
ラグビーの新たな歴史を刻む多摩地域

ラグビーワールドカップ日本大会の
開催まであと２年に迫りました。ラグ
ビーは、1823年に英国の名門ラグビー
校の生徒エリス少年がフットボールの
試合中にボールを持って走り出したこ
とが起源と伝承されています (World 
Rugby,2016)。 そ の 後、 世 界 中 で 競
技人口を伸ばし、200年近い時を経て、
2019年にアジア地区で初めてのワール
ドカップが日本で開催されます。ラグ
ビーワールドカップの開幕地は、調布市
にある東京（味の素）スタジアムです。

レガシーとは何か？

世界的なスポーツの祭典を控え、レガ
シーという言葉があちこちで聞かれるよ
うになりました。国際オリンピック委員
会（IOC）では、レガシーを「長期に及
ぶポジティブな影響」と定義しています

（IOC, 2016）。経済的効果だけではなく、
有形・無形の未来への遺産を生み出すこ
とが開催国・都市のミッションとなって
います。多摩地域では、ラグビーやオリ
ンピック・パラリンピック競技種目の体
験・講演イベントなどが各所で開催され、
未来を担う子どもたちの健全育成など良
い効果が期待されています。

次世代に残すべき無形のレガシーとは
何でしょうか。ここでは、ラグビーを事
例に考えたいと思います。ラグビーにふ
れる利点は、身体能力を高め、健康増進
につながることだけではありません。ラ
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グローバル人材育成に資する 
ラグビーワールドカップ・レガシーの創出に向けて

グビーは、役割意識をもってチームの目
標達成に貢献する力や“グリット”（や
りぬく力）の向上に役立つスポーツです。
さらに、国際コミュニケーション能力の
向上にも好影響が期待できます。英国を
はじめとするラグビー伝統国では、政治
経済ニュースやビジネスの現場でラグ
ビーの用語がアナロジーとして用いられ
ることがあります。米国ではアメフトの
用語がよく使われますが、米国は世界的
にラグビーの競技人口も多い国でもあり
ます (World Rugby,2016)。スポーツ
の祭典に向けて語学を習得したいという
声を聞きますが、大会開催中に“おもて
なし”をするためだけではなく、グロー
バルに活躍する（人材を育成する）ため
のエートス（行動様式）や国際教養を高
める視点からも取り組むことで、レガ
シーの豊穣化がより一層、促進されるこ
とでしょう。

多摩にレガシーを残すために

無形のレガシー創出に向けて今日から
地域や教育の現場で取り組めることとし
て、例えば、スポーツ用語が政治経済事
象のアナロジーとして海外のニュースに
使われているか調べたり、書籍やイン
ターネットで発表されている著名人の講
演を教材に、学生時代のスポーツ経験が
いかにその後の人生やビジネスに役立っ
ているかについての逸話を学んだりする
ことが挙げられます。世界的なスポーツ
の祭典を控え、多摩地域はその存在を世
界にアピールすると同時に、レガシーの
創出によってグローバル人材育成の拠点
となる好機を迎えています。多摩地域に
豊かなレガシーを残すために、教育研究
を通じて貢献できるよう最大限努めてま
いります。
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ラグビーの体験指導をする帝京大学ラグビー部員たち（帝京大学提供、撮影：志賀由佳）
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中央大学　FLP地域・公共マネジメントプログラム　細野ゼミナール 対象：立川市

立川をより魅力的にするためにららぽー
と立川立飛がとるべき戦略
アンケート・ワークショップが示す処方箋
多摩地域の人口は、都心回帰の流れの中で、いよいよ減少局面を迎えた。そのよ
うな状況下で2015年12月10日にららぽーと立川立飛がオープンし、立川市に新
たな魅力的スポットが誕生した。本研究では来店者への2回のアンケート調査を含め、
地理統計システムや統計解析を援用しながら、ららぽーと立川立飛が立川地域の
魅力向上のためにどのような役割を果たせるか、さらにそのためにはどのような戦略
をとるべきかを示す。

