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「興動館プロジェクト」8 月行事予定のお知らせ
広島経済大学（学長

小谷 幸生）の興動館プロジェクトにおける、8 月の主な行事予定をご案内いたします。

プロジェクト名

開催日

イベント名

1

子ども達を守ろうプロジェクト

8/9（木）、10（金）

スタンザ・キアラ

2

カフェ運営プロジェクト

8/23（木）

水遊びカフェ

3

カンボジア国際交流プロジェクト

8/20（月）～9/2（日）

カンボジア夏渡航

4

太田川キレイキレイプロジェクト

8/10（金）

太田川クイズラリー

8/21（火）

ボランティア・ステップアップ・セミナー

5

動物のかけがえのない命を守ろう
プロジェクト

6

若旅促進プロジェクト

8/9（木）～13（月）

日韓交流ツアー

7

東北支援プロジェクト

8/24（金）～30（木）

東北支援現地活動実施

興動館プロジェクトとは…
「国際交流」
「社会貢献」
「地域活性」
「経済活動」などに関わるプロジェクト活動の準備・実行はもちろん、
企画、交渉、予算管理、報告・発表などの全般について、学生が主体的に取り組んでいる。多様な人間とと
もに何かを達成する過程の中で、実社会で必要な人間力を養い、
「ゼロから立ち上げる」興動人*として活躍
する人材を育成する。
※「ゼロから立ち上げる」興動人とは…
既成概念にとらわれない斬新な発想と旺盛なチャレンジ精神、そして仲間と協働して何かを成し遂げるこ
とのできる力を備えた人材。

◆

各プロジェクトの紹介文は本プレス、最終頁にあります

◆

※お問い合わせ、ご取材の向きは、事前に以下までご一報下さいますようお願い申し上げます。
こうどうかん
（記事の内容について）広島経済大学 興動館スタッフ
TEL（082）832-5010
（取材の依頼について）広島経済大学 入試広報センター 山本・足立・住本・高田・藤永 TEL（082）871-1313

１．スタンザ・キアラ
①イベント名：スタンザ・キアラ
②日 時：8 月 8 日（水）
、9 日（木）
、10 日（金） 10：00～12：00
③場 所：広島経済大学 興動館（広島市安佐南区祇園五丁目 1-27）
④対 象：広島市立祇園小学校の全児童
⑤目 的：両親が仕事で家を留守にし、家にひとりで過ごす子どもが増えてきている。そんな子ども達を集め、
学生が宿題と工作の手伝いをすることで、子ども達が家にひとりでいる時間を減らし、子ども達へ
の危険や犯罪抑制とする。
⑥内 容：8 日（水）宿題、9 日（木）工作（スライム、ステンドグラス、牛乳パック工作）
、
10 日（金）太田川クイズラリー（太田川キレイキレイプロジェクト主催のイベント）
⑦プロジェクト名：子ども達を守ろうプロジェクト

２．水遊びカフェ
①イベント名：水遊びカフェ
②日 時：8 月 23 日（木）
③場 所：広島経済大学 興動館（広島市安佐南区祇園五丁目 1-27）
④対 象：安佐南区に住む子育て中の世代
⑤目 的：プロジェクトメンバーが子どもと一緒に遊ぶことにより、ゆっくりとした時間を過ごしてもらう。
⑥内 容：水遊び、ケーキのデコレーション体験
⑦プロジェクト名：カフェ運営プロジェクト

３．カンボジア夏渡航
①イベント名：カンボジア夏渡航
②日にち：8 月 20 日（月）～9 月 2 日（日）
③場 所：カンボジア プノンペン、シェリムアップ、タケオ、コンポントム
④対 象：カンボジアの子どもたち
⑤目 的：副読本を通して現地の子どもたちに対して教育支援を行う。
⑥内 容：低学年用副読本「SAKURA」について、教員養成学校の学生とティーチングツールについて議論およ
び第 2 版副読本についての理解度を確認。歯磨き、手洗いなどの衛生教育活動の実施。
⑦プロジェクト名：カンボジア国際交流プロジェクト

４．太田川クイズラリー
①イベント名：太田川クイズラリー
②日 時：8 月 10 日（金）10：00～12：00
③場 所：広島経済大学 興動館（広島市安佐南区祇園五丁目 1-27）
④対 象：広島市立祇園小学校の全児童
⑤目 的：ゲームをしながら、楽しく学んでもらうとともに、太田川を利用するきっかけにしてもらう。
⑥内 容：太田川に関する座学を行い、その内容にちなんだクイズとゲームを行う。
（子ども達を守ろうプロジェクト主催のイベント「スタンザ・キアラ」の最終日に実施）
⑦プロジェクト名：太田川キレイキレイプロジェクト

