
 

 

 

  
 

好評の体験型イベント 
“Aozora Factory”が三井アウトレットパークに登場！ 

～学生と企業が産業団地の魅力を発信～ 
 

横浜市立大学 経営学コース芦澤美智子ゼミ（以下、芦澤ゼミ）※１ の学生と横浜金沢臨海部産業団地※２の企

業が、12 月 9 日（土）に産官学連携の体験型イベント「Aozora Factory@三井アウトレットパーク横浜ベイサ

イド」を開催します。今回のイベントは、2017 年 10 月に行われた「Aozora Factory 2017」に続き開催するも

ので、学生と企業が協働で 6つの子ども向け体験型ワークショップを出展。参加者に地元金沢区の魅力や企業

の技術等を知っていただく場を提供します。 

芦澤ゼミの学生（主に１～２年生）は、起業体験プログラムの一環として本イベントの企画運営を担当。資

金調達から仕入れ、マーケティング戦略立案、さらにイベント終了後には、決算、会計監査、株主総会まで一

連の流れを実践的に行います。 

 

＜概要＞ 

★ポイント★ 学生が企業とともに６つの子ども向け体験型ワークショップ（※裏面参照）を開催！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Aozora Factory 

横浜市立大学の「教員地域貢献活動支援事業※３」（担当教員：芦澤美智子）の取組の一環として、横浜市金

沢区を中心とした地域づくりと魅力の発信を目的に、産業団地の企業、金沢区役所、横浜市立大学の産官学が

連携して取り組んでいます。2017 年は 10 月 14 日に「Aozora Factory 2017」（金沢産業振興センター）を開催。

約 150 人のスタッフ（うち本学の学生 100 名）で準備運営を行い、当日は親子連れを中心に約 1,000 人の来場

がありました。 

 

※本イベントは、当日の取材をはじめ、芦澤ゼミの授業を含めた準備段階からも取材いただくことが可能です。 

お問い合わせ先 

横浜市立大学 研究推進部 研究基盤課長 竹内 紀充 Tel 045-787-2019 

金沢区役所 区政推進課長 伊倉 久美子 Tel 045-788-7720 

 

（裏面あり） 

 

公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 記 者 発 表 資 料 

平成 2 9 年 1 1 月 2 7 日 
公立大学法人横浜市立大学 
横 浜 市 金 沢 区 

Aozora Factory2017 開催時の様子 

日  時 ：平成 29 年 12 月 9 日（土）11 時～16 時 

※雨天決行、荒天中止 

会  場 ：三井アウトレットパーク横浜ベイサイド 

施設内中央 くじらの噴水前広場 

横浜市金沢区白帆５-２ 

（シーサイドライン「鳥浜」駅下車 5分） 

主  催 ：横浜市立大学芦澤ゼミ、横浜市金沢区、Aozora Factory

運営委員会 

 後  援 ：三井不動産（株）、三井不動産商業マネジメント（株） 

Web サイト:http://aozorafactory.com/ 



６つの子ども向け体験型ワークショップ（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜授業スケジュール＞※すべての授業が取材いただけます。ご希望の場合は 2 日前までにご連絡ください。 

授業時間：14 時 30 分～16 時 00 分(予定)  

会  場：横浜市立大学 金沢八景キャンパス 本校舎 108 教室 

 