審査委員コメント

審査委員コメント

審査委員コメント

東京経済大学　山本ゼミ、東大和市班 対象：東大和市

ひがしやまとの食の今昔物語
〜多摩の文化を味わい、知ろう！〜
多摩地域北部の多摩湖周辺地域は、村山地域と呼ばれ、独自の生活文化・郷土
料理が多数存在する。そんな村山地域のひとつ、東大和市をフィールドとして設定し、
現代の特産品である「ひがしやまと茶うどん」に至る『昔』の食文化を、『今』再発
掘し、子供から大人まで楽しめるイベントを提案し開催する。そして、食文化の魅力
を発信することで、粉もの文化を知らない地域内外の人々に村山地域への愛着を
形成してもらう。

東京経済大学　山本聡ゼミナール、御朱印班 対象：東村山市

村山×寺×御朱印
〜御朱印で地域に愛着を〜
東村山市、東大和市、武蔵村山市、瑞穂町といった狭山丘陵周辺は、村山地域
という名で呼ばれ歴史と文化を紡いできた。村山地域では、生産年齢人口の割合
が減少し、老年人口の割合が増加し、地域コミュニティにも衰退の兆しがある。村
山地域には寺社の歴史・文化といった地域の人に根付いてきた、あまり知られてい
ない魅力ある地域資源が存在する。本企画では、昨今、若い女性に着目されてい
る「御朱印」を軸にして、それらを地域内外へ発信し、再認識・再発見するためのイ
ベントを開催する。そして、まちを活性化させることで、地域コミュニティの衰退や人
口の減少を防ぐための礎にしようという試みである。

▶現状分析から導き出した課題と課題の解決策が明快でした。「アイデア」がプロのようで、「おもしろさ」に欠けますが、
コンサルティングという意味としては質の高い提案だと感じました。▶分析の中に若者の視点としての若者のニーズの
ようなものを入れると学生の発表としてよかったと思います。

▶地域の文化、良いものに着眼し、地元団体と連携した取り組みで、具体的なアクションも豊富でよかったと思います。
▶ストーリー性の重要性に着目したところが良い。継続性をどう維持するかについても更に研究してもらえたらと思います。
▶茶うどんを売るターゲットは東大和市民なのか、それ以外の地域なのかを明確にするとなおいい提案になると思います。

▶お寺での「お酒」は興味を引くイベントですので売りに出来ると思います。・ガイドツアーとしては魅力がありますので、
広報の仕方とターゲットの設定がポイントだと思います。▶村山地域活性化のためにより多くの寺院と協力して進めら
れるとより盛り上がると思います。

6団体が本選に進出決定！
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実践女子大学　チームトリプルC 対象：日野市

持続可能なコミュニティカフェの展開
〜人々を巻き込む緩やかなネットワークの構築〜
少子高齢化がすすむ中で、多世代交流のコミュニティカフェが増えている。しかし
現場を経験すると、『お世話係』と『お客様』に分離している事が多い。それでは継
続性がなく、限界があるのではないかと考えた。カフェに集う人々が無理なく楽しい
と思える時間を共有し、新たな繋がりの場を生み、まちの活性化に繋げたい。私た
ちは高齢者カフェの運営状況を中心に調査を行い、多世代が一体となって参加で
きるように誘う新しいコミュニケーションツールの開発につなげ、これからのコミュニティ
カフェの展開のモデル作りに取り組む。

創価大学　経営学部・安田ゼミ teamACT 対象：八王子市

記憶をずっと、笑顔をもっと
MCIから始める認知症予防
高齢化社会の課題の一つとして認知症の発症に着目している。認知症を発症す
ることで、その人が最期まで自分らしく生活を送ることを難しくしている。そこで私た
ちのまちづくりの目的は、認知症の発症を予防・抑制して、一人ひとりが自立した老
後の生活を送ることを可能にすることである。しかし、現在、認知症予防を行ってい
る人は少ない。そこで私たちは啓発活動と予防プログラムの提供により、将来の
認知症患者人数を減らしていく。

電気通信大学　西野ゼミ 対象：調布市

コミュニケーションロボットの開発を通
じた地域活性化
話し上手＆聞き上手なロボットによる生活サポート
近年、ロボットと自然言語で対話することで、種々の情報が得られる技術に対する
関心が集まっている。しかし、現状では、ロボットに案内等を行わせる場合には、あ
らかじめ設定されたシナリオにしたがって説明を行わせている場合がほとんどで、人
と実際に対話しているケースはほとんどない。そこで、人と実際に対話しながら、種々
の案内を行うコミュニケーションロボットを、地域に根差した活動を通して実践的に
開発していく。

