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活動成果報告会

川越 霞ヶ関北地区

実施概要

日時：2016年 7月 31日（日）10:00〜12:00 

場所：霞ヶ関北自治会館（川越市霞ヶ関北 3-12-16） 

対象：地域の方々、地域活性化に関心のある方々

定員：20名  

参加費：無料

主催：東洋大学総合情報学部総合情報学科

後援：霞ヶ関北自治会、角栄商店街振興組合、川越市

プログラム

10:00 開会・主催者挨拶

10:15〜11:15 学生の発表・会場との質疑応答（1班あたり 10分発表、5分質疑） 

11:15〜10:00 休憩

11:30〜12:00 全体討議・総評

15:30 閉会

発表順（状況により変更することがあります）

K3班「大学生が利用しやすい街を作るために必要な環境や施設などの整備のためのアイデ

ィア」

K4班「ラグビーと触れ合おう！」 

K2班「小畔川で遊ぼう」 

K1班「手作りで昔ながらの遊びを体験しよう！」 
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地域プロジェクト演習について

東洋大学総合情報学部	 教授	 小瀬	 博之

■【シラバス】地域プロジェクト演習：キャンパス周辺

地区における地域活性化の調査・実践・提案

【基本情報】

担当者： 小瀬博之、尾崎晴男、島田裕次、武市三智子、
大塚佳臣

時間割、授業回数：月曜 3・4限、15回、単位数：2 
授業科目区分：専門科目、選択必修

【講義の目的・内容】

	 大学の所在地である川越市内の地区を対象とした地域

活性化の調査・実践・提案を地域との協働で実施する。

川越中心市街地は江戸時代から城下町、門前町として

栄え、また、霞ヶ関北地区は 1960年代に開発された地区
である。

	 この地域は、すべての地域で高齢化、少子化、人口減

少、商店街の衰退など、すでに全国各地が抱えている問

題に直面している。その中で、大学の役割は、特に若い

世代が継続的に通学する地域であるために大きな期待が

寄せられている。地域を活性化するためのアイデアを提

案したり、すでに進行しているプロジェクトに参加した

りしながら、地域活性化の道筋をつけ、さらに大学の継

続的な関わりのために、次の代に引き継ぐための報告を

まとめることが本演習の目的である。

	 まず、現地見学において現状をよく洞察しながら把握

して情報の共有に努める。次に住民団体や行政の話を伺

いながら課題となっていることと大学・学生として地域

活性化に対して貢献できることを発見する。それらの経

過と結果をふまえて、各グループが取り組む内容を明確

にして、活動・制作に取り組み、成果を報告する。

【学修到達目標】

(1) 調査をもとに地域の課題を抽出することができる
(2) 抽出した課題に対して適切なソリューションを提案

