
★奉還町商店街イベントのご案内★

12 大学・短大の学生による
パフォーマンスと各コーナー
17時30分スタート！ 司会進行（就実大学）
 音響（岡山理科大学）

❶ 手回し発電機でエコ体験を楽しもう！ （岡山理科大学）
❷ リユースゲームでおもしろグッズを手に入れよう！
 （岡山商科大学）

❸ ビリペル部 アカペラライブ
 （岡山大学、ノートルダム清心女子大学）

❹ 国際音楽サークル「マル秘」の演奏と各国文化の紹介
 （環太平洋大学）

❺ 「音」で未来へのメッセージを伝えます
 （くらしき作陽大学）

❻ アカペラ部「Palette」ライブ （岡山県立大学）

❼ アクト～そらまめくんのパネルシアター～
 （就実大学・就実短期大学）

❽ ハンドベル部 演奏 （ノートルダム清心女子大学）

❾ 環境クイズに答えて持続可能な未来を学ぼう
　 東日本震災復興支援「ミニミニゆりあげ朝市」
　 うらじゃ演舞・みんなで踊ろう総おどり！
 （山陽学園大学・山陽学園短期大学）

10 自転車発電体験で電力の大切さを体験しよう！
 （岡山県　新エネルギー・温暖化対策室）

岡山の大学から
エコの輪を広げよう

省エネしましょう エコイベント開催
●岡山奉還町商店街イベントに
　参加しよう
●学生と教職員による啓発活動を
　各大学で実施します
●廃食油を使用して製作した
　キャンドルを点灯します（各大学で実施）

●節電しましょう！
　冷房は28℃に！ 夏はクールビズで
●ライトダウン
　マイ・カー乗るまぁday（各大学で実施）

岡山奉還町商店街イベントに参加しよう
2019年

7/13土
17:30～20:00
岡山市北区奉還町2丁目
奉還町りぶら周辺
（雨天決行）

主　　催 大学コンソーシアム岡山（エコナイト実行委員会）
加 盟 校 岡山大学　岡山県立大学　新見公立大学　岡山学院大学　岡山商科大学　岡山理科大学　川崎医科大学
 川崎医療福祉大学　環太平洋大学　吉備国際大学　倉敷芸術科学大学　くらしき作陽大学　山陽学園大学
 就実大学　中国学園大学　ノートルダム清心女子大学　美作大学　山陽学園短期大学　就実短期大学
 中国短期大学　倉敷市立短期大学　新見公立短期大学　津山工業高等専門学校
共　　催 奉還町商店街振興組合
後　　援 エコパートナーシップおかやま　岡山市　倉敷市　総社市　高梁市　赤磐市　津山市　新見市
問合せ先 大学コンソーシアム岡山 事務局
 〒700-0005　岡山市北区理大町1-1（岡山理科大学内）
 TEL/FAX 086-256-9771
 E-mail　office@consortium-okayama.jp
 ウェブサイト http://www.consortium-okayama.jp
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大学コンソーシアム岡山は、
 加盟大学が連携して
  エコロジーについて考える
   「エコナイト」を実施します

岡山大学
★岡山大学エコナイト
日時：6月26日（水）16:30 ～20:00
場所：岡山大学津島キャンパス
　　　北福利施設（マスカットユニオン）前広場
　　　（雨天時　大学会館ホール）
環境ミニ講演集会、射的、くじ引き、キャンドルアー
ト、新聞紙エコバッグ作りなど
★岡山奉還町商店街イベント
ビリペル部のアカペラライブ

岡山県立大学
★七夕フェスティバル2019
日時：7月5日（金）
　　　（昼）12:00 ～ 12:30
　　　（夜）17:30 ～ 21:00（予定）
場所：岡山県立大学 学生会館前
短冊等で学内を飾り、希望者が浴衣・甚平で授業
に出席します。昼は浴衣・甚平姿の学生には無料
でかき氷を配布します。夜はライブや屋台の出店を
します。また、エコ運動の呼びかけもします。
★岡山奉還町商店街イベント
アカペラ部「palette」のライブ

新見公立大学・新見公立短期大学
★省エネ活動等の呼びかけを実施します。

岡山学院大学
★おかがく・おかたんエコナイト
日時：7月5日（金）
場所：岡山学院大学・岡山短期大学
キャンパス、学生寮の消灯・節電活動を実施します。
また学生食堂では七夕メニューを提供し、オリジナ
ルうちわを配って学生へのエコの喚起を行います。

岡山商科大学
★岡山奉還町商店街イベント
夜店でおなじみの「射的」とフリーマーケットをくっ
つけた「リユースをゲームで！」。射的でうまく的が
倒れると、おもしろグッズや便利グッズが手に入り
ます！また、フィールドスタディで見つけた地域の名
産品を販売します。

岡山理科大学
★七夕Eco Night 2019
日時：7月5日（金）18:00 ～20:00
場所：岡山理科大学 A１号館１階多目的ホール及び

その周辺
七夕飾りの作成・展示、エコに関するポスター展示、
エコ啓発のためのステージイベント（学生エコ発表
会、アカペラコンサート、天文観測など）、学内一
斉ライトダウン、エコキャンドル（＋化学発光）を用
いたキャンドルアート
★岡山奉還町商店街イベント
手回し発電機でエコ体験を楽しもう！

川崎医科大学
★省エネ活動やマイ・カー乗るまぁdayの呼びかけ
日時：6月～
場所：川崎医科大学
地球温暖化防止委員会が中心となって省エネ活動
等呼びかけを実施します。