審査委員コメント

審査委員コメント

審査委員コメント

12月16日、
昭和記念公園

　多摩地域の10大学24団体がエントリーした第4回多摩の学生まちづくり・ものづくりコン
ペティション2017選考会が9月9日、明星大学（日野市）で行われた。18人の審査委員（審査委
員長は西浦定継明星大学教授・ネットワーク多摩常務理事）が審査した結果、6団体が12月16
日、昭和記念公園花みどり文化センター（ＪＲ立川駅北口から徒歩8分）で開かれる本選に進
出することが決まった。

▶独自に開発した技術を存分に活かせる調査、研究を進めてほしい。▶多摩地域の IT企業と協力して商品化に期待。
▶今ある技術を活かし、高齢者のペットのような合いの手を作り出す考えは素晴らしいと感じました。今後、ニーズ調査
や、他のロボットとのポジショニング等、マーケティングを取り入れていけば、将来的に具現化されていくように思いました。

▶目の付け所が良いと思います。▶認知症になるリスクを持っている人を支えるためには、地域の専門職との連携が
必要不可欠だと思います。アプリとして自走していく中で、その人の住んでいる地域につなげていくこと、対面だから見
られる良さなどをいかにつくりあげられるかが重要なポイントだと思います。

▶ "家庭科 "をキーワードにしているのが面白いと思います。子どもたちに何をやりたいのかを聞くと同時に、シニア層
が何を教えたいのかを調査すると良いと思います。▶フィールドワークを通した気付きからの課題認識がgood。多くの
学生を巻き込む策がほしい。
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最初の「チームサキとボン」、緊張した思いが伝わってきて、若
さの初々しさがすごくいいと思いました。本当にやってほしい
テーマだと思える企画なので、次を期待します。

勘坂ゼミチームJKの駐車場のお話では、もっと現場を回れば
もう少し見えてくるものがあっただろうなと思いました。ただ、
知らないところから調べてまとめていって、少しずつ好きになっ
ていく過程が素敵だと思いました。

湯川ゼミ教育班の発表を聞いて、論理的に説明することはす
ごく難しいと、みなさんも感じたと思います。中にはどう結論に
なっているんだろうというのが結構あります。やはり論理的に
説明する訓練が大切だと思いました。

プレゼンのときに原稿を読んでいる人と、原稿を覚えて話す
人、あるいは臨機応変に言葉を変えながら話す人がいるんですね。
それによってどれが伝わりやすいかは皆さんの感じたとおりだ
と思います。それから昨年の実績を自分のプレゼンのときに説
明するという新たな手法を見つけたチームもあり、なるほどう
まいなあと思いました。

とかくInstagramだとかFacebookだとか、学生がやってい
て、アンケートも100件しかとってないのにアンケートですと
言い切るのを散見しますが、そんな中で東大和市班は人が集ま
らなかったところを、最終的に26人をチラシ配りして集めたこ
とに好感が持てました。集客の方法としてチラシ配りのような
ことをいまのInstagramだとかFacebookに応用したらどうか、
そんなことを考えたらいいと思いました。若者らしくないこと
にトライしているというんでしょうか。若者がすぐに飛びつか
ない部分でしっかりやってくるという行動力を見せていただき
ました。

東村山市の御朱印班は、村山地区という場所にターゲットを
絞ったところにすごく関心を持ちました。とかくみんな八王子
か立川をフィールドに選ぶんですが、多摩地域北端の村山地区を、
なおかつ一つの市ではなくて、広域に見ながら、この東村山市を

どうにかしたいという熱い思いが伝わってきてとてもいいと思
いました。ただ、収益が黒字になると発表されましたが、人件費
などが入ってないし、お金のことはもっと掘り下げてほしいと
思いました。

M-girlsの発表にヒアリングなどをやってきたが、分析をあま
りしていない点もありました。きちんと分析されていれば、初め
て聞く人も納得するのだろうと思いました。ネーミングはとて
もいいと思います。

観光チームの「ふぉとたまジェニック」も、どこにでもあるも
のだと思いながら聞いていましたが、ひとつひとつのネーミン
グだとか、みなさんの若い知識や経験を活かしながら上手いネー
ミングを付けていくと、伝わるものがあると感じました。