11 月 17 日（金） 社長決め、会社設立、事業計画作成①（発注数決定） （終了） 

11 月 24 日（金） 事業計画作成②（販促方針） （終了） 

12 月 1 日（金） 事業計画説明会（各チーム発表）、賃金払込 

12 月 9 日（土） Aozora Factory 

@三井アウトレットパーク横浜ベイサイド 当日 

12 月 15 日（金） 会計監査、株主総会準備 

12 月 22 日（金） 株主総会 
三井不動産商業マネジメントの方を 

講師にお招きした授業の様子 

③ウィンドチャイム製作（株式会社中込製作所） 

スチール家具・製品の端材の加工・塗装などの技術

を応用。きれいな音のなる、色鮮やかなウィンドチ

ャイムを作ります。 

⑥ＴＯＮＴＯＮ ＭＡＫＩＭＡＫＩ 
（株式会社ヨコハマ機工） 

「釘×糸」の組み合わせで、好きな図形を選んでカ

ラフルな糸で思い思いに表現する『TONTON 

MAKI MAKI』や、釘を一瞬で打つことができる道

具の試し打ちなど、男の子も女の子も楽しく遊べ

る、魅力的なワークショップです。 

②段ボールで打楽器カホン作成 

段ボールで簡単に組み立てられる打楽器カホン。 

好きな絵を書いて自分だけの音のなるおもちゃを

作ります。 

（関東プリンテック株式会社、株式会社共立紙器製作所） 

詰め替え用パウチの技術を応用。参加者が自由にビ

ーズなどの中身を入れてオリジナルのスノードー

ムを作ります。 

①パウチでスノードーム作り 
（藤森工業株式会社） 

④しいたけ狩り体験（永島農園） 

横浜市金沢区育ちの「おひさましいたけ」。 

うまみと栄養分がたくさん詰まった採れたてのし

いたけ狩り体験ができます。 

⑤コマ大戦（株式会社ミナロ） 

ものづくりのプロが作った金属パーツを組み立て

て、オリジナルコマを作ります。プラスティックや

木で作られた既製品のコマとは全く違う回転に、大

人も夢中になるおもちゃです。 



 

参考 

 

※１ 横浜市立大学 芦澤ゼミ 

経営管理論専攻。2014 年 4 月発足。「起業体験プログラム（主に出展等のプロジェクト毎に疑似的に起業す

る教育プログラム）」を基軸とした実践的教育を重視して活動している。ローカルは大学の地元にある金沢産業

団地、グローバルはフィリピンセブ島にフィールドを持ち、外部の方々と常に連携しながら活動。イベントの

準備、実現のプロセスを通して学生が地域に入り込み、新しいアイデアを具現化する中で、経営学を生きた学

問として学び、社会に貢献する実感を得て主体的に成長することが期待される。 

 

芦澤 美智子（あしざわ みちこ） プロフィール 

横浜市立大学 国際総合科学群 准教授（国際総合科学部経営学コース、大学院国際マネジメント研究科国

際マネジメント専攻）。博士（経営学）。1996 年より公認会計士として会計監査、M&A 財務監査等に従事した後、

MBA を取得。その後、産業再生機構とアドバンテッジ・パートナーズにおいて企業再生に携わる。それらの経

験を踏まえて、現在は主に企業再生 M&A について研究している。2014 年 M&A フォーラム賞受賞。ネットイヤー

グループ社外取締役や M&A 第三者委員、横浜市の各種委員等も務める。 

 

※２ 横浜金沢臨海部産業団地 

1960 年代から住工混在などの解消を目的に埋め立てられた、産業集積エリア。製造業、卸・小売業、運輸・

物流業を中心に主に中小企業が多く集まり、1,000 を超える企業・事業所が立地している。中でも、木材・金

属・プラスチック等の加工業や、最先端の IT 技術、食品製造等、多種多様な製造業企業が集結する、日本最大

級の「ものづくりの街」。 

 

※３ 教員地域貢献活動支援事業 

 横浜市立大学の教員の専門性や大学が持つ「知」のリソースを活かしながら、自治体・企業等から提案され

る地域課題を、調査・研究・社会実験等の活動を通じて協働で解決する事業。平成 29 年度は、新規事業６件を

含む 14 件の事業に取り組んでいる。 



@三井アウトレットパーク横浜ベイサイド
●くじらの噴水前広場 ●シーサイドライン鳥浜駅 徒歩5分（神奈川県横浜市金沢区白帆5-2）

お子様から大人まで楽しめる

横浜市金沢区のものづくりワークショップが盛りだくさん！！

made in 横浜市金沢区のワークショップ

合言葉は

「青空工場で会いましょう！」

12.09| sat　
 11:00-16:00

荒天中止
雨天決行

 

