2015 年 6 月 8 日
東海大学

報道関係各位
【開催告知およびご取材のお願い】
おんしょく

“音”と“食”のイベント「TOKAI音食WEEK 2015」を開催
～秦野市と伊勢原市の観光 PR キャラも登場、地域と学生の交流深める 3 日間～
開催日：2015 年 6 月 30 日（火）～7 月 2 日（木）
会場：東海大学湘南キャンパス 噴水前特設ステージなど（平塚市北金目 4-1-1）
東海大学（所在地：平塚市北金目 4-1-1、学長：山田 清志〔やまだ きよし〕）チャレン
ジセンターの学生プロジェクト「キャンパスストリートプロジェクト（C.A.P.）」では、来
る 6 月 30 日（火）から 7 月 2 日（木）の 3 日間、本学湘南キャンパスにおいて、学生なら
びに地域にお住まいの方を対象とする音楽と食のコラボレーションイベント「TOKAI 音食
WEEK 2015」を開催いたします。
「TOKAI 音食 WEEK」は、地域の皆さんと一緒に音楽を聴きながら食事を楽しむ場を
創出することによって、地域と学生の交流を深めようと、同プロジェクトのメンバーが中
心になって 2006 年から企画・運営している催しで、今年 10 年目を迎えます。イベント期
間中は、キャンパス内で多くの学生たちが集う噴水前に特設ステージを設置。地元を中心
にマンドリンや琴などの演奏活動をされている市民音楽団体をはじめ、さまざまなジャン
ルの学生音楽サークルなどがライブ演奏を披露します。一方、ステージ周辺には、中華料
理店、韓国料理店、トルコ料理店、アイスクリーム店など、キャンパス周辺の飲食店が模
擬店を出店。各店こだわりのおいしい料理が出張販売される予定です。
また、今年の「TOKAI 音食 WEEK2015」では、学内の国際ボランティア団体「Tokai
International Communication Club」
（TICC）の協力を得て、世界各国の食と音楽を集め
た「異文化交流 DAY」（6 月 30 日）を初めて開催します。さらに、
「地域交流 DAY」(7 月
1 日)には秦野市の観光 PR キャラクター「丹沢はだの三兄弟」と彼らのテーマソングを歌
うユニット「Cannon～カノン～」が、2 日（木）には伊勢原市のイメージキャラクター「ク
ルリン」がそれぞれステージに登場し、来場者の皆さんを盛り上げます。
つきましては、次頁の概要にて開催いたしますので、ご紹介ならびにご取材いただけれ
ば幸甚です。ご検討の程、宜しくお願いいたします。
＜本件に関するお問い合わせ・読者の皆さまからのお問い合わせ＞
東海大学チャレンジセンター 担当：木村 直樹
TEL：0463-50-2504（直）
2017 年 学校法人東海大学は建学 75 周年を迎えます。

■開催概要
開
会

催

日 ： 2015 年 6 月 30 日（火）～7 月 2 日（木）※雨天決行
場 ： 東海大学湘南キャンパス 噴水前特設ステージなど
（所在地：平塚市北金目 4-1-1）

スケジュー ル ： 「音」企画（ステージ演奏）／12：35～13：25、16：40～18：00
「食」企画（模擬店舗販売）／11：00～15：00、16：30～18：00
出 演 団 体 ： 13 団体
出 店 店 舗 ： 11 店舗
■チャレンジセンター キャンパスストリートプロジェクト（C.A.P.）とは
東海大学チャレンジセンターは、学生が自由な発想で企画したプロジェクト活動を通じ
て、現代社会が求める「自ら考える力」
「集い力」
「挑み力」
「成し遂げ力」を体得する場で
す。ここでは、学部の枠を超えた学生たちが、多くの困難や失敗を乗り越えて、他者との
かかわりの中で、新しい自分の側面に気づき、その個性を磨いていきます。東海大学のす
べての学部生と大学院生が参加資格を有しており、単一学科、単一クラブ・サークルのみ
の構成ではなく、学部横断的なグループでプロジェクトを構成することを要件としていま
す。このチャレンジセンターで活動する「キャンパスストリートプロジェクト（通称・CAP）
」
では、「地域交流」
「社会貢献」の二つの分野から活動を行っています。地域交流活動では
小さい子どもからお年寄り、また障害を持った方まで世代や立場を問わない交流を目指し、
イベントを企画立案・実施しています。また、社会貢献活動では障害者自立支援として“身
近な社会貢献”を目的としたイベントを行い、その売り上げの一部を障害者自立のための
資金に充てています。
■イベントの様子（2014 年開催）

