武蔵野地域自由大学 広報誌

発行・編集 ／ 武蔵野地域自由大学事務局

〒180-0023 武蔵野市境南町 2-3-18 ☎ 0422-30-1904

学 ぶ 楽 し さ 無 限 大 ！

Vol.

63
令和元年７月２日発行

目

次

P1 後期武蔵野市寄付講座

P6 大学公開講座

P5 後期いきいきセミナー

P7 大学掲示板コーナー

令和元年度

２2

P8 事務局からのお知らせ

後期武蔵野市寄付講座

受講生募集開始!

● 武蔵野市寄付講座とは?
市の寄付によって武蔵野地域五大学が開設する特設講座です。
各大学のキャンパスで一般学生と一緒に受講するのが特徴です。
各大学が多彩なテーマで開講します。
※大学の定めた修了要件を満たされた方には最終回に修了証を授与します

● どのような講座があるの?
令和元年度後期は以下の三大学・テーマで募集を行います。

昨年の講義の様子

亜細亜大学

「現代教養特講 ソーシャルビジネスと持続可能な社会」（⇒２ページ）

成蹊大学

「IT とルールの今・未来」（⇒３ページ）

東京女子大学「アジアの歴史と文化」
（⇒４ページ）

後期武蔵野市寄付講座 募集要項
● 対象:武蔵野地域自由大学学生および 18 歳以上の市内在住・在勤・在学の方
● 定員:50 名（超えた場合抽選）

●

費用:5,000 円（資料代）

● 申込:以下の①～④のいずれかの方法でお申込みください。

●

主催:武蔵野市教育委員会

①「武蔵野市文化・スポーツ・生涯学習ネット」から申込
（http://www.musashino.or.jp/musashinonet.html）
※自由大学学生は、自由大学学籍番号（利用者番号）でログインの上お申込みください。
※インターネットでお申込みの場合、抽選結果は各自申込サイトで確認してください。
（結果公開期間:８月２日（金）～各大学初日）
②往復ハガキに［希望大学名、住所、氏名（フリガナ）、電話番号、生年月日、性別、武蔵野市在勤・
在学の方は勤務先・学校名、自由大学学生は学籍番号］を明記のうえ、自由大学事務局「寄付講座」
係へ郵送（ハガキ１枚につき１講座）

③ハガキ（抽選結果通知用）を持って直接武蔵野プレイス３階自由大学事務局窓口へ（ハガキ１枚に
つき１講座／自由大学学生はハガキ不要）

④自由大学学生の方は、自由大学事務局へ電話（0422-30-1904）

７月 23 日（火）必着

● 締切:

※各大学とも講師・日程・テーマ等、変更になる場合があります。
※受講決定後の提出物、健康診断書（結果票）の必須項目については、それぞれ４ページ、８ページをご覧
ください。
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亜細亜大学

「現代教養特講 ソーシャルビジネスと持続可能な社会」

全 11 回以上出席で 1 ポイント

国連が 2015 年に採択した SDGs（Sustainable Development Goals＝持続可能な開発目標）に象徴さ
れるように、持続可能な社会の実現、すなわち地球に住むすべての人が今よりももっと暮らしやすい
社会を実現することが今、重要な課題となっています。企業はこれまで以上に社会的な責任を問わ
れ、たとえば貧困や環境問題の解決に対する姿勢なども企業評価の基準の一つになりつつあります。
こうした中、利益の最大化を目指すビジネスとは異なるビジネスモデルとして、ソーシャルビジネス
と言われるものが出現してきました。ソーシャルビジネスとは、特定の社会的目標を追求するために
行なわれ、その目標を達成する間に総費用の回収を目指すとされるものです（ノーベル賞受賞の経済
学者ムハマド・ユヌスの定義）。
また企業だけでなく、消費者としての個人も、より積極的な社会問題への関与が求められています。
私たちは、職業としてどのような企業・組織活動に関わり、消費者としてどのような行動、選択を行
って、未来を創ればよいのでしょうか。
本講義では、「ソーシャルプロダクツ・アワード」（一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協
会主催）受賞の商品や企業団体などの事例を教材とし、ソーシャルビジネスと持続可能な社会の実現
について学びます。同協会は、人や地球にやさしいソーシャルプロダクツの普及推進を通じて、生活
や企業などと共に、持続可能な社会の実現をめざす非営利の組織であり、ソーシャルビジネス開発の
支援事業なども行っています。
【コーディネーター】横川 潤（経営学部教授）、久保田 美穂子（経営学部准教授）
【日時】2019 年 9 月 25 日～2020 年 1 月 22 日（水曜日）午後２時 30 分～４時
回