チームまちづくりα班の高齢外国人の地域活動については、
事業化していくのがすごく難しいと思いました。他の審査委員
も言っていましたが、テーマの選定が重要だと思いました。お酒
であれば普通、写真を撮って済ませてしまう方向にいくのですが、
そうではなく、ニッチな「高齢者と外国人」というテーマにきた
ところは感銘を受けるくらい感動しました。学生さんも話して
いましたが、潜在的なものをやっていくのが学生の仕事だと話
していた点が興味深いと感じました。ただ、事業化についてはど
うなっているのか、ガンバレという感じでした。

細野ゼミナールの発表では、コンサルティングの方がお話を
しているように感じました。審査委員の意見が分かれるのでは
ないかと思いますが、学生さんらしさというか、オリジナリティ
や企画力みたいな部分を出すともっと良かったと思いました。

最後の根本ゼミナールは、アイデアとかオリジナリティをう
まく出していくことはすごく難しいことで、とくに酒だとやり
尽くされたテーマでありながらもアピールポイントを見つけて、
他のところとどう違うかということを明らかにしていくのが大
変だと思いますが、その辺のことを深く考えていただけると、わ
れわれも勉強になると思いました。

まちづくり第１部門 多摩信用金庫　地域連携支援部長　長島剛さん

深い分析と論理の展開に期待　事業化の難しさをどう克服する
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審査委員講評
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今回いろんなテーマでとりあげていただいたまちづくりの課
題ですが、おそらく自治体や地域活動をしている方々、企業、そ
ういった方々がもしかしたらすでに取り組んでいて、何か解決
しきれていない、そんなテーマだったのかもしれません。そこ
で皆さんの重要なポイントというのは、多摩地域にいて地元を
知っている学生さんだからこそ、行政にはできない、企業にもで
きない、地域活動をやっている方々にもできないことでなにが
できるのか。それを今回のプレゼンテーションでみせていただ
けたと思っています。

その中で私が共通して感じたことが3点あります。
1点目は、グループによっては地域に何度も足を運んで住民

の方々とお話をしたり、対象となる方々にインタビューをした
りということを繰り返しているグループもあったと思いますが、
欲を言えば、地域に入っていくということは、フィールドワーク
としてアンケートをしたり、役所の方にインタビューしたり、そ
れも大事だと思うのですが、地域をもっともっと歩きまわって、
自分の地元と思えるくらいもっといろんな地域のことを知って
ほしいと感じました。

たしかに役所や商工会の方に伺うのも、いろんな視点を得る
上では大事だと思うのですが、住民の方にとってそれが正しい
答えなのか、もしかしたら住民の方々は違うことを求めている、
そんな可能性もありますよね。本選に残られる方は次のプレゼ
ンまでにはもっともっと地域をいっぱい歩いて、いろんな高齢
の人たち、いろんな子どもたち、児童館に出向いて子どもたちと
話をするような草の根レベルでフィールドワークをしていただ
ければと思います。

プレゼンテーションを聞いて感じたのは、対象を漠然と「高
齢者」、「子供」としていて、具体的にイメージさせる人物像とか、
こういう人の幸せを実現したい、そういう強い何かを感じるプ
レゼンテーションが少ないと思いました。みなさんのテーマに
応じた「こういう人」を幸せにしたいというイメージが湧くよう
な作業をこれから進めていただければと思います。

2点目として、今回のプレゼンテーションは、いろんな精鋭の
方々の様々なプレゼンスタイルを見ることができた非常に贅沢
な場だったと思います。その中で中身がすごく素晴らしくても、
よく聞けばこういうことを言いたかったんだなということがわ
かるけれども、どうも硬い感じだったり、ワクワク感が伝わって
こなかったプレゼンテーションもありました。

初めて聞く人にいかにその素晴らしいことを伝えるかは、自
分たちが何にワクワクしているのか、これをいかに10分、15分
の時間で伝えられるかが勝負になると思いますので、次回のプ
レゼンでは頭に留めてもらえればと思います。

