
                                                     

 

 

 

                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                           
 

2019   May 05 

9 
CLOSE UP！  

 

PICK UP！  〜ユニコムプラザさがみはらで開催されるイベントの一部を紹介します〜 

■ 東海大学地域連携センター ■  

 

 

Information  Information  Information  

Take Free 

5 月 27 日（月） 他 

絵本カフェ 

ママと子ども達がのんびりゆったり過

ごせる場所が「絵本カフェ・チョコリ

ラ・ユニコム」です。 

絵本の読み聞かせを楽しんだり、ママ

と一緒に歌ったり、お友達と遊んだり、

時にはチョコリラメンバーとお喋りタイ

ム…  

リラックス空間でママもしっかりリフ

レッシュ！お気軽にお立ち寄り下さい。

お待ちしています。 

 

生涯学習講座 2019 前期 

 

 ユニコムプラザさがみはら会場では

語学、文学・歴史、食と文化、健康・ビ

ジネスなど多彩な講座を開催します。み

なさまのご参加をお待ちしています。 

①講座漢方Ⅰ 漢方で健やかな毎日 

②韓国の文化とハングルを楽しむ! 

③ミレ－ クルーべ マネ 

公開プレ講座 

5 月 23 日（木）～順次開催 
 

〜ユニコムプラザさがみはらの大学情報コーナーに出展している大学等の地域連携活動を紹介します〜 

６月から本格的に講座が始まる前

に、お試しに受講してみませんか？ 

基礎・応用コースから１講座ずつ

受講できます！ 

■協働のまちづくり 

－ガバナンスの担い手とは 

14 時～15 時 30 分 

講師：坂野 喜隆氏 

（流通経済大学 准教授） 

■小さなことからコツコツと！！

～NPO 活動の実際とその可能性～ 

15 時 40 分～17 時 10 分 

講師：桑原 和也氏 

（NPO 法人フリースクール 

鈴蘭学園 副理事長） 
 

■ 絵本カフェ・チョコリラ ■ 

日 時：5/27(月)＊、6/17(月)、7/15(祝・月) 

11:00～12:00 (10:00 開場) 

会 場：マルチスペース（＊のみﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 4） 

参加費：無料  

対 象：どなたでも 

定 員：16 名(先着順) 

申 込：不要 

問合せ：絵本カフェ・チョコリラ 

電話 090-2464-8319 

090-9377-7202 

 

日 時：①5/23 申込 5/9 まで 

      ②5/28～7/2 申込 5/14 まで 

     ③5/31～6/28 申込 5/16 まで 

会 場：ミーテイングルーム他 

参加費：有料（講座による） 

対 象：どなたでも 

問合せ：東海大学地域連携センター 

電話 0463-50-2202 

E-mail  tuext@ext.tokai.ac.jp   
 

■IT 夢コンテスト 2018 

全国の中学生・高校生から、創造性・個性豊かな「IT(情報技術)に関する夢」を募集します。近

年の AI 技術革新や、2 年後に迫った東京オリンピックなど、作品を考える元となる要素は盛りだ

くさんとなってきました。そこで今年は募集テーマをなくします。みなさまの自由な発想の下、作

品を応募してください。 

IT 夢コンのホームページに、これまでに募集したテーマや最終審査会でのプレゼン資料をまと

めた予稿集がありますので参考にしてください。たくさんのご応募をお待ちしています。 

詳しくは https://kait.jp/yume/をご覧ください。 
 

■小学生から一般の方まで参加できるサイエンスイベント 

神奈川工科大学では、小学生から一般の方まで参加できるサイエンスイベントを開催していま

す。科学の不思議、魅力に触れることのできるイベントで、毎年、多くの方に参加いただいていま

す。 

＜イベントの一例＞ ＫＡＩＴ未来塾、ペットボトルロケット＆ペーパー・プレーン競技大会、燃料電池コンテスト、 

電子ロボと遊ぶアイデアコンテスト、ロボットプログラム スペシャル講座 

詳しくは https://www.kait.jp/gwy_neigh/community/scienceevent.html をご覧ください。 

 

■ さがみはら地域づくり大学 ■ 

 

「IT 夢コンテストの案内」 

神奈川工科大学は、建学の理念「科学技術立国に貢献する人材の育成、教育研究により地域社会との連携強化に努める」

のもと、人間社会の未来を支える「環境・エネルギー」「情報」「生命・健康」を３つの柱とした教育研究体制を進めて

います。 

「サイエンスイベントの様子」 

日 時：5/19(日) 14:00～17:10 

会 場：ユニコムプラザさがみはら 

参加費：無料 

対  象：15 才以上（中学生を除く） 

定  員：100 名(先着順) 

申  込：不要（直接、会場へお越しください） 

問合せ：ユニコムプラザさがみはら 

電話 042-701-4370 
 

5 月 19 日（日） 

以上の講座はユニコムプラザさがみはら会場の一例です。 

その他の講座、他会場は http:ext.tokai.ac.jp/をご覧下さい。 

 

 



学生のスタートアップ事業に関する 

お問い合わせはこちらまで ⇒ 

   

 

 