することができる

(3) グループ及び関係者との協業ができる
【講義スケジュール】（実績）

第 1 回（4/11）ガイダンス：演習の進め方の説明、グル
ープ分け、情報共有システムの構築，アイスブレイ

キング

第 2回（4/18）現地見学（その 1）霞ヶ関北地区 
第 3 回（4/25）現地見学（その 2）川越中央通り「昭和

の街」周辺地区

第 4回（5/2）実地調査の確認、テーマの検討と決定、活
動計画の作成

第 5回（5/9）現状調査（アンケート、踏査、ヒアリング
等）（1）企画検討 

第 6 回（5/16）現状調査（アンケート、踏査、ヒアリン

グ等）（2）内容確定  
第 7 回（5/23）現状調査（アンケート、踏査、ヒアリン

グ等）（3）実施 
第 8 回（5/30）現状調査（アンケート、踏査、ヒアリン

グ等）（4）結果のまとめ・公開 
第 9 回（6/6）実地での活動または演習室での作業（1）

企画立案

第 10回（6/13）実地での活動または演習室での作業（2）
企画書の確認

第 11回（6/20）実地での活動または演習室での作業（3）
現地との折衝

第 12回（6/27）実地での活動または演習室での作業（4）
企画案の修正

第 13 回（7/4）実地での活動または演習室での作業（5）
企画案の試行または評価

第 14回（7/11）実地での活動または演習室での作業（6）
プレゼンテーション資料の検討

第 15回（7/18）実地での活動または演習室での作業（7）
プレゼンテーション資料の作成

補講期間（7/31, 8/3）成果報告会 
【指導方法】

1 グループ 4 人前後で複数グループを編成し、グルー
プが主導的に演習を行えるような指導を行う。また、学

生同士及び地域との情報共有、交流を進めるための情報

システムの活用を行い、ICTスキルの向上を果たす。
指導は、5 人の教員全員（小瀬、尾崎、島田、武市、

大塚）が毎回担当し、活動内容に応じて、各教員の専門

分野の知見・ノウハウを教授する。

【成績評価の方法・基準】

(1) 各個人が記した作業報告レポート及び自己採点（1/3） 
(2) グループでまとめた逐次報告並びに成果報告書の内

容（1/3）
(3) 成果報告会における各グループの評価（1/3）
（（1）+（2）+（3）=100%）
成績評価は東洋大学の基準に従う。

なお、授業回数の 3分の 1を超える欠席は、成績評価
の対象としない。

【テキスト】

ToyoNet-ACE に既往の成果物及び対象地域に関する
資料を掲載する。

【参考書】

山崎亮：コミュニティデザインの時代 - 自分たちで「ま
ち」をつくる、中公新書 2184、2012 
筧裕介：ソーシャルデザイン実践ガイド――地域の課題

を解決する 7つのステップ、英治出版、2013 
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■第 4回（5/2）の各班の話し合い結果要約

