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第 13 回三大学（大阪市立大学・大阪府立大学・関西大学）連携事業

「ウェルビーイング スポーツ文化と健幸」を開催
大阪市立大学、大阪府立大学、関西大学は、大阪都市圏に立地する大学として、より活発な相互交流を推進するた
め、幅広く連携を強化していくことについて合意し、平成 20 年 11 月 6 日に包括連携協定を締結しました。その連携
事業の一つとして、平成 21 年度から公開講座を共同開催しており、このたび、下記のとおり第 13 回 三大学連携事
業を実施します。

記
１．催名（講座名）
第 13 回 三大学（大阪市立大学、大阪府立大学、関西大学）連携事業
「ウェルビーイング スポーツ文化と健幸」
２．後援
堺市、吹田市
３．開催日時
平成 28 年 7 月 2 日（土） 13：00～16：10
４．会場
関西大学千里山キャンパス 新関西大学会館北棟 1 階 ホール
大阪府吹田市山手町 3－3－35（阪急「関大前」駅下車、北出口より徒歩 10 分）
５．受講対象・定員
どなたでも可（要申込み）
定員：200 名（申込多数の場合、抽選）
６．受講料
一般：500 円、学生・生徒：無料（要学生証）
※当日、受付にてお支払いください。

７．内容
これまでのようにスポーツを運動として捉え身体的な健康を目指すだけではなく、スポーツを文化として捉え、
健康長寿「ウェルビーイング」に向けてどのような「健幸」のあり方が望ましいかを議論します。

＜プログラム＞
13：00～13：10

開会挨拶

13：10～14：10

基調講演「今、スポーツ文化の構築が始まる－体育からスポーツへ－」
スポーツ評論家 玉木正之 氏

14：10～14：30

休憩（ポスターセッション）

14：30～16：00

パネルディスカッション
（パネリスト）
スポーツ評論家 玉木正之 氏
大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センター副所長 渡辺一志
大阪府立大学学長補佐／地域保健学域長 奥田邦晴
（司会 兼 パネリスト）
関西大学人間健康学部教授／学生センター副所長 杉本厚夫

16：00～16：10

閉会挨拶

８．申込方法
＜往復はがき＞
往信面： ①三大学申込 ②氏名（フリガナ）③郵便番号・住所 ④電話番号 ⑤年齢 ⑥何を見て知ったか
※はがき 1 枚につき 1 名のみ記入してください。
返信面： お申込みいただく方の宛先
上記を記入のうえ、下記の申込先まで送付してください。返信はがきを受講証として返送いたしますので、
当日ご持参ください。

＜Ｅメール＞
件名を「三大学申込」とし、本文に上記②～⑥の項目を入力のうえ、下記のメールアドレスまで送信してくだ
さい。メールにて受講証を返信いたしますので、プリントアウトのうえ、当日ご持参ください。

＜ホームページ＞
関西大学社会連携部ＨＰ イベントカレンダー（下記のＵＲＬ）よりお申し込みください。
メールにて受講証を返信いたしますので、プリントアウトのうえ、当日ご持参ください。

※受講証は 6 月 16 日（木）に送付予定。
９．申込締切
6 月 15 日（水）（必着） ※申込多数の場合、抽選
定員に満たない場合は、申込締切を延長いたします。
10．申込・問合先
関西大学地域連携センター「三大学連携事業」係
＜住所＞

〒564-8680 吹田市山手町 3-3-35

＜電話＞

06-6368-1339

＜メール＞ chiiki-mm@ml.kandai.jp
＜ＨＰ＞

http://www.kansai-u.ac.jp/renkei/event/detail.php?i=286

第13回三大学連携事業
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これまでのようにスポーツを運動として捉え身体的な健康を目指すだけではなく、
スポーツを文化として捉え、健康長寿「ウェルビーイング」に向けてどのような
「健幸」のあり方が望ましいかを議論します。

スポーツ評論家 玉木正之 氏

基調講演

「今、スポーツ文化の構築が始まる－体育からスポーツへ－」
ポスターセッション

ポスターセッション

パネルディスカッション

パネリスト
スポーツ評論家 玉木正之 氏
大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センター副所長 渡辺一志
大阪府立大学学長補佐／地域保健学域長 奥田邦晴
司会 兼 パネリスト
関西大学人間健康学部教授／学生センター副所長 杉本厚夫