テーマ

講師

１

9月25日 オリエンテーション

横川 潤（経営学部教授）
久保田 美穂子（経営学部准教授）

２

10月2日 社会を変える食品プロデュース

小澤

３

10月9日 林業支援、復興支援する家具づくり

野村 由多加（
（株）ワイス・ワイス営業部企
画開発課チーフ兼広報課）

亮（.science（株）代表取締役 CMO）

４

代島 裕世（サラヤ（株）取締役コミュニケー
ビジネスを通じて世界の「衛生・環境・健康」に
10月16日
ション本部本部⾧兼コンシューマー事業本部
貢献する
副本部⾧）

５

10月23日 エシカルファッションブランド 25 年の歩み

６

10月30日

７

11月13日 震災から生まれたデニムブランドと広がり

８

11月20日

９

11月27日 フェアトレードコーヒーとマーケティング

10
11
12
13

２

月日

鈴木 啓美（フェアトレードカンパニー（株）
広報・啓発担当）

「もったいない」を新たな価値に変える～古布
石頭
の「裂き織」をビジネスに
及川

商社ならではのオーガニックコットン普及の
加藤
取り組み

悦（
（株）幸呼来 JAPAN 代表取締役）
洋（
（有）オイカワデニム代表取締役社⾧）
美月（豊島（株）営業企画室広報）

井上 禮子（特定非営利活動法人パルシック代表）
もしくは、ロバーツ 圭子（同法人理事）

多様なステークホルダーとつくるオーガニック
暮部 達夫（（株）クレコス代表取締役社⾧）
コスメ
オーラルケア用品の開発で障害者と社会の未来
12月11日
加古 良二（（株）トライフ顧問）
を拓く
12月4日

12月18日 再生ペットボトル素材の商品化に込めたもの
1月8日 食品ロスを減らす仕組みづくりに挑む

鍋谷

山本 和真（バリュードライバーズ（株）取締
役副社⾧）

新たな価値とビジネスを生むユニバーサルデザ
合澤
イン

14

1月15日

15

1月22日 教員による総括

安弘（合同会社 watashiba 代表）

栄美（（株）ミライロ事業推進室）

横川 潤（経営学部教授）
久保田 美穂子（経営学部准教授）

成蹊大学「IT とルールの今・未来」

全 11 回以上出席で 1 ポイント

急速に進歩を続ける IT（情報技術）や AI（人工知能）によって我々の生活と社会が大きく変化していま
す。国民のモバイル端末保有率は 95%に及びスマートフォンなる高性能コンピュータの利用率は 75%。
人々が IT でつながる社会です。社会が変わればルールが変わる。人の動きが変われば、それに適したル
ールが必要になります。この講座では、最先端の IT の専門家を招いて IT が社会にもたらす恩恵を具体
的かつわかりやすくご紹介いただくとともに、法律の専門家を招き IT の普及によって要請されるルー
ルの変容について平明に解き明かし、そのあり方について検討を加えます。21 世紀の今を知り、未来の
社会を展望しましょう。
なお、今回の講座では、Web 上で講義資料をダウンロードしていただく予定です。PC やスマートフォ
ン、タブレット等を各自持参してください。
【コーディネーター】塩澤

