
平成２７年度 岡崎大学懇話会 事業報告 

○会議 

◆理事会 

日 時：平成２７年６月２４日（水）１８時～１９時３０分 
会 場：岡崎商工会議所 ５階 ５０１会議室  
出席者：１３名 
内 容：１．平成２６年度事業報告（案）について 

２．平成２６年度収支決算報告（案）について 
３．平成２７年度組織・役員（案）について 
４．平成２７年度事業計画（案）について 
５. 平成２７年度収支予算（案）について 

◆幹事会 

≪第１回≫ 
日 時：平成２７年５月２９日（金）１７時～１９時 
会 場：岡崎商工会議所 ４階 ４０１会議室 
出席者：９名 
内 容：<説明> 

１．岡崎市ご当地ナンバープレート（原動機付自転車）のデザインについて 
２．学生サポーター及び岡崎ルネサンスの立ち上げ 
３．あいちトリエンナーレ 2016開催に向けて 学生参加・協力について 
４．NPO法人コラボキャンパス三河…コーディネート機能の提案について 
<報告> 
１．平成２６年度事業報告（案）について 
２．平成２６年度収支決算報告（案）について 
<議件> 
１．平成２７年度組織・役員（案）について 
２．平成２７年度事業計画（案）について 
３．平成２７年度収支予算（案）について 
４．その他 

≪第２回≫ 
日 時：平成２７年１１月１８日（水）１７時３０分～１８時５０分 
会 場：岡崎商工会議所 ４階 ４０２会議室 
出席者：９名 
内 容：１．平成２７年度事業経過報告 

(1)岡崎市ご当地ナンバープレートデザインについて 
     (2)岡信ウインドウディスプレーについて 
     (3)学生部会（学生フォーラム、おかざきファーマーズマーケット）について 

(4)各大学講座について 
２．後半事業について 
(1)２１世紀交流サロン・葵丘開催について 

３．地域活性化フォーラム開催時期について 
４．その他 

≪第３回≫ 
日 時：平成２８年２月２４日（水）１８時３０分～２０時 
会 場：岡崎商工会議所 ５階 ５０１会議室 
出席者：１０名 
内 容：１．幹事交代について 

２．平成２７年度事業経過報告 
(1)第１５回学生フォーラム（11/28）開催報告 

     (2)各大学講座について 
     (3)２１世紀交流サロン・葵丘開催（2/19・2/25）について 



     (4)出前相談事業について 
     (5)地域活性化研究（第１５号）作成について（８月発刊） 

３．今年度活動の総括・意見交換 
４．次年度の事業について 

(1)地域活性化フォーラムの開催について 
(2)岡崎市行財政調査会への大学委員推薦依頼について 
(3)トリエンナーレ 2016開催に伴う協力依頼について 
(4)ウインドウディスプレイについて 
(5)大学講座の開催内容、謝金等について（金額・マイナンバー取扱も含め） 

５．その他 

◆学生部会 

 会 場：愛知産業大学 スチューデント・スクエア １階 
 内 容：今年度の学生フォーラム、学生部会活動について 
≪第１回≫ 
日 時：平成２７年７月２９日（水）１７時３０分～１８時３０分 
参加者：３４名 

  ≪第２回≫ 
日 時：平成２７年９月８日（水）１７時３０分～１８時５０分 

 参加者：２９名 
  ≪第３回≫ 
 日 時：平成２７年１０月６日（火）１７時３０分～１９時 
 参加者：２０名 
  ≪第４回≫ 
日 時：平成２７年１１月４日（水）１７時３０分～１９時 

 参加者：２０名 
 

○研究助成 

◆岡崎における産学共同研究助成 
・『地域連帯を高めるための高齢者ボランティアが活躍できるサロンの提案』 

愛知学泉短期大学 生活デザイン総合学科 木村 典子 准教授 
・『火の見櫓を活かした景観まちづくり』 

愛知産業大学 造形学部 建築学科 宇野 勇治 准教授 
・『岡崎市に定住する外国人親子に必要な日本語教育に関する研究』 

愛知産業大学短期大学 国際コミュニケーション学科 川崎 直子 准教授 
・『スクールカウンセリングと地域との連携 

―学校と地域をつなぐ心理臨床的援助システムの模索―』 
人間環境大学 人間環境学部 坂本 真也 助教 

・『「鑑賞」から「関係」へ：アートと地域の持続的な関係構築の最新事例と、 
岡崎市における適用の可能性の研究』 

岡崎女子短期大学 現代ビジネス学科 町田 由徳 准教授 
 

○刊行物等 

◆「地域活性化研究（第１４号）」発刊 

第１５回地域活性化フォーラム研究成果報告・第１４回学生フォーラム

発表内容および岡崎大学懇話会所属の研究者による投稿論文を掲載 

 