ワールドカフェ（問い）

霞ヶ関北地区は「大学生から子育て世代が住みたくな

る街」、「昭和の街」地区は「住民、市民、観光客への情

報伝達」という大きなテーマを持っている。

ラウンド 1（仮班での話し合い）「対象地域においてよ
いところや問題だと思ったことは何ですか？」

ラウンド 2（ホスト以外は人を入れ替えて話し合い）
「対象地域においてよいところや問題だと思ったことは

何ですか？」

ラウンド 3（元の席に戻って話し合い）「私たちが演習
において取り組むべきことは何ですか？」

各班の結果まとめ（どんな課題があり、どんな取り組み

をすべきか）

＜霞ヶ関北＞「大学生から子育て世代が住みたくなる街」 
K1：認知度が低い、子供向け施設が少ない。子ども
と親向けのイベントを考える。スタンプラリー、小

学校・幼稚園の協力を得て学校だよりにイベントを

周知する。夏祭りを活性化する。---5/8 かすみこど
もフェス

K2：人が少ない、子供の遊び場所が少ない。年寄り
から子どもまでできる遊びができるイベント。「将棋」

をみんなでやる世代交流イベント。「将棋の街」。---
春休みに現代娯楽研究会がイベントを開催した。

K3：大学生・子育て世代に住みやすい---大学生が利
用しにくい。大学生が利用したいと思える商店街を

つくる。駅～大学は店があるが、大学～エコス間は

ない。大学生が利用したいと思えるイベントを企て

る。

K4：子供達が遊べるように児童館や公園を増やす。
大学生が遊べるようにカラオケ、ボウリング場を増

やす。

＜昭和の街＞「住民、市民、観光客への情報伝達」

S1：街が暗くて店に入りづらい。店の前、街全体で
音楽を流して入りやすくする。見やすい看板を作っ

てメニューなどわかりやすくする。店舗前の飾り付

け---明るいまちづくり。 
S2：マップは持っているが外国人観光客が迷ってい

る。マップだけでなく英語の看板、案内板が必要。

マップを作るとしたら地元の人向けのマップを作る

べき。

S3：外国人が昭和の街に来ることを考える。昭和の
感覚を体感する。歩行者天国を実施。着物コスプレ

イベントを行い参加できるようにする。---5/5（木）
11:00-16:00「こころおどるKAWAGOEフェスタ 2016」
歩行者天国

S4：年配者が多く若い人が少ない。自分たちが被写
体になって街の雰囲気が出る写真を撮って、来たく

なるような地図を作る。---国際地域学部が両毛地区
で近いことをやっている。

S5：わかりづらい、駅から行きにくい、どこに何が
あるのかわからない。地図を作る。知名度が低い。

情報サイトに情報を投稿して人に来てもらうように

する。着物を着たりできる人がいる。女の子をター

ゲットにする。

S6：昭和の町並みは昔ながら。一方で訪ねる人の町
並みの認知度が低い。時の鐘、蔵造り、菓子屋横丁

に流れて知られていない。広報の手段としてホーム

ページをつくる。地域との交流を図りインタビュー

して細かい情報を掲載する。

■Web 上の情報共有
	 本演習では、履修者間及び地域住民や他大学との情報

共有を行っており、2013年度から使用している「川 
越・鶴ヶ島地域活性化プロジェクト Facebook ページ」
を活用している。

	 学生には、学外での行動後は各自で、学内での作業後

は各班の代表者が投稿するように指示した。そのことで

学生同士及び教員間の情報共有とともに市民の関心が高

まることを期待した。内容は次の URL をご参照いただ
きたい。

https://www.facebook.com/kawatsurutoyo/ 
なお、履修者と指導教員間の情報のやりとりは、東洋

大学授業支援システム「ToyoNet-ACE」を用いた（図-2）。
提出物の提出管理、連絡、関連資料の配布については、

主にこのシステムを用いて、情報管理の徹底を図った。

また、「川越・鶴ヶ島地域活性化プロジェクトWiki」（非
公開）を活用し、実施計画書の作成、活動記録の作成を

行うことで、班員同士の情報共有に努めた。
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成果報告要旨
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手作りで昔ながらの遊びを体験しよう！

