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〜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〜
横浜創英大学は、
「看護学部」と「こども教育学部」2 学部からなる大学です。
「考えて行動のできる人」
の育成を建学の精神に据え、地域社会に貢献できる人材を育成することを教育理念としています。

■横浜創英大学の地域貢献活動

地域の看護や健康づくり、幼児教育・保育の質の向上に取り組んでいます。毎年 5 月の「看護
の日」の前後に、地域のみなさんの健康測定を行っています。また、毎月、地域ケアプラザで開
催している子育て支援事業や、社会福祉法人と連携した保育の質の向上プロジェクトに取組んで
います。
昨年は相模原市立市民・大学交流センター「2018 ユニコムプラザさがみはらまちづくりフェ
スタ」に参加し、今年度は同センターの大学情報コーナーを利用し活動の場を拡げています。

■「2019 よこはま森の楽校」の開催
今年も横浜市と連携し自然体験を通じて森の大切さを知って頂く「横浜みどりアップ計
画」のイベントとして「2019 よこはま森の楽校」を開催します。
今回は、
「創英の森で考え隊」をテーマに学内の森で木々の観察とネイチャーゲームで自
然の楽しさを感じて頂きます。８月 3 日(土)と 11 月 2 日(土)の開催を予定していますの
で、是非みなさまご参加下さい。(横浜市以外の方でも参加頂けます)
＊お問い合わせ先

PICK UP！

電話:045（922）5641

泌尿器疾患市民公開講座(第 2 回)
もっと知りたい排尿トラブル・お悩み
(男性編・女性編)

6 月 2 日（日）
わが国では超高齢化社会を迎え、今後
は老齢化人口の増加に伴い泌尿器科疾
患の罹患率が急増することが懸念され
ています。
北里大学病院泌尿器科では、泌尿器が
んや排尿障害など加齢に伴う泌尿器疾
患の正しい知識と対処法を広く市民の
みなさまに知って頂きたく、泌尿器疾患
市民公開講座を開催します。是非、参加
下さい。

I nf o rm a ti o n

日 時：6/2(日) 10:00～12:00
会 場：セミナールーム
参加費：無料
対 象：どなたでも
定 員：180 名(先着順)
問合せ：北里大学病院泌尿器科
事務局長 石井 / 秘書 池田、宮崎
電話 042-778-8111(代表)内 8926,9091

援：相模原市

「よこはま森の楽校の様子」

〜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〜

■ 北里大学病院泌尿器科 ■

後

担当:こども教育学部 田中

「看護の日の様子」

神奈川県

■ さがみはら地域づくり大学 ■

6 月開講講座
■協働とは何か～地方分権と協働～

■ 海の環境教育 NPO

第 1 回 海を学ぼうスクール in
相模大野 〜海と日本 PROJECT〜

6 月 23 日（日）

６月５日(水)、１２日(水)、１９日(水)

地方分権の推移や自治体の仕組み、政
策の基本的なプロセスを学び、政策と協
働の関係等について学びます。
■地域づくりのファシリテーション
６月１５日(土)、２２日(土)、２９日(土)

実践的なファシリテーションのスキル
について、基礎や事例を学ぶとともに、
ワークショップ演習を通じて体験的に身
につけます。地域のファシリテーターと
して活躍しましょう。
（演習あり）

I nf o rm a ti o n
時 間：開催日全て 13:15～16:30
会 場：ユニコムプラザさがみはら
受講料：1,900 円(1 講座につき)
対 象：15 歳以上(中学生を除く)
相模原市に在住、在勤、在学する方、
又は相模原市民活動に興味のある方
定 員：20 名
申 込：必要
ユニコムプラザさがみはら
電話 042-701-4370

bridge ■

どこでも！楽しく！安全に！できる《海
洋学習教材 LAB to CLASS》を活用したワ
ークショップです。
午前は，小学生対象【海の生きもの Kids
ワークショップ】
。
「イルカ・サンゴ・海の
生きもの」をテーマに楽しく学びます。
午後は，今話題の「探究学習・アクティ
ブラーニング」をキーワードに、
「行動につ
なげる」教育デザインについて一緒に考え
てみましょう。