最後に、共通して感じたのは、みなさんの事業に取り組むこと
によって地域がどう変わっていくのか、どんな素敵な地域になっ
ていくのか、そのあたりが見えにくい印象を受けました。例え
ば高齢の人たちにとって何かの効果がありますよ、それもわか
るのですが、その先に地域がどう変わってほしいのか、なかなか
伝えづらいとは思いますが、そういったメッセージも今度のプ
レゼンには含めてもらえればと思います。

今日は良い刺激をいただけました。みなさんに改めて感謝の
言葉を述べさせていただきたいと思います。ありがとうござい
ました。

まちづくり第2部門 ダイヤ高齢社会研究財団　主任研究員　澤岡詩野さん

地元の未解決策に挑んだ学生たち　地域を歩き回って人から情報を得よ

本日、ご参加いただいたみなさん、大変お疲れさまでした。ま
た、素敵なプレゼンテーションをありがとうございました。私
も今年で2回目の参加ですが、去年よりもずいぶんレベルが上
がったと感心しております。内容も非常に素晴らしくて、10分
間のプレゼンというお約束だった訳ですが、ここに至るまでに
は100倍くらいの時間をかけていただいたんじゃないかと思い、
皆さんの努力に敬服しています。

さて、皆さんは、本日のプレゼンに至るまでに、実際にフィー
ルドに出ていろんな研究されたのだと思います。その辺のとこ
ろが少しコンパクトにまとまり過ぎてしまっている感がありま
した。こんな研究を何か月も続けてきたんだよ、ということが
もっとわかると嬉しかったと思います。

もう1点。プレゼンも評価項目に入っていますので、せっかく
パワーポイントを使いますので、ビジュアルを、中には動画を

使ったところもございましたが、そういうところもより工夫し
ていただけると、より素晴らしいものになるんじゃないかと思
いました。

どのグループも拝見していて感じたことは、わたくしは小金
井市で行政に携わっておりますけれど、行政の分野から見ます
と、若い世代の力は、ぜひともお借りしたいと常日頃から思って
おります。

どこかの団体は東久留米市さんで勉強されたのかな、フィー
ルドスタディをしたと伺いましたが、そのような形であちこち
の市役所にも足を運んでいただいて、こんなことができないか、
あんなことができないのかという提案を積極的にいただきたい
と思っています。何かのご縁がありましたら、小金井市にもぜひ、
お越しください。本日、本当に楽しくプレゼンを拝見しました。
ありがとうございました。

ものづくり部門 小金井市企画財政部企画政策課課長　三浦真さん

フィールド・データをもっと露出して　行政が待っている若い世代の提案
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主催：公益社団法人　学術・文化・産業ネットワーク多摩
協力：国営昭和記念公園、日本経済新聞社多摩支局
後援：八王子市、立川市、町田市、小金井市、日野市、福生市、多摩市、羽村市、公益財団法人　東京市町村自治調査会
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多摩地域の丘陵の中で最も規模が大きい多摩丘陵。その中央部の尾根筋に位置
する遊歩道の「多摩よこやまの道」。多摩市諏訪の多摩東公園付近から唐木田配
水所までの約10㎞が横たわり、ウォーキングやジョギングを楽しむ人たちが多
い。万葉集にも読まれている歴史がある道で、鎌倉古道や奥州街道など歴史の道
が入り組んでおり、四季を問わず楽しめる。この「多摩よこやま道」は、2015（平
成27）年9月30日に文化庁が「新日本歩く道紀行100選シリーズ」の「歴史の道百
選」に選定している。

多摩市は、11月に4回に分けて、多摩よこやまの道で、草花や樹木に詳しい人、
都市計画のマスタープラン策定にかかわった人らがガイドを務めるウォーキング
を企画。その参加者を募っている。  無料・要申込 

   多摩市　 4回連続企画 参加者募集 
秋真っ盛りに「多摩よこやまの道をめぐるウォーキング」

多摩センター紅葉ウォッチング 
〜遊歩道ウォーキングで身近な自然観察
 日 時   11月11日（土）　13時30分～16時30分
 コース  パルテノン多摩～白山神社～きたとよ橋～豊ヶ丘スクールロー
ド～ふんすい橋～宝野公園～奈良原公園～大松台小学校～鶴牧
西公園～鶴牧東公園～多摩中央公園～パルテノン多摩 （約6㎞）
 ガイド  都築仁哉さん　多摩市植物友の会会員