K1班「FRREDOM」 

1. 活動の背景と目的
霞ヶ関北地区の目的は、少子高齢地域からの脱却であ

る。現在霞ヶ関北地区に住んでいる子供たちに、この地

域は楽しく住みやすいと実感してもらうことで、地域か

ら離れることなく、また親しみや誇りを持ってもらい、

更に次の世代へと繋げることを狙いとし、霞北祭を通し

て霞ヶ関北地区の活性化を図ろうという結論に至った。

2. 活動目標
今回の一番の目標は、祭りを盛りあげ来年も来たくな

るようにすることである。そのために子供が興味を持つ

遊びを事前に調査しそれを生かすイベントを計画した。

	 これを機に子供や若者に霞ヶ関北地区への愛着を持っ

てもらうと同時に、商店街を活性化し、彼らが気軽に商

店街に来られるようにしたいと考える。

3. 実施内容の概要
3.1 イベント内容の決定
商店街を視察し、自分たちが商店街を盛り上げるため

にできることは何かを話し合った。今回のターゲット層

である子供たちが多く集まる商店街のお祭りに目をつけ、

スタンプラリー、肝試しなどの企画を考えた。

3.2 自治会の方との話し合い 
スタンプラリーや肝試しは既に行われていた企画だっ

たようで、別の企画を考え直すことになった。

	 けん玉・シャボン玉・スライムを子供たちと一緒に作

って遊ぶ企画に決定した。

3.3 試作品のおもちゃの試作① 
けん玉・シャボン玉・スライムそれぞれを試作した。

スライムはホウ砂の代わりに片栗粉で代用できるとのこ

とだったが、失敗してしまった。

3.4 話し合い 
3.4.1商店街の方との話し合い 

お祭り担当の方と話をさせていただいた。K1班の企画
を快諾してくださり、商店街のゲーム券と引き換えに子

供たちに遊んでもらうという提案を受けた。

3.4.2 自治会の方との話し合い② 
	 改めて企画の詳細を提案し、告知のチラシや開催要項

について足りない部分に関するご指摘をいただき、改善

することにした。

3.4.3 こうゆうかんの方との話し合い 
	 開催場所として学習塾・こうゆうかんのスペースを貸

していただけることになり、現場の視察を行った。

3.5 チラシ作成、試作品の作成② 
自治会の方々から指摘された点を考慮し、仮作成

していたチラシの決定稿を作った。また、以前失敗

してしまったおもちゃの試作品作製も再び行い、分

量や作り方も決定した。

4. 実施結果の概要と考察
4.1 企画実現にあたっての課題
イベントを企画する際、スタンプラリーをする案が出

たが、以前のイベントと被ってしまったため、一から計

画を練り直し、霞北祭にイベントを行うことになった。

商店街の方も承諾してくれたので再スタートすることが

できた。また霞北祭は自治会と商店街の共同開催なので

イベントに参加するにあたって商店街の人とも話し合う

ことが必要になり、時間の確保が大変だった。

4.2 試作品の作成とコスト 
授業の何回かに分けて模擬作成を行った。ホウ砂以外

は 100円ショップで手に入るため比較的コスト面に関し
ては安くすんだ。

	 けん玉、シャボン玉、スライムは作る時間もかからい

ため回転率もいいと思われる。

4.3 当日祭りに来てもらうための集客 
イベントの開催場所でもあるこうゆうかんの方が、塾

の生徒さんにお祭りの宣伝を行ってくれた。自治会の人

にも協力を頼んで回覧板に祭りのチラシを折り込んでも

らえるようにしてもらい、さらに幼稚園のほうにもチラ

シを配ってもらえるようになった。

5. 結論と今後の課題
まだ本番のお祭りは先なのではっきりした結論は出て

いないが、とにかく本番に向けて不備や足りないものが

ないかどうか確認することが重要となってくる。
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図-1	 霞ヶ関北の課題 