地域課題の解決や地域の活性化を図るまちづく

りの担い手を育成するため、地域活動を行う大学生

と高校生を募集します。 

日頃感じている「ああしたらどうかな？」や「こ

れっておかしくない？」について、ユニコムプラザ

さがみはらで、企画を練ってみませんか？ユニコム

プラザさがみはらで活動している市民団体のもと

で、ボランティアの実際を体験することもできま

す。 

学生が主体的にまちづくりに関わる事業を企画

できるよう、全面的にサポートします。 

PICK UP！  2０１９年度 学生の地域活動スタートアップ事業をStart Up 

UNICOM PAPER 2019. May 

土曜日 14：00〜15：00 
土曜日午後のひとときを、ユニコムプラザさがみはらのオーサーズカフェで過ごしませんか。 

地元の大学をはじめ、多彩なキャリア講師がちょっと気になる話を語ります。 

「こどもに優しい医療とは」 

 
障害や難病を抱えている子どもと家族にとって医療は、生き育ってゆくため

に不可欠です。しかし医療だけで十分なのでしょうか？新生児集中治療センタ

ーで働き、退院後の地域での生育支援が貧弱であることを痛感しています。病

院と家の往復だけでなく、家族とともに子どもらしい体験のできる場所が必要

です。そんな子どもたちのためのレスパイト村が山梨県に生まれています。お

よそ 40 年前に世界で初めて誕生したこどもホスピス“ヘレンハウス”について

書かれた原書を翻訳出版（「ヘレンハウス物語」）したので紹介します。 

 

「障がいのあるユーザー中心視点 

のシステムデザイン」 

 
 少子高齢化がますます進む日本において、若年者でも高齢者でも、障がいがあ

ってもなくても平等に生活できる社会づくりが求められています。その実現に

は、つくる側の視点でなく、障がい者や高齢者を含む使う側（ユーザー）を中心

にしたデザイン思考が大切になります。言語障がい向けコミュニケーション支援

アプリ開発や、高齢者施設での取り組みをもとに、ユーザー中心視点のシステム

デザインについてわかりやすくお話しします。 

 
おぐちこどもクリニック 院長 小口 弘毅氏 

 

神奈川大学 工学部経営工学科 准教授 髙野倉 雅人氏 

 
編集・発行 

[所在地]  

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 3-3-2  

bono 相模大野 サウスモール 3 階 

[アクセス]  

小田急線相模大野駅北口より徒歩 3 分 

[休 所 日]  

12 月 29 日〜1 月 3 日及び施設点検等で休所とする日 

[利用時間] 9:00 〜 22:00 

[問い合わせ] 042-701-4370 

5月11日 5月25日 

詳しい情報、利用方法等は  

ホームページをご覧ください！  

 

https://unicom-plaza.jp/ 

 相模大野中央改札口から北口デッキに出て、左手に進むと

「bono 相模大野」がみえます。そのまま、bono 相模大野の 

ノースモールとサウスモールの間の 2F 中央通路（ボーノウォ 

ーク）を進み、「SoftBank」と「ほけん百花」の間を入った 

ところのエスカレーターで 3F に上がってください。 

  行幸通り「ボーノ相模大野入り口」の信号を曲がると、 

左側に市営駐車場の入口があります。 

※ユニコムプラザ施設利用による割引はありません。 

（電車でお越しの場合） （車でお越しの場合） 

ユニコムプラザさがみはらへのアクセス 

 ユニコムプラザさがみはらは、市民と大学が連

携して新たな地域活動や市民活動を創造する拠

点として設置されました。相談コーナーでは、リ

エゾン（橋渡し）機能として、地域の大学と連携

をお考えの市民や市民団体のご相談を受付けて

います。ぜひご利用ください。 

市民と大学の連携に向けて 

相談コーナーをご利用下さい 

 

※詳しくはホームページ（https://unicom-plaza.jp）をご覧ください。 

 

 

現代社会は便利さ・速さがあたりまえという空気

感に包まれており、子どものペースに寄り添う子育

てが難しい時代といえるでしょう。また、SNS やネ

ット上にはたくさんの情報が氾濫し、かえって不安

になることもあるでしょう。しかし、日本の良き伝

統である「おせっかい」サポートでは親はかえって

苦しくなることもあります。子どもの周りにいる大

人が現代という時代を見つめながら、子どもも親も

大切にできる子育てを考えてみませんか。 

日時：5 月 30 日(木) 13:15〜14:45 

会場：ユニコムプラザさがみはら 

シェアードオフィス 

対象：子育てに興味のある方ならどなたでも 

申込：必要 042-701-4370  

ユニコムプラザさがみはら 

申込期間：5 月 29 日(水)まで 

 

第 19 回 市民・大学交流会 
 

現代における子育の基本を学ぼう! 

学生の地域活動スタートアップ事業の実施に伴い、大

学生が主体的にまちづくりに関わる事業を企画する場

を提供するため、大学生が打ち合わせ等にユニコムプラ

ザの施設を利用する場合に、無料(100%減免)で利用で

きるようになりました。事前の予約はできません。当日

空いているお部屋のみ利用ができます。 