■出演予定団体（音企画）
【6 月 30 日：異文化交流 DAY】
外部団体

秦野二胡合奏団（二胡演奏）
カハラオプナ（フラダンス）
オスアンデス（南米・アンデス民族音楽）
ゴスペルクワイヤ ワンキューブ（ゴスペル）

外部団体・本学教職員

BM バンド（バンド演奏）

大学内サークル

TNX（アカペラ）

プロジェクト
【7 月 1 日：地域交流 DAY】
外部団体

Cannon～カノン～ feat 丹沢はだの三兄弟（歌とダンスパフォー
マンス）
秦野マンドリンクラブ（マンドリン演奏）

外部団体・本学教職員

BM バンド（バンド演奏）

大学内サークル

TNX（アカペラ）
カントリー＆ウェスタン研究会（バンド演奏）

【7 月 2 日：地域交流 DAY】
外部団体

伊勢原市イメージキャラクター「クルリン」
（ダンス）
KIDS KOTO（三絃・邦楽アンサンブル）
ローランド音楽教室（バンド演奏）
秦野観光和太鼓（和太鼓）

大学内サークル

TNX（アカペラ）

■出店予定（食企画）
【6 月 30 日：異文化交流 DAY】
店舗・団体名

内容

本場タイ料理プアン（秦野市本町）

タイ料理

KABAB HOUSE（秦野市曽屋）

インド料理

カフェ恵（秦野市南矢名）

韓国料理

ブラジリアンフード

ビーバス（平塚市横 ブラジル料理

内）
カトマンズバール（伊勢原市伊勢原）

ネパール料理

中華料理カフカ（秦野市南矢名）

中華料理

トルコ料理屋くるみ（秦野市南矢名）

トルコ料理

【7 月 1 日：地域交流 DAY】
店舗・団体名

内容

秦野精華園（秦野市南矢名）

パン各種

餃子房ふーが（秦野市南矢名）

大根お焼・中華ちまき・水煎包・タピオカミ
ルクティー・愛玉子

カフェ恵（秦野市南矢名）

韓国料理

SMIRK CAFÉ（秦野市南矢名）

ドリンク

J-Lodge（平塚市真田）

カフェ

中華飯店カフカ（秦野市南矢名）

アイスクリーム・冷やし中華・春巻き・鶏の
唐揚げ・ごま団子

トルコ料理屋くるみ（秦野市南矢名）

ケバブサンド・チキンビルヤーニ・マンゴー
ジュース

牛太郎（秦野市南矢名）

かつ丼

【7 月 2 日：地域交流 DAY】
店舗・団体名

内容

秦野精華園（秦野市南矢名）

パン各種

カフェ恵（秦野市南矢名）

韓国料理

SMIRK CAFÉ（秦野市南矢名）

ドリンク

J-Lodge（平塚市真田）

カフェ

中華飯店カフカ（秦野市南矢名）

アイスクリーム・冷やし中華・春巻き・鶏の
唐揚げ・ごま団子

トルコ料理屋くるみ（秦野市南矢名）

ケバブサンド・チキンビルヤーニ・マンゴー
ジュース

※出演予定団体・出店予定店舗は変更になる可能性があります

■東海大学湘南キャンパス内地図

駐車可能ｽﾍﾟｰｽ
※一般来場者用の
駐車スペースはご
ざいません。

出店場所
会場：噴水前特設ステージ

※ご取材の際は、上記駐車可能スペースをご利用ください

【ご取材申込書】
おんしょく

“音”と“食”のイベント「TOKAI音食WEEK 2015」を開催
～秦野市と伊勢原市の観光 PR キャラも登場、地域と学生の交流深める 3 日間～
開催日：2015 年 6 月 30 日（火）～7 月 2 日（木）
会場：東海大学湘南キャンパス 噴水前特設ステージなど（平塚市北金目 4-1-1）
誠に恐縮ではございますが、諸準備の関係上、
事前に FAX にてお申し込みいただければ幸いです。

FAX：０４６３-５０-２４７２
東海大学 チャレンジセンター 担当：木村 直樹
貴社名

貴媒体名

ご所属

ご芳名

電話番号

ＦＡＸ番号

連絡欄