図-2	 目的・背景 

図-3	 活動目標 

図-4	 実施内容 

図-5	 イベント内容の決定 

図-7	 おもちゃの試作 

図-7	 これまでのまとめ 

図-8	 今後の予定 
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小畔川で遊ぼう

K2班「小畔川 2班」 

1. 活動の背景と目的
私たちが初めて学外演習で霞ヶ関北地区を訪れた際に、

若い人が少なく、お年寄りが多い静かな町だと感じた。

具体的には、昼間でもシャッターの閉まった店舗が多く

暗い印象を受けたが、外にある掲示板や「かっぱカフェ」

の店内に数多くのイベントの告知が掲示されているのを

見て、地域の活性化するための工夫が見て取れた。そこ

で私たちは地域の方々が過ごしやすい地域づくりをする

べく、何か地域を盛り上げることができるイベントを行

うのが良いと考えた。そこでこの地域を調査した結果、

近くに小畔川という川が流れていることが分かった。そ

こは自然がとても豊かな場所であり、魚釣りやバーベキ

ュー、川遊びといった様々なことが行うことが可能であ

った。昨年もこの演習でコミュニケーションの場の創造」、

「小畔川の美化」といった小畔川を霞ヶ関北地区のメイ

ンスポットになりうるような川にすることを目的とした

企画を行ったという背景もあり、この小畔川でこのよう

なイベントを開催することにより、地域内の人々の交流

を活性化させて、霞ヶ関北地区の活性化の手助けをする

ことができるのではないかと考えた。	

	 このプロジェクトの具体的な目的としては、近隣住民

の方々を対象に行うことにより、今一度「郷土愛の向上」、

さらに普段体験できないものづくりを通した「子どもた

ちのものづくりに対しての関心意欲の向上」、そして、最

終的には「人と川の共存する文化・社会の創造」を目指

していくものである。

2. 活動目標
2016年 8月 7日に霞ヶ関北地区の自治会が毎年開催し

ているイベント「納涼の集い」が行われる。小畔川イベ

ントはそのイベントと連携して開催するべく計画した。

最終的には今回の企画を成功させ、地域の方々の信頼を

得て、今後もこの 2つのイベントが 1日の流れとして小
畔川と地域の住民が共存することができる機会の提供す

ること、居住地域の自然環境を再認識することができる

毎年恒例の活動となるようにしていくことが現在の私た

ちの目標である。

3. 実施内容の概要
私たちが行う活動内容として水鉄砲作り、ペットボト

ルロケット作り、川での水遊びといったものを企画して

いる。これらの体験を通してものつくりに対しての興味

を喚起すると同時に、新たなコミュニケーションの場を

提供することが主なコンセプトであり、夏休み中の開催

ということで子供たちの自由研究のテーマとなるような

体験にしていただければよいと考えた。また、川遊びや

ものつくり体験をするにあたって活動に伴う危険性を理

解し、安全面への配慮や信頼性など不安となるような事

への対応には念入りに打ち合わせを行い、企画を遂行し

ていくこととした。

4. 実施結果の概要と考察
現時点でまだ企画そのものを実施していないため、こ

こではこれまでの活動についての概要と考察についてま

とめておく。

	 まず霞ヶ関北地区活性化について現在の状況を把握す

るために、直接霞ヶ関北地区へ足を運び、自治会館で自

治会の方々から霞ヶ関の年齢分布や直近の活動内容につ

いてのお話を伺ったが、住民の年齢分布（少子高齢化）

についての話が印象的であった。そういった理由から「若

い世代を取り込める企画の必要性」を感じた。

	 その後、具体的にどういった企画を実施するかについ

て話し合い、霞ヶ関の良いところについての意見を出し

合った。結果として「自然が多い」「川がある」などの意

見が挙げられた。その他にも夏に灯篭流しのイベントで

ある「納涼の集い」と呼ばれる行事があることからも「行

事が多い」という意見も出た。これらの意見を踏まえ、

「川がある」という点を活かし、出来れば夏にある納涼

の集いとタイアップすることが出来れば宣伝にも繋がる

と考え、「川遊び」の企画を立案することとした。具体的

には、ものづくりに対する関心意欲の向上を意図して「水

鉄砲作り」「ペットボトルロケット作り」および人と川の

共存する文化・社会の創造を意図して「川辺の生き物観

察」の 3つを軸に企画を進めていくこととなった。その
後、霞ヶ関北地区の自治会の方々との話し合いを経て、

前述の企画を実施する運びとなった。更に、企画宣伝の

ためにチラシづくりを行った。現在は企画当日に向けて

の段取りおよび安全対策法案の検討に注力している。

5. 結論と今後の課題
上で述べたようにまだ企画そのものの実施はしていな

いため、ここまでの活動を通してのまとめとしては、地

域の活性化のためにはその地域の問題点や課題を見据え

つつ、地域の特長を活かした企画考案が大事になってく

るということである。

	 今後の課題としては、企画実施に向けての最終準備を

進め、企画実施に際する目的と目標を達成するためにも

無事この企画を成功させるというこの 1点であろう。 

地域プロジェクト演習2016 川越霞ヶ関北地区成果報告要旨集

8



活動の背景
u 霞ヶ関北地区の地域活性化のためには…

→住民間の交流が不可欠

u 少子高齢化が進み、労働人口が減少し技術の継承が困難

→普段経験しないものづくりを通して興味を持ってもらう

u 小畔川は埼玉県の一級河川であり豊かな自然に恵まれている

→自然に配慮した水辺を利用しての体験学習を提案

 
図-1	 活動の背景 

 

 
図-2	 目的 

 