一洋（法学部教授）

【日時】2019 年 9 月 19 日～2020 年 1 月 16 日（木曜日）午前 10 時 45 分～午後０時 15 分
回

月日

１

9月19日

２

9月26日

テーマ
IT とルールのパースペクティブ

塩澤 一洋（法学部教授）

模倣と創造と知的財産～健全な文化の発展のた

遠山 勉（秀和特許事務所 相談役・

めに

弁理士）

ハイパフォーマンスコンピューティングと社会
３

10月3日

講師

─ハイパフォーマンスコンピューティングが
もたらす社会に人の意識や法律が追い付かない!

４

10月10日

個人情報とマネタイズ

５

10月17日

暗号通貨とブロックチェーン

６

10月24日

AI 創作物と知的財産権

７

10月31日

８

11月7日

９

11月14日

10

11月21日

11

11月28日

12

12月5日

13

12月12日

14

1月9日

15

1月16日

西川 武志（公益財団法人計算科学
振興財団 共用専門員・主任研究員）
太田 康広（慶應義塾大学大学院経
営管理研究科教授）
首藤 一幸（東京工業大学情報理工
学院数理・計算科学系准教授）
玉井 克哉（東京大学先端科学技術
研究センター教授・弁護士）

身体の未来─人間拡張技術は我々の心と体の関

稲見 昌彦（東京大学先端科学技術

係性と社会との繋がりをどう変えるか

研究センター教授）

ネットでの権利侵害と救済、匿名発信の危険性に 甲本 晃啓（甲本総合法律事務所所
ついて事例検討
IT の変化が引き起こす働き方のルールの変化
「法律」が変わると「働き方」も変わる?－「働
き方改革」の意義と課題－
不動産×金融×IT～地域共生社会の実現に向けて～

⾧・弁護士）
西尾 泰和（株式会社サイボウズ・
ラボ主幹研究員）
原 昌登（法学部教授）
杉山 ひろみ（SMBC 信託銀行不動
産コンサルティング部部付部⾧）

企業と労働者のマッチング支援

安藤 至大（日本大学経済学部教授）

バーチャル株主総会

北川 徹（法学部教授）

国境を越える情報と法

巽 智彦（法学部准教授）

テクノロジーと金融規制

湯原 心一（法学部准教授）
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東京女子大学「アジアの歴史と文化」

全 10 回以上出席で 1 ポイント

中国がアメリカと並ぶ大国になろうとしている現在、世界は大きな構造変動の渦中にあるといってよい
でしょう。日本社会を含むアジア、特に東アジアにおいて今日生起している問題のいくつかをとりあげ
て、その歴史的淵源をたどることにより、東アジアの構造変動を歴史的に位置づけることを試みます。
その際、この講義では、この構造変動の歴史を、東アジアの伝統社会が 19 世紀以降、近代世界と出会
い、それと対峙するなかで自己の再編成をしていくプロセスとして考えます。「われわれ」は何処か？
「われわれ」は誰か？「われわれ」は何か？ そして「われわれ」と他者との関係はどうあるべきか？
をめぐる模索の歴史を考えることで、今日の東アジアに生じている問題を考えるひとつの視点を提起し
たいと考えています。
【講師】茂木 敏夫（現代教養学部教授）
【日時】2019 年 9 月 24 日～2020 年 1 月 14 日（火曜日）午後 4 時 35 分～6 時 5 分
回

月日

テーマ

１

9月24日 はじめに

２

10月1日

３

10月8日 歴史認識をめぐる国際政治（下）――20 世紀世界の展開

歴史認識をめぐる国際政治（上）――３つの総理大臣談話と東ア
ジア文化圏の歴史意識

４

10月15日 東アジアの領土問題とは何か（上）――前近代の領域観

５

10月29日 東アジアの領土問題とは何か（下）――近代国家建設と領土問題

６

講師

11月5日 琉球と沖縄のあいだ（上）――東アジアのなかの琉球王国

７

11月12日 琉球と沖縄のあいだ（下）――近現代の沖縄

茂木 敏夫

８

11月19日 中国の大国化と日中関係（上）――華夷秩序と近代化

(現代教養学部教授)