５．ボランティア・ステップアップ・セミナー
①イベント名：第 4 回ボランティア・ステップアップ・セミナー
②日 時：8 月 21 日（火）16：00～19：00
③場 所：広島経済大学 明徳館 7 階 プレゼンテーションコート（広島市安佐南区祇園五丁目 37 番 1 号）
④対 象：プロジェクトメンバー、他大学生
⑤目 的：動物ボランティアに対する知識向上
⑥内 容：各メンバーのボランティアレベルに応じた講義を実施
⑦プロジェクト名：動物のかけがえのない命を守ろうプロジェクト

６．日韓交流ツアー
①イベント名：日韓交流ツアー
②日にち：8 月 9 日（木）～13 日（月）
③場 所：韓国 ソウル、永川、大邱、釜山
④対 象：日本人大学生、韓国人大学生
⑤目 的：若者をターゲットにした日本から韓国へのアウトバウンドツアーを開発する。
⑥内

容：若者をターゲットにした日本から韓国へのアウトバウンドツアー「現代版挑戦通信使を巡るたび
都市観光ツーリズム×朝鮮通信使」の商品化を目標に、ソウルから釜山までの行程を 4 泊 5 日で巡
り情報収集を行う。2 日目、3 日目は嶺南大学の協力を得て、現地の大学生との意見交換や、朝鮮
通信使に関係のあるエリアを訪問するスタディーツアーにも参加する。

⑦プロジェクト名：若旅促進プロジェクト

７．東北支援現地活動実施
①イベント名：東北支援現地活動実施
②日にち：8 月 24 日（金）～30 日（木）
③場 所：宮城県気仙沼市、石巻市、女川町、仙台市
④対 象：東北の方々
⑤目 的：震災の記憶や経験をどのように残し、どのように未来につなげていくかを考え、広島での伝える活
動に繋げる。
⑥内 容：震災の被害を受けた方々にインタビューを実施する。
⑦プロジェクト名：東北支援プロジェクト

※お問い合わせ、ご取材の向きは、事前に以下までご一報下さいますようお願い申し上げます。
こうどうかん
（記事の内容について）広島経済大学 興動館スタッフ
TEL（082）832-5010
（取材の依頼について）広島経済大学 入試広報センター 山本・足立・住本・高田・藤永 TEL（082）871-1313

＜子ども達を守ろうプロジェクト＞
近隣の小学校で年間約 230 日間ガードボランティアを行っているほか、小学校での地域安全マップ作成の事前学
習を学生たちが出前授業するなど、行政、地域の方々と連携し、子ども達が安心して暮らせるまちづくりに取り
組んでいる。
※ガードボランティア…不審者から子ども達を守るため、学生が校内を見回り、休み時間に校庭で子ども達と遊
ぶ活動
＜カフェ運営プロジェクト＞
「カスタマーファースト～地域とともに～」を経営理念に掲げ、興動館 1 階にある一般の方も利用できる HUE
café「Time」を学生だけで運営している。
「安心・安全」
「愛されるカフェ」
「More Communication cafe」といっ
た目標を据え、商品・接客・空間などにおいて安心で安全なサービス、学生ならではのアイデアメニューなどを
提供している。
営業時間：平日 12:00～17:00
＜カンボジア国際交流プロジェクト＞
ポル・ポト派の大量虐殺により、多くの教員、知識人を失ったカンボジア王国では、現在でも教員や教科書など
の不足といった問題を抱えている。こういった教育問題に着目し、戦後の日本、広島の復興のプロセスを記した
副読本を制作し、現地で配付することで、カンボジアの未来を担う子ども達に夢や希望を持ってもらい、広島・
日本の過去を真似るのではなく、自分たちなりの復興の過程、未来のカンボジアの姿を考えてもらうため、活動
を行っている。
＜太田川キレイキレイプロジェクト＞
太田川の河川敷を主な活動拠点として、他大学や地域の方とともに清掃を中心とした活動を行っている。また、
小学生を対象にしたイベントを開催することで、太田川に対する知識や愛着を深めてもらう活動を行っている。
＜動物のかけがえのない命を守ろうプロジェクト＞
平成 23 年に広島県における犬・猫の殺処分数が全国ワースト１位を記録したことを受け、この現状を広島県民に
広く知らせることで、人と動物が良好な関係を築きながら共生できる社会の実現をめざすことを目的に、平成 27
年に結成。広島県内で捨てられた犬や猫の現状を知ってもらうことに着目し、フラワーフェスティバルにおける
広報活動をはじめ、広島市動物管理センターでは引き取り手のいない動物の世話をするボランティア活動に携わ
っている。

＜若旅促進プロジェクト＞
旅には新しい経験や価値観を見出し、自分自身を成長させる魅力があるが、最近若者の旅離れが問題となってい
る。若者のニーズに合ったツアーを企画立案し、ツアーを通じて参加者の視野を広げ、豊かな人生を送ってもら
うことを目的に活動している。

＜東北支援プロジェクト＞
東日本大震災で被災した方々に「笑顔」になってもらうこと、発生から 7 年が経過し、希薄になりつつある震災
に対する意識を「風化」させないことなどを目的に、現地でのふれあい活動や、東北の方を広島に招いての講演
会、広島の小学校において被災地を共に考える授業などの活動をしている。