古から続く多摩の自然をたどる 
〜多摩よこやまの道ウォーキング
 日 時   11月12日（日）　9時00分～13時00分
 コース  小田急多摩線唐木田駅～大妻女子大学前～中坂公園裏
～一本杉公園～恵泉女学園前～国士舘大学裏～防人見返りの峠
～さくらの広場～丘の上広場～多摩大学 （約9.5㎞）
 ガイド  川添修さん　多摩グリーンボランティア森木会会長

多摩ニュータウンロケ地巡り＆遊歩道ウォーキング
 日 時   11月26日（日）　13時00分～16時00分
 コース  多摩センター駅～パルテノン大通り～ゆうゆう橋～鶴牧東
公園～宝野公園～南豊ヶ丘フィールド～上之根大通り～落合東散
歩道～しまじろう広場～パルテノン大通り～多摩センター駅 （約5㎞）
 ガイド  柴田孝司さん　たまロケーションサービス代表

遊歩道からみる多摩ニュータウン開発の歴史と変遷
 日 時   11月19日（日）　13時00分～16時00分
 コース  ベルブ永山～永山団地～永山団地名店街～貝取団地～豊ヶ
丘団地～豊ヶ丘・貝取商店街～医者村～落合団地～宝野・奈良原公園
～鶴牧東公園～鶴牧団地～多摩中央公園～パルテノン多摩 （約7.9㎞）
 ガイド  尾中信夫さん　建築家

 定 員   各回30人（団体は1グループ3人まで）  お申込   官製はがきで郵便番号、住所、氏名、連絡先（電話番号）、年代、希望イベント名（2件まで
申込可能）、グループ申込の場合は代表者のみの住所、連絡先を書いて、10月10日（火）までに〒206-8666多摩市関戸6-12-1多摩市役所経済観
光課へ。ＦＡＸなら042－337-7659へ。同経済観光課窓口に直接届けても可。 お問合せ  042-338-6867経済観光課

『地元を愉しむ。』というキャッチコピーでスタートした「知のミュージアム　多摩・武蔵野
検定（略称タマケン）」は、今年10歳を迎えたのを機に10月15日13時から合格者の集いを開く。
合格者は延べ2,975人に及ぶ。

集いでは武蔵野が大好きだった国木田独歩、武蔵野をくまなく歩いた民俗学者・柳田国男が
見た武蔵野について、立川柳田国男を読む会の山口茂記さんが語る。

講演の後、タマケン事務局とともに合格者有志で作る「タマケン・サポーターズ」の活動に
ついて、サポーターズ代表・菊池等さん（青梅市）が報告する。2011年春から行ってきたガイ
ドツアー「多摩めぐり30」は35回に及び、そのうちの半数以上をサポーターズのメンバーが
立案、実行した。

この夏にタマケン・ホームページで立ち上げた「多摩の花ごよみ」が生まれたいきさつや展
望を発案者の関根充さん（八王子市）が話す。さらに合格者同志がタマケンを通じて、今後、ど
のような活動をしたいかを話し合って交流を深める。

事務局

10月15日日
タマケン合格者の集い2017
10月15日（日）TAKAO599MUSEUM （八王子市）

 日 程    10月15日（日）
 時 間   13時00分～16時30分
 会 場    TAKAO５９９MUSEUM

（京王線「高尾山口」駅）

 会 費    500円（傷害保険料、会場
費など）

 懇親会  会費3,000円（希望者）
 お申込    10月9日（月）までにネットワー

ク多摩事務局へ

防人見返り峠。多摩よこやまの道は、古代の相模
の国府と武蔵の国府を結ぶ道であり、古代の東海
道でもあった
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多摩地域を活性化する人材を育てるた
めの活動をしている多摩未来奨学金受給
者の学生24人は、活動の半期を終えたと
ころで、その成果を8月25日、明星大学で
発表した。多摩地域の元気剤になる新提言
を期待する奨学金を寄付した企業や大学
職員らが会場を埋めた。

1番に登場したのは「健康・福祉・環境グ
ループ」。モデルとして多摩ニュータウン
を選んだ。ここに暮らす住民の22％が高
齢者であることからこれら人たちが活躍
できる場を創出し、学生とともに活動する
ことで地域活性化につなげる構想を語った。