企画立案
u 郷土愛の向上

→イベントによる子供を核とした地域の皆様の交流

u ものづくりに対する意欲向上

→水鉄砲作り

→ペットボトルロケットの製作と実施

u人と自然の共存する社会文化の創造

→川での水遊び

→小畔川付近での生物観察

図-3	 企画立案 
 

計画内容
u 水鉄砲作り

→塩ビ管を使用しての本格的な水鉄砲作り

u ペットボトルロケットの製作と実施

→運営側で事前に用意した

大型のペットボトルロケットの打ち上げ

u 小畔川付近での生物観察

→網とバケツを使い生き物を実際に捕まえての観察

 
図-4	 計画内容 

 
図-5	 水鉄砲の作り方 

 

 
図-6	 広報用チラシ 

 

図-7	 イベント実施日時 
 

 
図-8	 まとめ 

"����

��������&����

u ,%*�!�
u ��	����� .!�
u ���(�$)����#��-'

��+��
"��
����

��
����
u ��


u 	����
����(http://www.cainz.com/jp/howto/mizudeppo/)

������
u 	���
��

�����

0���"���
��

��

�

QS� T � Q�Q�� �� ��� � �� � �{=GV��

;K�AcD� ���u2.90�

Up�����Y�
��U�

�"� �s�HJ�������

L	_�̀ ���

3z&N�?+ �� &gF�

�A@ � E(%�,qk7*��

ra�̂ O�

51P[�|#y4lZ)~�dMb�t��

51j/� T � Q�

�

51k-8�Xxf�!�"��b�t���R����

�
|#y4lZ)� � 	 � - ��� - �� �
W\<@i6I:@v� �$	 E� >m$Bw$}C$]e$�n$hD�

�����������
������� � �'o�>m��

����".��
u8�7�(�) 9:00�
#6& ���+$%1�

/(�!�5� '�-�)�4�
,32
*�

	/(�0�
������

地域プロジェクト演習2016 川越 霞ヶ関北地区 成果報告要旨集

9



大学生が利用しやすい街を作るために必要な環境や施設などの整備のためのアイディア

K3班「チーム松本」 

1. 活動の背景と目的
霞ヶ関商店街の見学をし、東京国際大学が近くにある

にもかかわらず学生の姿が見えないことに気が付き、商

店街に東京国際大学の学生がなぜ来ないのかを調査しよ

うとしたが、東京国際大学側のアンケート拒否を受け頓

挫した。そこで、商店街に年配の方が多く若者が少なか

ったことから、若者が利用しやすい商店街について考察

することを新たな活動目標とした。これら二つの活動の

目的は一貫して、商店街に安定した長期的な経済活動の

基礎を作るための、商店街への若者集客率の向上である。 

2. 活動目標
娯楽施設が少なく、大学生の姿があまり見られない霞

ヶ関が、どうしたら大学生が過ごしやすく、遊びやすい

街になるのか。大学生があまり利用しないという状態を

改善するためのプランを考える。改善に至らないとして

も解決の糸口になるような成果をあげるのを最終目標と

する。

3. 実施内容の概要
3.1実施内容前半
最初、カフェを行おうとしていたが、イベント後には

リピートしてきてくれるとは限らないとの意見が出たの

で、角栄商店街の知名度向上を目指していくためにアン

ケートを行うことにした。全員の作ったアンケートの質

問項目の中で登場回数の多かった、商店街で行ってもら

いたいイベントや若い世代が感じる学生の住んでいる場

所の近所の商店街の良いところ、逆に改善してほしいと

感じるところをアンケートに盛り込んだ。

	 角栄商店街から距離が近い東京国際大学の学生に商店

街の認知度を確認するため大学側にアンケート調査の許

可をお願いする書類を郵送したが断られてしまったので、

急遽、東洋大学の ToyoNet-ACEでアンケートを実施する
ことになり大勢の学生に回答してもらった。

	 回答してもらったアンケートを集計した結果、大学生