◆ホームページによる研究者情報発信  

岡崎大学懇話会ＨＰにて情報発信・更新 

http://data.community-satellite.com/ 



○フォーラム 

◆第１５回 学生フォーラム  

共 催：ＮＰＯ法人２１世紀を創る会・みかわ、岡崎商工会議所 
日 時：平成２７年１１月２８日（土）１３時～１７時３０分 

 会 場：愛知産業大学〔岡崎市岡町原山１２－５〕 
 内 容：市内７大学の学生が行った地域と結びついた様々な活動の成果を発表 

（発表８組・展示１７組） 
参加者：１５７名 

 

 

 

 

 

 

○講座 

◆経営哲学特講 

共 催：愛知産業大学 
会 場：愛知産業大学 １１０１教室 他 
≪前期≫ 
日 時：平成２７年４月２３日（木）～７月２日（木）（全６回） 

１４時～１５時 
 テーマ：「自分を知るということ」をはじめ６テーマ 
講 師：メットライフ生命保険株式会社 

 チーフコンサルタント 根本 宗一郎 氏はじめ６名 
参加者：のべ６７４名 
≪後期≫ 
日 時：平成２７年１０月１５日（木）～平成２８年１月１４日（木）（全６回） 

１４時～１５時 
テーマ：「中堅・中小企業での働き方」をはじめ６テーマ 
講 師：東海光学株式会社 代表取締役会長 古澤 武雄 氏はじめ６名 
参加者：のべ６１８名 

 

◆愛知産業大学短期大学 リレー講座 

 共 催：愛知産業大学短期大学 
 日 時：平成２７年１１月２４日（火）～１１月２７日（金） 
会 場：岡崎商工会議所 ４階 ４０２会議室（11/24,25） 
    ・４０１会議室(11/26,27) 

 講 師：愛知産業大学短期大学 
寺澤 陽美 講師、川崎 直子 准教授、高野 盛光 准教授、阿部 美貴信 教授、 
小林 直子 講師、首藤 貴子 講師、西田 一弘 准教授、奥村 幸夫 講師 

テーマ：「巷にあふれる危険なカタカナ英語」はじめ８講座 
参加者：のべ３２名 

 

 

 



◆簿記検定３級試験 直前対策講座 

共 催：岡崎女子大学・岡崎女子短期大学 
協  力：岡崎商工会議所 

日 時：平成２８年２月５日（金）、９日（火）１２日（金）、１６日（火）（全４回） 
会 場：岡崎商工会議所 ５０１会議室（2/12のみ 402会議室) 
講 師：岡崎女子短期大学 現代ビジネス学科 祝田 学 准教授 
内 容：簿記検定３級試験の出題傾向解説、問題演習及び解説、 
    質疑応答 

 参加者：のべ５４名 
 

◆愛知学泉大学・愛知学泉短期大学「生活と文化」講座  

共 催：愛知学泉大学・愛知学泉短期大学 
日 時：平成２８年３月２日（水）～５日(土) 

各回１０時３０分～１２時 

会 場：岡崎商工会議所 会議室 
講 師：愛知学泉大学 小栗 重行 教授 

愛知学泉短期大学 神谷 良夫 准教授、神谷 典子 准教授、鈴木 幸男 准教授 
内 容：「子供のネット利用を考えよう～正しく見守るために～」はじめ４講座 
参加者：のべ２０名 

 

◆人間環境大学「若者のこころへのかかわり方講座」  

共 催：人間環境大学 
日 時：平成２８年３月９日（水）１３時００分～１４時３０分 
会 場：岡崎商工会議所 ５階 特別研修室 
講 師：人間環境大学 人間環境学部 高橋 昇 教授 

