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プロジェクトの実施概要

ーションし、大学内にて出張ワークショッ

(1)プロジェクトの概要

プを開催していただく。
当日の来場者(小学

このプロジェクトは、茨城大学水戸キャン

生・大学生・地域住民)には、｢廃棄される

パスにて、ワークショップを伴う大規模フ

はずのはぎれ布が、エコバッグとして生ま

リーマーケットを開催することで、さまざ
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てもらい、本プロジェクトのコンセプトで

識の向上を実現する企画である。

ある “モッタイナイを考える” 機会と

出店者及び来場客としては、大学生はもち

する。森田屋縫製様とはすでに提携済みで

ろん、小学生にも参加してもらい、キッズ
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田屋』とのワークショップを体験してもら

してイベントに参加して頂けるよう、各小

うことで、本プロジェクトのコンセプトで

学校の協力のもと、広報活動を行う。

ある “モッタイナイを考える” 機会と

(3)実施計画

してもらい、近年叫ばれるエコ意識の向上

■6 月～8 月：

につなげていただきたい。

・イベント規模に合わせ、運営組織となる

最後に、
『学生地域参画プロジェクト』を大

実行委員会を立ち上げる。

学キャンパス内にて行うことにより、在学
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生及び地域住民における同プロジェクトの
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認知度が向上し、来年度以降、より魅力的
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プロジェクトの成果報告
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る～』を開催。

ッタイナイを考える～』 開催予定

このイベントは、
「茨城大学生によるフリー

場所は茨城大学水戸キャンパスを希望す
る。

マーケット」と「SATURN project by 森田
屋によるエコバッグ作りワークショップ」
の 2 つの企画から成り立つものである。

(4)期待される成果
茨城大学生に対しては、キャンパス内でフ

以下に実施報告と成果を記す。

リーマーケットが開催されることにより、

■対外広報

学年・学部・所属サークルの枠組みを超え
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なかなか接することのない人々とのコミュ
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ニケーションを通じ、多様な価値観に触れ

（ビラ 計 5000 枚配布）小学校 10 校

られる一日となる。
一方、小学生に対しては、大学生との交流
はもちろん、本プロジェクトは｢商売体験｣

■地域住民との交流

という貴重な学習機会となる。どうすれば

本イベントでは、地域住民を中心に 600 人

商品が売れるのか？お金を稼ぐとは？お客

以上の方々にご来場いただくことが出来た。

さんとのコミュニケーション術など、あら

年齢層は 3 歳から 80 歳の方までと多岐にわ

ゆる面での考える力が養えるであろう。

たり、多くの参加者から感謝の言葉をいた

だいた。

｢本当に楽しかった。
｣｢こんな企画初めてだ

なかでも、エコバッグ作りワークショップ
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そして、今回のイベントを通して「私も何
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とフリーマーケットで商品を購
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私たちのイベントの波及効果で、学生発信

された。

の新規イベントが次々に誕生してくれれば

さらに、高校生も来場してくれたようで、

いいなと思う。また、学生発信の新規イベ

今回のイベントを通じてオープンキャンパ
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スとはまた異なる“茨城大学の雰囲気”を

地域参画プロジェクト」の認知度を高める

感じてもらえたのではないか、と考えてい

ことができたという点に関しても、私たち

る。

のイベントの意義はあったと思う。

後日談になるが、街でそのエコバッグを持
った小学生に出会ったり、スタッフがアル

■ボランティアによる社会貢献

バイト先でイベントに来場した高校生に

当日は、｢モッタイナイ STATION｣を運営本

｢茨城大でフリマをなさってた方ですよ

部に設置した。これはフリーマーケットに

ね？本当に楽しかったです。茨城大学って

て売れ残った商品を出店者に持ち帰らせる

活気に溢れているのですね。私は茨城大学

のではなく、本部にて回収し、リサイクル

が第一志望なのですが、イベントに参加し

業者を通じ換金を行うものである。結果、

て茨城大学に入りたいという思いがより一

およそ 12,000 円を茨城新聞社を通じ社会

層強くなりました。
」
と声をかけられるなど、

福祉事業に募金することが出来た。

決して一方的ではない、相互に影響のある

また、スタッフが売り上げた金額 20,000

イベントが開催できたと考えている。

を地球市民 ACT かながわ(特定非営利法人

今回のイベントを通して、茨大生に対する

NGO)に募金することもでき、社会貢献活動

地域住民の「期待」を感じた。
「第 2 回茨城

も行ったことを挙げる。

大学 FLEAI マーケット」の開催も視野に、
これからも茨城大学と地域住民が一体とな

今年度は採択初年度ということもあり、ま

れる機会を提供していきたい。

ずはイベントを成功させることに重きを置
いた。

■在学生への波及効果

来年以降は今回の経験や反省を活かし、イ

フリーマーケットの出店者として、40 店

ベントの規模や広報範囲、交流の幅を広げ

舗・約 150 人の学生に参加していただいた。

ていきたいと考えている。