グループの仮説を立証するために多摩
地域の特産品がどの程度知られているのか、
定年後のアクティブさの情報を調べた。八
王子市の高尾観光情報案内所も訪ねた。空
き家を拠点にするアイデアを具体化する
ためにＵＲ都市機構と居住促進活動を展
開している多摩大学へも足を運んだ。住民
にお出かけスポット情報を発信するＷｅ
ｂサイトも立ち上げる構想だ。主役の住民
に大学生の力を提供することで多摩を元
気にできるという考えだ。
「教育・文化グループ」は、多摩地域の人

口減少化をストップさせるための対策を
打ち立てつつある。元々多摩地域に移り住
もうとしている人たちが集まる住宅展示
場の強みを生かして、多摩地域の魅力を発
信して人口増につなげるというのだ。ＳＮ

Ｓを使い、多摩の自然的資源をはじめ、企
業の取り組みなどを学生にも送り、卒業後
も住み続けてもらう目算だ。
「多摩地域の『生業づくり』」をコンセプ

トにしたのは「産業・企業グループ」。メン
バーの多くは、多摩地域についての知識が
少ないことから自分たち目線で就職に至
るまでのフェーズを分析して、例えば多摩
市にある企業をさらに知ってもらうため

にイベントを企画。企業と学生の接点を作
り、その両者の距離を近くするということ
から始める。

こうしたプランに会場からは「事業化す
るには課題が多い。その課題が少し見えて
きたからもっと調査・研究を」と指摘され
たが、奨学生たちは12月3日、明星大学で
行われる提言発表会までにさらに細密に
構想を組み立てると話していた。

政策スクール2017
講演「シティプロモーションに欠かせないもの」 
10月13日（金）9時、東京自治会館（府中市）

多摩未来奨学生プロジェクト4期生　中間発表
大学生の力で多摩地域をさらに元気にしたい　12月に提言発表会

 開催日   10月13日（金）
 時 間    9時00分～17時00分
 会 場   東京自治会館（府中市）
 参加費   無料（懇親会費：2000円）

 お申込    ネットワーク多摩HPより 
https://nw-tama.jp/

申込締切 10月6日（金）

大学卒業後に行政にかかわりたいと希望する学生と行政職員が、
多摩地域をさらに活性化し、今以上に暮らしやすい、あるべき姿を
めぐって討論し、提言する「政策スクール」は今年で5回目。基調講
演に電通コミュニケーション・プランナーの越智一仁さんを迎える。
越智さんは宮崎県小林市の方言を生かしたプロモーションビデオの
制作者として知られ、講演では「シティプロモーションに欠かせな
いもの」と題して自身の体験などを踏まえて語る。

3つのワークショップ（ＷＳ）のファシリテーターを交えたパネル
ディスカッションの後、ワークショップが行われ、それぞれの会場で、
学生、行政職員約30人が午後まで話し合い、政策提言する。聴講希
望は10月6日までにネットワーク多摩へ申込。会場の東京自治会館
へはＪＲ中央線武蔵小金井駅－京王線府中駅間の京王バスで東京自
治会館下車、すぐ。
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「憲法を学問する」 Ⅱ
11月11日（土）～12日（日）1泊2日、八
王子・大学セミナーハウス

11日13時20分開会後、「憲法判例：法律家の秘儀か、公共世界の
案内図か－判例のなかに社会像を読む」と題して、東大名誉教授・
東北大名誉教授の樋口陽一さんと日大大学院法務研究科教授・蟻
川恒正さんが対論。14時半から4つの分科会担当の教授がパネル
ディスカッション。

分科会は、11日と12日の2回行われる。テーマと担当は次の通り。
▶第1分科会「家族と個人」＝東大法学部教授・石川健治さん▶第

2分科会「経済の自由と公正」＝蟻川さん▶第3分科会「文化と国家」
＝東大法学部教授・宍戸常寿さん▶第4分科会「内心の自由」＝首都
大学東京法学系教授・木村草太さん。12日午後、総括討論後、15時
半ごろ解散。

networkTAMA vol.8 発行日 2017年9月29日　発行人  公益社団法人 学術・文化・産業 ネットワーク多摩
〒191-8506　東京都日野市程久保2-1-1明星大学20号館6階　TEL 042-591-8540 WEB nw-tama.jp