川崎医療福祉大学
★七夕寄席
日時：7月5日（金）17:40 ～20:00
場所：川崎医療福祉大学
かき氷の無料配布、笹の葉と短冊の設置、ビンゴ
ゲーム大会
★ダンスライブ＆ライトダウン
日時：7月5日（金）19:00 ～19:45
場所：川崎医療福祉大学
ダンスサークルによるダンスイベント、カウントダ
ウンによる大学看板等のライトダウン。

環太平洋大学
★エコポスターコンクール
学内でエコポスターを募集し、6月から7月にかけて
優秀作品を展示することで、エコ意識を啓発します。
★岡山奉還町商店街イベント
ステージで、国際音楽サークル「マル秘」が演奏す
る他、ブースで留学生が自国の文化を紹介します。

吉備国際大学
★キャンドルナイト in 高梁2019
日時：10月18日（金）17:15 ～19:40
場所：高梁市美観地区紺屋川沿い
市内4高校との協働により、天ぷら廃油と紙パック
で製作したエコキャンドルが紺屋川沿いを飾りま
す。学生ら代表者によるキャンドルの点灯式とキャ
ンドルへの一斉点火を行います。

倉敷芸術科学大学
★エコに関するイベント
日時：7月5日(金）18:30 ～19:30
場所：倉敷芸術科学大学 講義棟
エコに関するクイズ、アコースティックギター部の
演奏、ダンス部の演舞
★エコキャンドル
日時：7月5日(金）18:30 ～20:00
場所：倉敷芸術科学大学 中庭
エコキャンドルの点灯
★かき氷、フランクフルトの無料配付
日時：7月5日(金）19:30 ～20:00
場所：学内

くらしき作陽大学
★キャンドルナイト フェスティバル
日時：7月5日（金）18:30 ～20:00
場所：くらしき作陽大学　校門前階段、聖徳殿前

広場、7号館（学生食堂）
学生会主催による、楽しい子ども縁日、聖徳殿前
広場などに並べたキャンドルの点灯、子どもから大
人まで楽しめる楽曲の演奏会を実施します。
★グリーンカーテン
日時：5月～10月
場所：くらしき作陽大学 1号館・6号館
大学1号館および6号館の１階南側にグリーンカー
テンとしてゴーヤを栽培します。日差しを遮り、事
務室および教室内の気温上昇を抑え、エアコンの
電力使用量を削減します。採れたゴーヤは学内のヘ
ルスケアレストランで美味しく調理して提供します。
★岡山奉還町商店街イベント
「音」で未来へのメッセージを伝えます。

山陽学園大学・山陽学園短期大学
★学生寮エコナイト
日時：７月10日（水）19:00 ～20:00
場所：山陽学園大学 学生寮・グラウンド
学生寮やキャンパスを消灯し節電活動を実施しま
す。寮生はグラウンドに出て、夏の夕暮れを楽しみ、
電気エネルギーの貴重さを実感し、節電を呼びか
けます。
★岡山奉還町商店街イベント
①環境クイズに答えて持続可能な未来を学ぼう
②東日本震災復興支援「ミニミニゆりあげ朝市」
③うらじゃ演舞・みんなで踊ろう総おどり！

就実大学・就実短期大学
★就実七夕まつり2019
日時：7月5日（金）16:30 ～19:00
場所：就実大学・就実短期大学 学生会館前
学友会主催で、在学生と学園の子どもたちを対象
に、七夕の飾りつけや、屋台、七夕の夜を演出します。
★エコポスター
オリエンテーション期間中に実施する「キャンパスラ
イフセミナー」にて「エコ宣言」をし、エコ活動を喚
起するポスターを学内に掲示します。
★岡山奉還町商店街イベント
アクトによる「そらまめくんのパネルシアター」を発
表します。

中国学園大学・中国短期大学
★キャンドルライトでアコースティックライブ
日時：7月3日（水）18:30 ～20:00
場所：中国学園 第1学生ホール
会場をライトダウンし、エコキャンドルの灯りの
中で学生等によるアコースティックライブを開催し
ます。

ノートルダム清心女子大学
★エコポスターの募集
日時：6月3日（月）～
場所：ノートルダム清心女子大学
6月の3週間にわたって、キャンパス内でのエコ意
識を喚起するためのポスターを学内で募集します。
審査の上、最優秀賞、優秀賞を決定し、賞品とし
て図書券を贈呈するとともに学内ラウンジ等にその
経過を明示して展示します。
★岡山奉還町商店街イベント
①ハンドベル部の演奏
②ビリペル部のアカペラライブ

美作大学
★グリーンカーテンの実施
日時：7月～10月
場所：美作大学 本館
大学本館南側に、グリーンカーテンを目的として、
朝顔・ゴーヤ等を植栽し、日差しを遮断することに
より、事務室内の温度上昇を防ぎ、エアコン等の
電力使用量を削減します。

岡山県  新エネルギー・温暖化対策室
★岡山奉還町商店街イベント
①自転車発電体験
　自転車発電体験を通じて、電力の大切さを体験
します。
②クールチョイスの啓発
　ブースでCOOL CHOICE啓発と併せて賛同登録
の呼びかけを行い、賛同登録者には啓発グッズを
プレゼントします。

日時：7月13日（土）17:30～20:00
場所：岡山奉還町商店街 2丁目
　　　奉還町りぶら周辺（雨天決行）

ライトダウン
マイ・カー乗るまぁday

各大学共通イベント 岡山奉還町商店街イベント

岡山県内17大学や短大等が協力して、大学
の良いところをみんなに知ってもらうことや、
ひとづくり町づくりに取り組んでいます。学生
たちがどの授業にも受けられるようにしたり、
大人の人が参加できる授業も開いています。

「大学コンソーシアム岡山」
ってなに？