●企画・運営：Aozora Factory運営委員会・横浜市立大学芦澤ゼミ　●共催：金沢区　●後援：三井不動産株式会社・三井不動産商業マネジメント株式会社

http://aozorafactory.com/

三井アウトレットパーク  横浜ベイサイド



ヨコハマの「金沢臨海部産業団地」生まれのワークショップです
三井アウトレットパーク横浜ベイサイドの周りに工場が多いことに気づきましたか？
実はここは、1,000社以上の事業所が集まっている産業団地。1960年代に横浜市が威信をかけ
て取り組んだ「横浜市六大事業」の1つとして、海沿い約4.5kmにわたり埋め立て整備された場所
です。

「Aozora Factory」が生まれた背景
「金沢臨海部産業団地」と言っても、まだあまり知られていません。しかし、1,000社以上の事業所
が集まる産業団地は全国的にも珍しく、日本を支える技術や製品がここからたくさん生まれていま
す。そのことを伝えたくて、若手経営者と横浜市立大学芦澤ゼミがタッグを組み、ワークショップを
作りました。

「横浜市立大学 芦澤ゼミ」の学生が企画運営の中心です
専門である経営学を生かして、地元横浜市金沢区での地域貢献活動に取り組んでいます。
仮配属された1年生30名を含めて、大学2年生から修士2年までの約65名が所属しています。12/9
（土）はゼミメンバー総出で三井アウトレットパーク横浜ベイサイドを盛り上げます！

ウィンドチャイム製作
Produced by 中込製作所

中込製作所はスチール家具を製作しています。
皆さんの学校や会社にある棚も中込製作所で
作ったものかもしれません。
中込製作所にあったスチールの端材を再加工
して綺麗な音のなるオリジナルのウィンドチャ
イムを作ってみませんか。スクラップ処理され
る運命にあった端材が皆さんの手でよみがえり
ます。

コマ大戦
Produced by ミナロ

ミナロは主に、木型でのモデルや検査冶具の
製作をしている会社です。機械では難しい細
かいところまで表現する匠の技が光る会社で
す。
モノづくりの技術を駆使した金属製のコマは本
当によく回ります。ベイブレードに勝つこともあ
るというコマを組み立て、対戦してみませんか。

しいたけ狩り体験
Produced by 永島農園

ヨコハマでしいたけが栽培されていることをご
存知でしたか？永島農園は横浜市金沢区で
500年の歴史のある農園です。永島さんがこだ
わって丁寧にしいたけを育てています。
ヨコハマ生まれのとびきり美味しいしいたけを
自分の手で狩りとってみましょう。今日の食卓
には、地元でとれた新鮮なしいたけを。

TONTON MAKIMAKI
Produced by ヨコハマ機工

ヨコハマ機工は、釘
くぎ

やボルトなど、「物と物をつ
なぐ製品（ファスニング製品）」の取扱いではシ
ェア一位の専門商社です。
このワークショップでは、ヨコハマ機工が扱う
釘を「トントン」して「マキマキ」します。無心に
なってトントンマキマキするうちに釘の魅力に
気づくことでしょう。

パウチでスノードーム作り
Produced by 藤森工業

藤森工業横浜事業所は包装材料を作っていま
す。皆さんの家にある洗剤・シャンプーなどの
詰替パッケージはここ横浜市金沢区で作られ
ているものかもしれません。
中身をしっかり閉じ込める技術を使って、スノ
ードームを作りましょう。自由な発想でオリジナ
ルなスノードームを作ってお家に飾ってくださ
い。

段ボールで打楽器カホン作成
Produced by 関東プリンテック＆共立紙器製作所

関東プリンテックは地元を代表する印刷屋さ
ん。共立紙器製作所は地元を代表する段ボー
ルを製作している会社です。
Aozora Factoryのために、関東プリンテックの
デザイン力と共立紙器製作所の段ボール製作
の技術がコラボして、打楽器カホンができまし
た。オリジナルのカホンを作って遊びましょう。

参加費
1回
¥500

参加費
1回
¥500

参加費
1回
¥500

参加費
1回
¥500

参加費
1回
¥500

参加費
1回
¥500

12.09| sat
 11:00-16:00

荒天中止
雨天決行

三井アウトレットパーク  横浜ベイサイド

※各ワークショップの参加人数には限りがございます。