９

11月26日 中国の大国化と日中関係（下）――20 世紀の転回

10

12月3日 華僑・華人と中国（上）――「華僑」の誕生

11

12月10日 華僑・華人と中国（下）――中国の大国化と華僑

12

12月17日 辺境の民族問題（上）――伝統中国の民族統治

13

1月7日 辺境の民族問題（下）――近現代における「民族問題」の発生

14

1月14日 「伝統」の創造

■武蔵野市寄付講座 受講決定後の提出物（※当選が決定した方には提出方法など詳細をお送りします。）
①資料代 5,000 円 ※必要書類提出時に武蔵野プレイス自由大学事務局でお支払いください。
②受講同意書
③証明写真（スナップ写真不可。1 大学につき 1 枚）※成蹊大学は必要ありません
④健康診断書（結果票）
（平成 30 年 8 月１日以降受診のもの。1 大学につき 1 部、コピー可）
※健康診断書（結果票）の必要項目については、８ページをご確認ください。

！
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健康診断書（結果票）は、受診してから結果がお手元に届くまである程度の日数を要します。
上記受診日以降の健康診断書がお手元に無い方は、お早目に受診いただきご準備ください。

令和元年度後期いきいきセミナー 受講生募集開始!
９回以上出席で 1 ポイント

60歳以上の
武蔵野市民
対象です！

回

仲間づくりと生涯学習のきっかけさがしを目的とした、全 13 回の連続講座です。
受講生は、終了後もクラスメイトで同期会を作って、楽しく活動を続けています。
日時

テーマ

１

9/10(火) 13:30～15:00 開講式・ガイダンス・仲間作り

２

9/17(火) 13:30～15:45

３

9/26(木) 13:30～15:45 絵を楽しむこと・描くこと

４

10/3(木) 13:30～15:45

５

10/8(火) 13:15～14:45 体操講座 ボディケア（総合体育館）

６ 10/17(木)

9:00～16:00

７ 10/21(月) 13:30～15:45

介護予防・認知症予防のために
～脳を使ってからだを動かす
データが語る『コミュニティ』と
『つながり』の重要性
バス見学 武蔵野散策～国木田独歩（★）

（ふるさと歴史館・江戸東京たてもの園）
「明治時代の社会風俗」
～各地域・各階層のくらしの歴史

講師
－
大久保

洋子（成蹊大学名誉教授）

滝沢 具幸(武蔵野美術大学名誉教授)
呉 哲煥(NPO法人CRファクトリー)
山本 初美(ヘルシーライフプロジェクト)
橋詰 静子（目白大学名誉教授）
佐藤 能丸（早稲田大学講師）

８

11/1(金) 13:30～15:45 源氏物語入門

松島 毅（早稲田大学高等学院教諭）

９

11/5(火) 13:30～15:45 愛着と関係性を育むための”相互理解”のコツ

豊田 有希(NPO法人CRファクトリー)

10 11/11(月) 13:30～15:45 オリンピック そのあとさき
五十嵐 暁郎（立教大学名誉教授）
移りゆく日本の歌～学校で歌われなくなっ
11 11/19(火) 13:30～15:45
NPO 法人 KOKO の会
た唱歌（★）（市民会館）
12

12/4(水)

9:20～16:50

バス見学 能・狂言の魅力を知る（★）

（国立能楽堂）

13 12/10(火) 13:30～15:00 閉講式・交歓会

三浦 裕子（武蔵野大学教授）
－

※ 講師・日程などは変更する可能性があります。ご了承ください。
※（★）のついている回は、実費負担あり。
（6 回目）江戸東京たてもの園入園料（320 円または 160 円）
、
（11 回目）歌集レンタル料（100 円）
、
（12 回目）国立能楽堂チケット代および昼食代（計 4,380 円）を予定。

