
自由が丘キャンパス
アクセス

東急東横線・大井町線、
自由が丘駅正面口より
徒歩 12 分。

正面口より東急コーチ
バスが利用できます。

3 つ目の停留所
「等々力 7 丁目」で下車。
（乗車時間 5 分）

　11 月 9 日 ( 土 )・10 日 ( 日 ) には学園祭である
第 54 回自由が丘産能祭が自由が丘キャンパスで
行われます。研究発表や模擬店、ステージなど、
盛りだくさんです。ぜひご来場ください。

自由が丘産能祭自由が丘産能祭

編集：産業能率大学　同好会
　　　エンターテインメント・ラボ

産業能率大学が参画する
授業および団体の紹介

授業科目　・自由が丘イベントコラボレーション
　　　　　・自由が丘コンシェルジュ
　　　　　・自由が丘 & 地域再生プロジェクトユニット
　　　　　・スイーツプロモーション
ｌ

ゼミ　　　・岩井ゼミ　・前村ゼミ　

自由が丘の街を学びのフィールドにした授業科目やゼミ活動を
通じて、街づくりやブランド戦略、マーケティングについて
学んでいます。女神まつりでは、学んだこと集大成として、
様々な催しや出店を行っていますので、ぜひお立ち寄りください。

自由が丘を中心に、様々な街での
イベント企画・運営を通して、
地域活性のお手伝いをしています。
自由が丘女神まつりでは、イベント
全体運営のお手伝いや
本誌の編集などを担当しています。

セザンジュ ( 特別強化クラブ )

私たちは「見せる安全」を心掛け活動
しています。街案内を通じて自由が丘の
魅力をお伝えすると共に、訪れるお客様に
的確な情報をご案内いたします！　
　のポイントに制服を着て活動しています
ので、ぜひお声掛けください！

自由が丘女神まつりではお抹茶と
お菓子 (100 円 ) でおもてなしいたします！
ぜひお立ち寄りください。
呈茶会　会場：自由が丘住区センター
　　　　　　　( 地図中の　 にて）
　　　      日時：13 日 10:00~17:00
                           14 日 10:00~16:00茶道部 ( 特別強化クラブ )

Group Sounds SANNO(GSS)

こんにちは！ GSS です！
普段はライブハウスでバンド演奏、
学校内で弾き語り演奏をしています！
ジャンルを問わず色々な曲を演奏する
GSS のステージ！
地図中の　にある広小路ステージにて、
10 月 12 日 16 時半から演奏しています！
ぜひお越しください！

QR コード

自由が丘やひかり街の歴史を紹介。
お子様もご年配の方も楽しめます！

ひかり街にトリックアートが出現！
フォトコンテストでは賞品がもらえます！

縁結びの地である、松江に降る雨
『縁雫 ( えにしずく )』をひかり街で探して
みませんか？

福をもたらすというふぐの形をしたお菓子を、
こだわりの抹茶と一緒に楽しめます！

時間：12：00~17：00

時間：12：00~17：00

エンターテインメント・ラボ
　　　　( 同好会 )

自由が丘イベントコラボレーション

自由が丘で開催されるイベントに、
学生が企画・運営側として参加する実践型
授業で、今年で 11 年目を迎えました。地域・
企業・大学が三位一体となって、街を盛り
上げています。この自由が丘女神まつりにも、
多くの学生が参加し各所で活躍しています。

♪

🍵

②トートバッグづくり

②砂絵アート体験

②西日本支援マルシェ

お子様と一緒に素敵なトートバッグが
作れるワークショップです！

美味しい旬のお野菜の販売を行っています。
売り上げは西日本豪雨災害募金として
送らせていただきます。

時間：12：00~17：00

時間：12：00~17：00

時間：12：00~17：00

女神まつり限定の珍しい砂絵アートを、
大人の方からお子様まで楽しめます！

①味わい尽くそう自由が丘！

①ぎゅっと島根のいいところ

ひかり街

中央会

自由が丘展

だまし絵横丁

ご縁の雫を探す旅

ひかり茶屋

産業能率大学
学生参画ブース紹介

産業能率大学
学生参画ブース紹介

第 47 回第 47 回

自由が丘女神まつり自由が丘女神まつり

2019 年2019 年

10 月 13 日 ( 日 )

         14 日 ( 月・祝 )

10 月 13 日 ( 日 )

         14 日 ( 月・祝 )

このパンフレットでは、
産業能率大学の学生が自由が丘と連携して
企画したブースを紹介いたします。
興味のあるブースがあればお気軽にお越しください！

産業能率大学とは産業能率大学とは

産業能率大学は、日本で初めて産業界に
マネジメントの思想と技法を紹介した上野陽一先生が
創立した大学です。
私たちは、地域・企業との連携による授業などを通じて、
社会で役立つマネジメントの知識を学んでいます。

産業能率大学は、日本で初めて産業界に
マネジメントの思想と技法を紹介した上野陽一先生が
創立した大学です。
私たちは、地域・企業との連携による授業などを通じて、
社会で役立つマネジメントの知識を学んでいます。

