔵野地域五大学共同教養講座第1回（高山陽子国際関係学
部講師）
（於：亜細亜大学）
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）

武蔵境イルミネーション2010点灯式に軽音楽部、吹奏楽団
出演（於：境南ふれあい広場公園）
11月 6 日㈯ 「第24回西部コミュニティセンター文化祭」に参加
〜7 日㈰ （於：西部コミュニティセンター）
11月 9 日㈫ 武蔵境活性化委員会広報部会取材（於：亜細亜大学）
「大規模災害時の対応についての意見交換会」
（桜堤ケアハウ
ス）
出席（於：西部コミュニティセンター）
11月 10日㈬ 「アジアのビジネスチャンスを掴む」第5回
（於：三鷹ネットワーク大学）

11月 13日㈯ 武蔵野地域五大学共同教養講座第2回（高山陽子国際関係学
（於：亜細亜大学）
部講師）
11月 13日㈯ 「桜堤コミセン文化祭」に協力
〜14日㈰ （於：桜堤コミュニティセンター）
11月 14日㈰ 「第10回西東京市民まつり」に吹奏楽団参加
（於：いこいの森公園）

11月 20日㈯ 武蔵野地域五大学共同教養講座第3回（高山陽子国際関係学
部講師）
（於：亜細亜大学）
11月 21日㈰ むさしの国際交流まつりに参加（於：スイングビル）
多摩東急会ジャズコンサート
（於：亜細亜大学）
11月 22日㈪ 平成22年度後期第1回連続討論会「街づくり未来塾」
（高橋勇
氏）
（於：亜細亜大学）
11月 23日㈫ 映画「ゆずり葉」亜細亜大学上映会（於：亜細亜大学）
11月 24日㈬ 花の通学路花植え
（青少協桜野地区）参加（於：花の通学路）
11月 26日㈮ 三鷹市から感謝状授与（於：亜細亜大学）
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 27日㈯ 武蔵野地域五大学共同教養講座第4回（高山陽子国際関係学
（於：亜細亜大学）
部講師）
11月 28日㈰ 「武蔵野地域自由大学情報」亜細亜大学第7回放送
（於：むさしの-FM）

市内一斉清掃に参加（於：武蔵境駅北口・南口周辺）
11月 29日㈪ 平成22年度後期第2回連続討論会「街づくり未来塾」
（木暮衣
里氏）
（於：亜細亜大学）
11月30日㈫ ふれあい花壇整備参加（於：武蔵境駅北口ふれあい花壇）
12月
12月 2 日㈭ 武蔵境活性化委員会報告会出席（於：スイングビル）
12月 4 日㈯ 銀青会望年会（於：亜細亜大学）
12月 5 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）

武蔵境活性化委員会さかいHOTほっとプロジェクト

（於：武蔵境活性化委員会事務所）

「さかいふしぎ発見！2010」社会教育主事課程履修生
（於：亜細亜大学）

12月 6 日㈪ 平成22年度後期第3回連続討論会「街づくり未来塾」
（山口一
（於：亜細亜大学）
夫氏）
12月 8 日㈬ 「アジアのビジネスチャンスを掴む」第6回
（於：三鷹ネットワーク大学）

12月 11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）

「武蔵境イルミネーション2010」
クリスマスイベントに
軽音楽部出演（於：スイングロード広場)
12月 13日㈪ 平成22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 13日㈪ 武蔵野市青少年問題協議会桜野地区委員会出席
（於：武蔵野市立桜野小学校多目的ホール）

12月 16日㈭ 第3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）
12月 20日㈪ 武蔵野地域五大学連絡協議会出席（於：武蔵野市役所）
平成23年
1月
1月 2 日㈰ 「武蔵野地域自由大学情報」亜細亜大学第8回放送
（於：むさしの-FM）

1月 9 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㈫ 「学生団体地域交流活動連絡会」
（於：亜細亜大学）
1月 12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）

「アジアのビジネスチャンスを掴む」第7回
（於：三鷹ネットワーク大学）

1月 18日㈫ 武蔵野市寄付講座「コミュニティとNPO・市民活動」修了式
（於：亜細亜大学）

1月 20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）

1月 23日㈰ 亜細亜大学硬式野球部 少年野球教室
（於：武蔵野市立第四小学校）

2月
2月 6 日㈰ 「武蔵野地域自由大学情報」亜細亜大学第9回放送
（於：むさしの-FM）

2月 7 日㈪ 第4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）
2月 9 日㈬ 「アジアのビジネスチャンスを掴む」第8回
（於：三鷹ネットワーク大学）
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 19日㈯ 「第8回 武蔵境JAZZ SESSION」に軽音楽部出演
(於：スイングホール)

2月 21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）

2月 23日㈬ 「大規模災害時の対応についての意見交換会」(桜堤ケアハウ
ス)出席（於：サンヴァリエ桜堤 中央集会所）
3月
3月 2 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）

3月 6 日㈰ スプリングコンサートに吹奏楽団出演
（於：西部コミュニティセンター）

「ランニングフェスティバル」
「市内駅伝競走大会」の運営に陸
上競技部が参加協力（於：武蔵野市陸上競技場）
3月 8 日㈫ シナジースキーム事業委員会・語り部修了者合同会議出席
（於：ひのでグリーンプラザ）

3月 9 日㈬ 「アジアのビジネスチャンスを掴む」第9回
（於：三鷹ネットワーク大学）

3月 10日㈭ 武蔵野市青少年問題協議会桜野地区委員会・懇談会出席
（於：武蔵野市立桜野小学校多目的ホール）

コミュニティカフェこもれび×アジセン×MIAコラボ企画
「地球市民カフェinこもれび〜地域から世界へ〜」
（於：ハートらんど富士見）

3月 12日㈯ 亜細亜大学国際オープンテニス2011
〜20日㈰ (於：亜細亜大学日の出校地テニスコート)
3月 14日㈪ 武蔵野地域五大学連絡協議会出席
（於：武蔵野障害者総合センター）

3月 23日㈬ 「アジアのビジネスチャンスを掴む」第10回
（於：三鷹ネットワーク大学）

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 24日㈭ 銀青会公開講座（小林熙直アジア研究所教授）
（於：亜細亜大学）
3月 26日㈯ 武蔵野地域学長懇談会・武蔵野地域自由大学称号記授与式出
席（於：成蹊大学）
3月 26日㈯ 亜細亜大学国際女子オープンテニス2011
〜4月3日㈰ (於：亜細亜大学日の出校地テニスコート）
3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）

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22年度」
（平成23年3月刊行）

⓴

武蔵野市土曜学校 亜細亜大学経営学教室

亜細亜大学留学生と年少児が遊ぶ会（境幼稚園）

武蔵野まんなか夏祭り
「懐かしの遊び」を教える学生

亜細亜大学硬式野球部 少年野球教室

亜細亜大学少年剣道大会 剣道部

一中フェスタ セパタクロー部

武蔵境ピクニック チアリーダー

武蔵境舞祭 花笠踊り

武蔵野イルミネーション2010
クリスマスイベント 軽音楽部

亜細亜大学地域交流活動
平成 22年度活動報告書
（平成23年 3月発行）

亜細亜大学 総合企画部 地域交流課
〒180-8629 東京都武蔵野市境5-24-10
TEL 0422-36-2469 FAX 0422-36-2487
E-mail chiiki@asia-u.ac.jp
URL http://www.asia-u.ac.jp/chiiki/
c 亜細亜大学 無断転載禁止
◯