後期いきいきセミナー 募集要項
● 対象:武蔵野市在住の 60 歳以上（令和元年９月 1 日現在）の方
※老壮大学・老壮セミナー・いきいきセミナー修了生は除く。

● 定員:40 名（超えた場合抽選）

●

費用:無料（実費負担あり。表内(★)マークの回）

● 場所:武蔵野プレイス４階フォーラム（５･６･11･12 回は別会場。日程表参照）
● 主催:武蔵野市教育委員会
● 申込:以下の①～③のいずれかの方法でお申込みください。
①「武蔵野市文化・スポーツ・生涯学習ネット」から申込（７月２日（火）～）
（http://www.musashino.or.jp/musashinonet.html）
※自由大学学生は、自由大学学籍番号（利用者番号）でログインの上お申し込みください。
※インターネットでお申込の場合、抽選結果は各自申込サイトで確認してください。
（結果公開期間:８月 23 日（金）～９月 10 日（火））
②往復ハガキに［「いきいきセミナー」、住所、氏名（フリガナ）
、電話番号、生年月日、性別］を
明記のうえ、〒180-0023 武蔵野市境南町 2-3-18 武蔵野プレイス「いきいきセミナー」係へ郵送
③ハガキ（抽選結果通知用）を持って直接武蔵野プレイス３階生涯学習窓口へ
● 締切:

８月 16 日（金）必着

5

大学公開講座

自由大学ポイント付与対象
※東京女子大学は要事前申込です。

武蔵野大学は事前申込不要の無料講座です。会場に直接ご来場ください。問合せは各大学まで。

東京女子大学 2019 年度夏季特別講座
テーマ：野生動物と人間との関わりを考える

3 回以上出席で 0.5 ポイント

回

日 時

講義題目

講

師

Ａ

８月 31 日（土）
午前 10 時～正午

生態系のなかのヒト

鷲谷 いづみ
（中央大学教授）

Ｂ

８月 31 日（土）
午後１時～３時

人間と動物の関係史、家畜の起源

三浦 慎悟
（早稲田大学名誉教授）

Ｃ

９月１日（日）
午前 10 時～正午

日本の野生生物管理:現状とこれから

梶 光一
（東京農工大学名誉教授）

Ｄ

９月１日（日）
午後１時～３時

野生動物の商業利用とその保全

石井 信夫（同大学教授）

【受講料】1 コマ 1,000 円（武蔵野地域自由大学学生および学生は半額[当日、学生証を持参]）
※受講料は当日会場にて現金でお支払いください。
【定員】各回 250 名（申込先着順）
【申込方法】①～③のいずれかの方法でお申込みください。
自由大学学生の場合は、必ずその旨と学籍番号を明記してください。記載がない場合、ポイント
の付与が行われませんので、ご注意ください。
①Web

以下の URL から申込フォームにアクセスのうえ、申込み。
http://www.twcu.ac.jp/univ/about/cooperation/lifelong/

②E-mail

〒住所・氏名（ふりがな）
・自宅電話番号・当日連絡先（携帯番号）・講座タイトル・
希望の講義 No.(A～D)を書いて、support@office.twcu.ac.jp に送信。