□自由が丘キャンパス　経営学部

□湘南キャンパス　　　情報マネジメント学部

□自由が丘キャンパス　経営学部

□湘南キャンパス　　　情報マネジメント学部



産業能率大学　学生参画企画ブース紹介産業能率大学　学生参画企画ブース紹介

　北海道の魅力展示会
　沖縄フェス~リアル沖縄 in 自由が丘~

　トートバッグづくり

　西日本支援マルシェ

　岩井ゼミ × かすみがうら ~ 飲食編 ~
　前村ゼミ × 会津若松 復興応援ブース

　岩手へおでってくなんせ

　台湾にいきたいわん

　秋のマリ・クレールおもちゃ博

　味わい尽くそう自由が丘！
　ぎゅっと島根のいいところ

　AmiCono× ホイップるんコラボスイーツ
   &     中央会とひかり街のおさんぽラリー

　Water Bar

　茨城見たらいがっぺよ？

     J-eco garden

⑦前村ゼミ × 会津若松 復興応援ブース

⑦台湾にいきたいわん

　 &　　（     ）ホイップるんブース

世界中の水を知るアクアソムリエ監修！
大流行の Water Bar が自由が丘に！

ここでは喜多方ラーメンと会津若松の地酒を
販売します！東京ではなかなか味わうことができない
会津の本物の味、ぜひこの機会に堪能して行って下さい！

時間：13 日 12：00~20：00/14 日 12：00~19：00

時間：13 日 12：00~21：00/14 日 12：00~19：00

なんと！自由が丘のジェラート店
AmiCono さんのお店に行けば、女神まつり
限定のコラボスイーツが食べれるるん！

時間：11：30~19：00
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あおぞら銀行
オアシスルーム
あおぞら銀行
オアシスルーム

AmiConoAmiCono

MELSA-2 横MELSA-2 横

MELSA-2

フレル・ウィズ
自由が丘

ひかり街ひかり街

フレル・ウィズ横フレル・ウィズ横

東京スター銀行裏駐車場東京スター銀行裏駐車場

広小路通り広小路通り

野村証券自由が丘支店
地下 1 階
野村証券自由が丘支店
地下 1 階

しらかば通りしらかば通り

⑦茨城見たらいがっぺよ？
時間：13 日 12：00~20：00/14 日 12：00~19：00

時間：13 日 12：00~20：00/14 日 12：00~19：00

③北海道の魅力展示会
時間：12：00~17：00
誰もが一度は『行きたい』と思う北海道。その
魅力をあらゆる視点から存分にお伝えします！

④沖縄フェス~リアル沖縄 in 自由が丘~
時間：( ステージ )13 日 11：45~20：00/14 日 12：00~20：00
   　    ( 飲食 )12：00~20：00 ( ワークショップ )12：00~17：00
今年で 4 回目を迎える沖縄フェス。沖縄を感じ
られるコンテンツをたくさん用意しました！

自由が丘住区センター

　砂絵アート体験

各店舗 No.1 タピオカドリンク決定戦を開催！
あなたの好きなお店のタピオカドリンクに
投票しよう！

              　　の箇所にて
朝日新聞 ASA 自由が丘の
LINE＠を友達登録すると、
お得なクーポンをプレゼント！

イベントマップイベントマップ

銀行♪

🍵
学生団体活動場所
　　：セザンジュ
　　  自由が丘の街の案内人
　　  としてお出迎え！

　　：茶道部
　　：GSS
🍵
♪
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いろいろなおもちゃで遊ぼう！
楽しいプレイコーナーもあるよ！

時間：12：00~17：00

⑦岩井ゼミ × かすみがうら ~ 飲食編 ~

かすみがうら産のソーセージを使用した
トルティーヤドックと、ブルーベリービールの販売！

時間：12：00~18：00

南口

広小路会・しらかば通り

駅前中央会

⑧AmiCono× ホイップるんコラボスイーツ

⑥Water Bar

⑤秋のマリ・クレールおもちゃ博

中央会 & ひかり街

& 南口広小路会
しらかば通り

本を森へ帰そう本を森へ帰そう
100 円で素敵な本を販売中！
自宅に眠っている本と景品を
交換します！

100 円で素敵な本を販売中！
自宅に眠っている本と景品を
交換します！

古本販売所：SMBC 前 (　 　）
景品交換所：あおぞら銀行 オアシスルーム (　　)
古本販売所：SMBC 前 (　 　）
景品交換所：あおぞら銀行 オアシスルーム (　　)

⑦岩手へおでってくなんせ
時間：12：00~20：00
岩手県の米崎りんごを使用したアップルシードル
をご賞味ください！ステージでは『盛岡さんさ』を
披露します！

茨城の魅力はご存知ですか？あまり知られて
いない茨城の魅力、お見せします！

マリ・クレール通り

❺❺

今年もスーパーボールすくいをやってるるん♪
みんなが来るのを待ってるるん♡

自由が丘森林化計画の紹介ブースです！
　 の場所では後藤みどりさんのバラ販売、
　 の場所では丘ばちはちみつのテイスティングを行っています。

時間：12：00~17：00

時間：　 13：00~17：30/　 12：00~17：30
　

時間：12：00~17：00
中央会とひかり街のブースをまわって、
豪華景品をゲットしよう！

④&⑤　  ホイップるんブース

 　 J-eco garden

①&②中央会とひかり街のおさんぽラリー
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