が求めている喫茶店や学内の学生は商店街に食べ物のイ

ベントや音楽系のイベントを求める傾向があり、商店街

の発展に期待している学生がとても多いことが判明した。

アンケートを基に再び角栄商店街に赴き、アンケートと

比較した。

3.2エクセル、ワードを駆使して集計 
私達はアンケートで得た情報を元にして集計作業を行

った。8つあるアンケート項目を 5人で分担し集計した。 

4. 実施結果の概要と考察
東洋大学生 467人のうち、角栄商店街を知っている東

洋大学生は約 2割であった。また、角栄商店街で行って
ほしいイベントを質問すると、食べ歩きイベント・有名

人のトークショー・祭り・花火大会・音楽ライブなどが

挙がった。地元の商店街について質問すると、私たちが

予想していたような回答のほかに、その地元特有の回答

もあった。例えば「地元の商店街のいいところ」では「商

店街での買い物をするとポイントがたまり、そのポイン

トでテーマパークのチケットと交換できる」などである。 
次にアンケート結果を踏まえ、学生が望むものが角栄

商店街にあるのかどうか、学生の地元の商店街と比べて

角栄商店街はどうなのかを調べるため、現地に赴いた。

その結果、角栄商店街は高齢者に特化した商店街となっ

ており、学生が商店街に望むものは見られなかった。「大

学生に住みやすい街づくり」という大きなテーマとはか

け離れているといわざるを得ない状況である。

アンケート結果から学生の商店街の認知度はかなり低

いものであったため、まず、角栄商店街を知ってもらう

必要があると考えられる。例えば、アンケートで「角栄

商店街で行ってほしいイベント」を聞くと、グルメフェ

スやトークショーといった回答が得られたので、まずは

シャッターが閉まっているところを活用して、肉フェス

やご当地グルメフェス・お笑いライブなどを開催して、

学生に足を運んでもらうのがよいだろう。

5. 結論と今後の課題
今回の演習を通して我々が初めて角栄商店街を知った

ように、霞ヶ関北地区の認知度は学生のような若者世代

には低いのが現状だ。商店街を歩いていると空き店舗を

よく見かける。これらを新しい店舗、特に学生が求めて

いる娯楽や学生が集まることのできる店に変えることに

よって近隣の人々が行きたいと思えるような動機を作る

ことができる。また、学生などの若い世代が訪れること

によって商店街に活気が出たり話題性が高まるなどの有

益なメリットがあるはずだ。

	 若者世代を集めるための案をいくつか挙げるなら若者

に人気のお笑い芸人を呼んだイベント、今はやりの肉フ

ェス、B 級グルメフェスなどの食に関するイベント、の
ど自慢大会やマラソン大会といった参加型イベントのよ

うな若者に喜ばれるイベントを行うこと、若者がとっつ

きやすい商店街を代表するゆるキャラやご当地グルメを

考案することではないか。
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図-1	 活動の背景と目的 

図-2	 活動目標 

図-3	 実施計画内容 

図-4	 アクシデント発生 

図-5	 アンケート内容 

図-6	 現地調査 

図-7	 考察 

図-8	 これからの展望 
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ラグビーと触れ合おう！

K4班「New Dragon」 

1. 活動の背景と目的
霞ヶ関北地区の子供たちが少ない中、スポーツを通じ

て子供たちが楽しめるイベントを企画し、霞ヶ関北地区

という街が少しでも活気あふれる街になるようにお手伝

いをしたいと考えた。

2015 年イングランドで行われたラグビーワールドカ
ップで日本代表が歴史的勝利を挙げ大活躍し、また、セ

ブンズ日本代表が男女共にリオデジャネイロオリンピッ

ク出場が決定し、2019年にはラグビーワールドカップが
日本で行われるということで今注目されている

	 そこでラグビー部員で構成された当班では、また、ラ

グビーボールを使った遊びなどから構成されたラグビー