日 時 平成
定 員

28年7月2日（土） 13：00～16：10

（ 開場

12：00 ）

200名 （要申込・申込多数の場合、抽選）

受講料 一般 500円、学生・生徒 無料（要学生証）
会 場 関西大学千里山キャンパス 新関西大学会館北棟 1階 ホール

関西大学は2016年に創立130周年を迎えます

第13回三大学連携事業
大阪市立大学・大阪府立大学・関西大学は、同じ大阪都市圏に立地する大学として、より活発な相互交流を推進するため、幅広く連携を強化して
いくことについて合意し、平成20年11月6日に包括連携協定を締結しました。その連携事業の一つとして、平成21年より公開講座を共同開催しており、
このたび、第13回三大学連携事業を実施いたします。

プログラム
13：00～13：10

都合により、講座の順序や内容、会場を変更することがあります。

開会挨拶
スポーツ評論家 玉木正之 氏

「今、スポーツ文化の構築が始まる－体育からスポーツへ－」

13：10～14：10

基調講演

14：10～14：30

休憩

14：30～16：00

パネル
ディスカッション

我々日本人は、明治時代にスポーツが伝播して以来、今尚スポーツに対する無知な状
態が続いている。バレーボールやサッカー、サウスポーやボクシングといった言葉の意味
すら知らず、その歴史的背景も知らず、学ぶ（教わる）機会もなく、スポーツを体育と誤訳
したまま、今日までスポーツと関わってきた。
その状況が、５年前のスポーツ基本法の施行、今年中に考えられている「体育の日」の
「スポーツの日」への改称、２０２０年のオリンピック・パラリンピックの実施によって、よう
やく変化の兆しを見せている。 スポーツという概念に対する大きなパラダイムシフトが起
きようとしている今こそ、新たなスポーツとの取り組みが求められる……。
ポスターセッション

＜ パネリスト ＞
スポーツ評論家 玉木正之 氏
大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センター副所長 渡辺一志
大阪府立大学学長補佐／地域保健学域長 奥田邦晴
＜ 司会 兼 パネリスト ＞
関西大学人間健康学部教授／学生センター副所長 杉本厚夫

16：00～16：10

閉会挨拶

申込方法

申込締切

（1）往復はがき
往信面： ①三大学申込 ②氏名（フリガナ）③郵便番号・住所
④電話番号 ⑤年齢 ⑥このチラシの入手方法
※はがき1枚につき1名のみ記入してください。
返信用の宛先・氏名も記入してください。
上記を記入のうえ、下記の申込先まで送付してください。返信はがき
を受講証として返送いたしますので、当日ご持参ください。

（2）Eメール

6月15日（水）必着
※定員に達しない場合は引き続き受付けますのでお問合せください。

会場アクセス
関西大学千里山キャンパス （吹田市山手町3-3-35 ）
新関西大学会館北棟 1階 ホール
阪急千里線 「関大前」駅下車 北口より徒歩10分

件名を「三大学申込」とし、本文に上記①～⑥の項目を入力のうえ、
下記のメールアドレスまで送信してください。メールにて受講証を返信
いたしますので、プリントアウトのうえ、当日ご持参ください。

関西大学千里山キャンパス
新関西大学会館北棟 1階 ホール

（3）ホームページ
関西大学社会連携部ＨＰ イベントカレンダー（下記のＵＲＬ）よりお申
し込みください。メールにて受講証を返信いたしますので、プリントアウ
トのうえ、当日ご持参ください。

正門

こちらのQRコードからも
お申し込みいただけます。

申込・お問合せ先
関西大学 地域連携センター 「三大学連携事業」係

北口

住 所：〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35
電 話：06-6368-1339 E-mail：chiiki-mm@ml.kandai.jp
Ｈ Ｐ ：http://www.kansai-u.ac.jp/renkei/event/detail.php?i=286
※ お申し込み時にご記入いただいた個人情報は、受講者名簿の作成、各種講座のご案内の目的にのみ使用いたします。
※ お申し込みいただきました方には、今後2年間公開講座等のご案内をお送りいたします。ご不要の方は、お申し込み時にその旨お知らせください。

阪急千里線
「関大前」駅