多摩地域の情報をお寄せください。ネットワーク多摩では、多摩地域の教育・行政・産業等に広く役立つ耳寄りな情報を随時募集しています。 office@nw-tama.jp

事務局 きのう・きょう・あす

第36回大学職員セミナー

大学職員の可能性を広げよう
―大学のグローバル化を牽引する職員

を目指して（第２回）―
11月24日（金）～25日（土）1泊2日、八王子・大学セミナーハウス
12時30分に開会して13時から事前レポート発表と意見交換を

した後、早稲田大学の国際プログラムコーディネーター・眞谷（ま
みや）国光さんが「海外留学プログラムの開発と運営について」、自
身の大学の例を語る。翌日までグ
ループディスカッションをして成果
と報告などをする。

大学セミナーハウス主催、学術・文
化・産業ネットワーク多摩協賛。

◆ネットワーク多摩人事　事務局長（10月1日付）
就任　森岡茂雄（出向元・多摩信用金庫）
退任　山根裕（出向元・多摩信用金庫）。9月30日付で常務理事を辞任。

加盟機関

11月24日金
〜25日土

加盟機関

11月11日土
〜12日日

事務局

11月19日日
タマケン受検申込み締め切り迫る！  
2017年11月19日(日)、明星大学で試験

団体割引・併願割引
10人以上の団体受検は、受検
料総額の10％引き。
併願受検は合計金額の540円
引き。
①ジュニア級＋マスター4級
②マスター4級＋マスター3級
③マスター3級＋マスター2級

知のミュージアム多摩・武蔵野検定 
2017年度検定試験
 日 時   2017年11月19日（日）
 会 場   明星大学 日野キャンパス23号館
 お申込    タマケンホームページ 

http//www.tamakentei.jp/ 
またはタマケン事務局へ郵送で。

 お支払    多摩信用金庫本支店またはゆうちょ
銀行。またはコンビニ支払い。申し
込み締め切りは2017年10月17日。

詳しくはタマケン・ホームページ、または☎042-591-8540
タマケン事務局へご連絡ください。

級 検定料(税込) 試験時間 問題数 合格基準 試験開始時刻
ジュニア級 1,080円 30分 25問 3段階評価 午前11時00分
マスター4級 1,080円 60分 50問 60点以上 午後2時00分
マスター3級 3,240円 90分 100問 70点以上 午前11時00分
マスター2級 4,320円 90分 100問 70点以上 午後2時00分
マスター1級 5,400円 90分 43問前後 70点以上 午後2時00分
マスター1級受検は、マスター2級合格者に限る。

2008年度から実施しているタマケンは、地元の自然や地理、歴史、文化、産業と
いった生活周辺にある事柄を出題。これまでの受検者は約4000人。受検者の多くは

「多摩のことを知っているつもりでいたが、知らないことがいかに多かったか気づい
た」と感想を語っています。新入社員・職員研修に生かす企業も増えています。学生
の就職面談にも役立つでしょう。ぜひこの機会に多摩を学んでみませんか？

 開催日   2017年11月24日(金 )～25日(土 )　1泊2日
 会 場    大学セミナーハウス(八王子市 )
 定 員   40名（先着順）
 対 象    若手・中堅職員(教員を含む)
 参加費   30,000円（大学セミナーハウス協力会員20,000円、ネッ

トワーク多摩会員25,000円）
 お申込    ホームページの申込みフォームよりお申込み
申込締切 2017年11月9日(木 )
お問合せ  042-676-8532（fax042-682-2601）大学セミナー

ハウス・セミナーグループ　E-mail:seminar-g@
seminarhouse.or.jp  http://iush.jp/

 開催日   2017年11月11日(土 )～12日(日)　1泊2日
 会 場    大学セミナーハウス(八王子市 )
 定 員   80名（先着順）
 対 象    大学生（大学院生含む）および社会人
 参加費   会員校学生7,000円、一般校学生9,000円、 

社会人15,000円（宿泊、食事、資料代、消費税を含む）
 お申込    ホームページの申込みフォームよりお申込み
申込締切 2017年10月27日(金 )
お問合せ  042-676-8532（fax042-682-2601）大学セミナー

ハウス・セミナーグループ　E-mail:seminar-g@
seminarhouse.or.jp  http://iush.jp/