体験イベントを企画することとした。

2. 活動目標
ラグビー体験イベントを通じた、子供たちや保護者同

士の交流によって、地域のつながりを深めていただくこ

と、子供たちがラグビーはおもしろくて楽しいスポーツ

だと実感してもらうこと、参加してくれた子供たちが今

後ラグビーをしたいと思ってもらえるようにすることが

目標である。このイベントを通じて、ラグビーというス

ポーツに興味を持っていただき、W杯やオリンピックの
盛り上げに貢献したいと考えている。また、これを機会

にラグビーを志す子供が生まれ、そういった子供たちが

増えることによって、スポーツを通じて街の活性化にも

つながり、新たなイベントが増えていくことを期待して

いる。

3. 実施内容の概要
3.1	 イベントの企画
企画当初の案として、かほく祭でイベントを行う予定

で話しを進めていたが、ラグビー部の合宿と日程が重な

ってしまったために実現は不可能となってしまった。自

治会の方々と打ち合わせた結果、小学校の跡地であるグ

ラウンドあるいは霞ヶ関幼稚園のどちらかが良いのでは

ないかということで 2案を企画した。結果として、関係
者の予定が合う、幼稚園でイベントを行うことになった。 
イベント案 1（小学生低学年以下を対象）
イベント案１はグラウンドとした。対象年齢は小学校

低学年とし、ラグビーのルールでタッチをする「タッチ

フット」を行うか、タックルの代わりに腰の両サイドに

タグをつけてタグを取るという「タグラグビー」のいず

れかを計画した。

イベント案 2（小学生未満を対象）

イベント案２では対象者を幼稚園児だけとし、タッチ

ラグビーほど接触が少ないと考えられるタグラグビーを

企画した。

3.2	 イベントの実施計画
イベントを行うにあたって、自治会の方々の紹介で、

園長先生に挨拶をし、幼稚園の使用の許可を頂いた。そ

して、当日のイベントの運営マニュアルを作成し、当日

の内容を決定した。それに伴い、保護者へのお手紙を打

ち合わせを通じて完成させ、幼稚園を直接訪れ、手紙を

園長先生に渡し園長先生に園児たちに配布をして頂いた。 

4. イベント内容
イベントは 2016年 8月 1日に霞ヶ関幼稚園で行うこと

となった。

4.1	 ラグビーイベント 
まず、班員によるデモストレーションを行う。内容は

ラグビーの基本スキルである、パス、タックル、キック

などで、これらを子供たちに見せることで、ラグビーの

すごさを伝えると同時に、場の雰囲気を盛り上げて、子

供たちのやる気を高める。

	 次に、準備体操を経て、班員はボールを持って走り、

子供たちが追いかける形式の鬼ごっこを行う。ラグビー

感を盛り上げることを狙う。

	 最後に、タグラグビーを行う。ルールは、腰にタグ（リ

ボン）をつけてボールを持って走り、ボールを持ってな

い人はボールを持っている人を追いかけて、タグをとっ

たらタックルでとめたのと同じというものである。これ

によりラグビーという競技の一端を体験してもらう。

4.2	 イベント評価アンケート 
イベントに関する評価を確認するためのアンケートを

行う。質問内容は、イベントの感想、安全対策の評価、

ラグビーに対する意識の変化、イベントの継続への意見、

イベントに対する自由回答からなる。

5. 今後の予定
8 月 1 日(月)に霞ヶ関幼稚園でラグビーイベントを開

催する。当日は気温が高くなることが予想されるので、

テントの設置、飲み物の準備を十分に行い、暑さ対策を

万全にして、安全で楽しいイベントになるように尽力し

たい。

	 また事後アンケートの結果を分析し、本イベントの有

用性と、次年度以降の継続開催の是非について評価を行

う予定である。
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図-1	 背景 

図-2	 目的 

図-3	 目標 

図-4	 実施内容 

図-5	 イベント内容 

図-6	 イベント案内 

図-7 想定される成果 

図-8 今後の予定 
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