③ハガキ

〒住所・氏名（ふりがな）
・自宅電話番号・当日連絡先（携帯番号）・講座タイトル・
希望の講義 No.(A～D)を書いて
[〒167-8585

東京都善福寺２-６-１東京女子大学 教育研究支援課]に郵送。

【申込期限】８月 22 日（木）まで
【会

場】東京女子大学

【問 合 せ】〒167-8585 東京都杉並区善福寺２-６-１ 東京女子大学教育研究支援課「夏季特別講座」係
TEL:03-5382-6470

※詳細は公式サイトをご覧ください。http://www.twcu.ac.jp/

武蔵野大学【日曜講演会】
回

月

日

前期・後期合わせて 7 回以上出席で 1 ポイント

テーマ

４

７月 21 日

師に出遇い、本願に出遇い、本願に生きる

５

９月 15 日

共生思想としての仏教の可能性

【曜日・時間】日曜日・午前 10 時～11 時 30 分
【会場】雪頂講堂（武蔵野キャンパス 6 号館）

６

講 師
マイケル・コンウェイ（大谷
大学文学部専任講師）
丸井 浩（教養教育部特任
教授/東京大学名誉教授）

【問合せ】仏教教育部事務室【TEL:042-468-9424】

※自由大学ポイント付与対象講座ではありませんのでご注意ください。
※大学ごとに記載されている申込方法をご確認のうえ、直接各大学にお申込み・お問合せください。

【日時】7 月 21 日（日）午後３時 40 分～５時 20 分

成蹊大学
文学部スペシャルレクチャーズトークセッション
「共生社会のアート:中央線沿線のまちとアール・ブリュット」
き

【内容】既成の表現法にとらわれない「生の芸術」を
活かしたまちづくりを行う中野・立川・武蔵野。
専門家を迎え、アートと共生社会の関係を考えます。
【日時】７月 27 日（土）午後３時～５時20 分（予定）
【会場】成蹊大学４号館ホール

【会場】日本獣医生命科学大学 E 棟 1 階 111 講義室
【費用】無料
【対象】どなたでも
【定員】250 名
【申込】不要。当日直接会場へ。先着順。
【問合せ】日本獣医生命科学大学獣医保健看護学科
臨床部門（担当 左向、森）
[TEL: 0422-31-4151（内線:5400、5407）/

【費用】無料

E-mail:t-sako@nvlu.ac.jp、amori@nvlu.ac.jp]

【対象】どなたでも
【定員】400 名
【申込】不要。当日、直接会場へ。先着順。
【問合せ】同大学文学部共同研究室 [TEL:042237-3640（平日午前９時～５時）]

日本獣医生命科学大学 語学講座(フランス語)
「字幕でフランス語 - ユーチューバーの世界」
【講師】黒木 朋興（同大学非常勤講師）
【内容】フランス語の複合過去と反過去の説明をし

成蹊大学
映画『アイ・アム・ロヒンギャ』上映会
【内容】UNHCR 難民映画祭の学校パートナーズとし
て、弾圧から逃れたロヒンギャの若者たちが演劇を
通じて自分達の身に起きた壮絶な経験を表現し、前
に向かって進んでいこうとする姿を追ったドキュ
メンタリー映画の上映会を行います。
【日時】７月 20 日（土）午後２時～

た後、Cyprien というユーチューバーが作成した
「Ecole - 学校」という動画を字幕と合わせて理解
することに挑戦します。
【日時】令和元年9月30日、10月7日･21日･28日、
11月11日･18日･25日、12月2日･9日･16日･23日、
令和2年2月3日･10日･17日（全14回）
いずれも月曜日 午後 6 時～7 時 30 分
【会場】日本獣医生命科学大学
第 1 校舎 B 棟 313 講義室

【会場】成蹊大学４号館ホール

【受講料】無料

【費用】無料

【対象】仏語を学んだ経験がある社会人(興味がある

【対象】どなたでも

方でも参加可)及び同大学学生(2 年次以上)

【定員】400 名
【申込】不要。当日直接会場へ。先着順。
【問合せ】同学園サステナビリティ教育研究セン
ター[TEL:0422-37-3480(平日午前９時～５時)]
[E-mail:ercs@jc.seikei.ac.jp]

【定員】約 30 名（申し込み先着順）
※希望者多数の場合、最大 50 名まで受け入れ
【申込方法】往復はがきに ①住所 ②氏名 ③年齢・
性別 ④電話番号、
「
『語学講座』受講希望」と明記の
うえ、お送りください。