I nf o rm a ti o n

日 時：6/23(日) 10:00～17:00 (9:30 開場)
会 場：マルチスペース 他
参加費：無料
対 象：①午前:小学生とその保護者
②午後:教育に関わる方，関わりたい方
定 員：①90 名程度(先着順・定員になり次第締切）
②20 名程度(先着順・定員になり次第締切）
申 込：WEB サイト
https://npo-bridge.org

問合せ：LAB to CLASS プロジェクト事務局
info@npo-bridge.org

協

力：北里大学海洋生命科学部 ほか
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ユニコムプラザまちづくりフェスタ盛り上げ隊 大募集！

学生スタートアップ事業 本格始動

市民団体や自治会等の地域活動、大学の生涯学習講
座や実用化研究成果、学生の地域連携活動等を、講座
やワークショップ等を通じて発表し合う「まちづくり
フェスタ」
。今年も

2019 年 10 月 13 日（日）10 時〜15 時

に開催します！
このまちづくりフェスタを、事務局と一緒に盛り
上げてくれる「盛り上げ隊」の大学生・高校生を次
のとおり募集しています。

インターン生

運営スタッフ
フェスタの仕込み・運営・撤収、
文字通り汗をかく体験です。
出展者からの「ありがとう」と、
来場者の方々の笑顔は、汗をかい
た者だけが得られる勲章です。そ
んなアツイ体験、してみません
か？
お問合せはこちら

フェスタの企画・運営を勉強します。
イベントってどうやって作っていくのかな？
と、その前に、まず一人のスタッフとして、ユニコム
プラザの職員とのコミュニケーションの仕方、
ユニコ
ムプラザの利用者との丁寧なやりとりなど、
組織で働
く基本を身につけよう。
平凡で地道な「働き」の中から、自分だけの非凡なア
イディアが芽生えてくるはず！

報道撮影隊
フェスタの仕込み・運営・撤収のすべての工程を撮影
し、後日写真展を開催します。
フェスタの舞台裏も、当日の来場者の表情も、ファイ
ンダーから見える景色を、
残さず写し撮ろう！すべて
の過程に密着したからこそ描き出せるフェスタの全
容。写真展で、もう一度フェスタを楽しんでいただけ
るかどうかは、撮影隊の腕次第！
写真部・同好会のエントリーをお待ちしています。

まちづくりへの参加の仕方は人それぞれ。
誰もが楽しみながら参加できるように、参加
の仕方を一人ひとりにカスタマイズします。
たとえば、一人だと難しそうなことでも、
ゼミ全員でだったらできるかもしれない。そ
んな参加の仕方も、全面的にバックアップ。
こんなことできるかな？を、一度ご相談く
ださい。

出展団体さんも募集中です！

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。
6 月8 日

「目指せ！グローカル産品開発」

みなさんにとって「食」とはどのようなものでしょうか。日々の楽しみや健
康維持だけでなく、地域を元気にするツールの一つとしても「食」は切り離せ
ないものです。相模原をはじめとした地域の方々にその土地の歴史や環境、特
産品などを実学で教わりながら、学生たちと地域ブランディングメニュー開発
や商品開発を行っている実例をご紹介します。
東京 2020 オリンピック・パラリンピックも近づく、今、地域を元気にし、
グローカルな視点の食特産品を増やしていくことを考えてみませんか。
東京家政学院大学 現代生活学部食物学科

編集・発行

「地域でイキイキと過ごすために！
フレイルを予防しよう！」

フレイルとは英語で虚弱や老衰などの意味を指す「Frailty」をもとにした概念
です。地域でイキイキと健康に過ごすためには、身体的な健康だけではなく、精
神的な健康や、社会的な健康を維持していくことが必要です。
住み慣れた地域でイキイキと過ごすために、フレイルを予防しつつ日常生活で
気をつけることや、健康の秘訣についてお話しする予定です。自分の健康や地域
の環境について一緒に考えてみませんか。

山﨑 薫氏

准教授

6 月22 日

横浜創英大学

看護学部看護学科

講師

中山

直子氏

ユニコムプラザさがみはらへのアクセス
（電車でお越しの場合）

（車でお越しの場合）

[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

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。