内 容：「ストレスを知り若者のメンタルヘルスを考える」 
参加者：２３名 

 

○がんばる店主・事業所を応援する出前相談事業 

◆出前相談Ⅰ 

日 時：平成２８年２月８日（月）１６時～１７時 
内 容：健康に留意し、ところてんを美味しく食べるための糖尿病

患者向けタレの開発に向けた相談・助言。 
講 師：愛知学泉短期大学 

 生活デザイン総合学科 後藤 恵子 准教授 
相談者：合資会社池田屋 

（こんにゃく・ところてん製造卸売、生麩卸売） 

○連携事業 

◆岡崎信用金庫 ウィンドウディスプレイプロジェクト 

主  催：岡崎信用金庫 
期  間：平成２７年９月１日（火）～１２月２６日（土） 
会  場：岡崎信用金庫市内５店舗ショーウィンドウ 

（本町・伝馬・根石・日名・ローンプラザ岡崎） 
内  容：徳川家康公顕彰四百年記念事業のＰＲを目的として、家康公にちなんだ物語を 

イメージした作品を展示 
参加大学：愛知学泉大学、愛知産業大学、岡崎女子大学、岡崎女子短期大学 

 



◆おかざきファーマーズマーケット 

おねえさん・おにいさんと作ろう！オリジナル缶バッジづくり 

（学生部会活動） 

主 催：岡崎商工会議所、ＮＰＯ法人２１世紀を創る会・みかわ 
日 時：平成２７年１２月５日（土）９時～１２時 
会 場：暮らしの杜 
 
 

○協力 

◆たつみがおかふるさと夏祭りへの出展協力 

 主  催：岡崎パブリックサービス・サンエイ共同事業体 
 日  時：平成２７年７月１８日（土）１４時４５分～１９時 

 会  場：岡崎市竜美丘会館 
 参加大学：愛知学泉大学・愛知学泉短期大学、岡崎女子大学・岡崎女子短期大学、人間環境大学 
 内  容：来場する子どもたちが楽しめるブースの出展（ゲーム・工作など）、占い 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆岡崎城下家康公夏まつり第 67 回花火大会 うちわデザイン制作への協力  
 主  催：岡崎市・岡崎市観光協会 
協力大学：愛知産業大学 
内  容：うちわデザイン制作 
 

 
 
 
 

◆岡崎市ご当地ナンバープレート（原動機付自転車）デザイン制作の協力  

 主  催：岡崎市・岡崎市観光協会 

協力大学：愛知学泉大学、愛知産業大学、岡崎女子短期大学 
内  容：市制 100 周年記念事業の一環として作成される原動付

自転車のご当地ナンバープレートのデザイン制作 
 
 
 
 

◆行政アドバイザリー制度への協力（計２件） 

①愛知産業大学大学院 造形学研究科 宮下 浩 准教授 
「平成 28年４月に予定している市広報紙のロゴ、紙面デザイン変更についての助言」 

②岡崎女子大学 子ども教育学部 子ども教育学科 岸本 美紀 講師 

「本宿児童育成センター利用児童の指導方法について」 
 
 

「夕暮れの岡崎城と桜」 

愛知産業大学 近藤由衣菜さん 



◆ＮＰＯ法人２１世紀を創る会・みかわとの協調活動  

 主 催：ＮＰＯ法人２１世紀を創る会・みかわ 
 会 場：葵丘 

 内 容：葵丘サロン（ゲストによる講演と交流会）への参加・協力 
≪第２７回≫ 
日 時：平成２８年２月１９日（金）１８時～２０時３０分 
テーマ：「子ども・子育て支援新制度 

－地域全体で子どもを守り育てる社会へ－」 
ゲスト：岡崎女子大学 子ども教育学部 

矢藤 誠慈郎 学部長・教授 
 参加者：１９名 
≪第２８回≫ 
日 時：平成２８年２月２５日（木）１８時～２０時３０分 
テーマ：「森という不思議な世界」 

ゲスト：人間環境大学 片山 幸士 副学長 
参加者：１６名 
 
 

◆岡崎市市制１００周年記念事業における市民提案型事業検討会への参加※岡崎活性化本部主催 

 内 容：委員として参画 
 
 

◆岡崎ものづくり推進協議会との連携  

内 容：学識委員として参画 