日本獣医生命科学大学 市民公開講座
「ペットと向き合う防災対策」
【講師】川越 匡洋（元環境省自然環境局）
水越 美奈（同大学准教授）

【申込期限】8 月 8 日（木）必着
【郵送先】日本獣医生命科学大学 教務課
〒180-8602 東京都武蔵野市境南町１-７-１
【問合せ】教務課 [TEL:0422-31-4151
(内線:5117) / E-mail:chiiki-kouza@nvlu.ac.jp]

【内容】大きな災害が起こったとき、犬や猫などのペ
ットの飼い主の皆様はまず何をされますか?災害
のとき（例:地震であれば揺れがおさまったあと）
にどのように行動しますか?

（右上へ続く）

７

事務局からのお知らせ
健康診断書（結果票）の必要項目について
■大学の正規科目や武蔵野市寄付講座を受講される場合、健康診断の結果の提出が必要となります。学生と
同じ教室で受講するにあたり、大学が結核の有無と健康状態を確認するためです。
■ご提出いただいた健康診断の結果は自由大学事務局を通じて各大学に提出いたします。個人情報保護の観
点から事務局では保管いたしません。
■提出はコピーでも結構ですので原本をお手元に保管されることをお勧めいたします。なお、受診日が１年
以内のものをご提出ください。
（本号掲載の寄付講座については、平成 30 年８月１日以降受診のものが有
効です。）
■自治体で行われる健康診査でも結構ですが、診断書（結果票）の発行は、受診日から１ヵ月以上かかる場
合がございますので、お早めに受診をお願いします。

以下の５点が必須となります。
①受診者氏名

診断書

①②

①

②受診日
③胸部レントゲンの結果
※レントゲンフィルムは不要
④医師の総合所見

④

③

⑤担当医師名
※受診時に、担当医師欄への
記入をお願いしてください。

住所
氏名

③④
② 平成

⑤

自治体や勤務先で実施している
健康診査の結果票（例）

年

月

日

所在地
病院名
医 師
病院・診療所で発行される
診断書（例）

⑤

■学生証の有効期限をご確認ください！
学生証の更新は有効期限の 2 ヶ月前の月の１日からできます（休館日を除く）
。更新期限が近い方には黄
色い紙のご案内を同封しておりますので手続きについてご確認ください。
更新を希望される方は武蔵野プレイス３階自由大学事務局窓口にて早めのお手続きをお願いいたします
（代理の方の手続き不可。郵送不可）
。また有効期限内にお手続きのない場合、退学となりますが、再登録
のお手続きをされると、学籍番号、受講履歴、取得ポイント・称号を引き継いでご利用いただけます。
※事務局窓口:毎週水曜（祝日と重なる場合は開館し、翌平日休館）、年末年始はお休みです。
次回の自由大学通信は、８月下旬に発行予定です。
武蔵野地域五大学共同講演会を中心にご案内いたします。
※次号の伝言板コーナーに掲載希望の方は、７月 26 日（金）までに自由大学事務局へご連絡ください。
〒180-0023 武蔵野市境南町 2-3-18
武蔵野プレイス 3 階 自由大学事務局

武蔵野地域自由大学事務局
HP
Mail

http://www.jiyu-musashino.org/
jiyu-daigaku@musashino.or.jp

<開館時間>午前 9 時 30 分～午後 10 時
<休館日>毎週水曜（祝日と重なる場合は
開館し、翌平日休館）、年末年始

武 蔵 野地 域 自由 大 学 は学 校 教育 法 に 定 め る 大 学 で は あ り ま せ ん

武蔵野地域自由大学で取り扱う個人情報について:お申込時にいただいた個人情報は「武蔵野市文化・スポーツ・生涯学習ネット」を運営する武蔵野生涯学習振
興事業団及び武蔵野文化事業団が管理運営する施設の予約及び教室の実施・運営に必要な範囲内で使用いたします。それ以外の目的で使用することはありません。

８

