LINE 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

■さがみはら地域づくり大学開講中！魅力あふれるまちづくりを学びます。
＜1 月予定＞
◆基礎コース「相模原を知ろう、学ぼう」
1 月 13 日(水)・20 日（水）・27 日（水） 13：15～16：30
◆応用コース「団体運営のコツ～マネジメントから資金調達まで～」
1 月９日(土)・16 日（土）・23 日（土） 13：15～16：30
＊受講料：講座単位の受講 1,900 円 ＊定員：20 名
＊ユニコムプラザさがみはら さがみはら地域づくり大学担当 電話：042-701-4370

■新年はオーサーズカフェでゆったりとお過ごしください。
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事前申込不要・無料

◆「戦後相模原の都市化と産業・経済」
1 月９日 (土)
講師: 桜美林大学 資格・教職センター 教授 浜田 弘明 氏
◆「ドローン前提社会～空を目指そう～」
1 月 16 日 (土)
講師：慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特任講師
ドローン社会共創ラボ 副代表 南 政樹 氏
◆「光の感動！キャンパスから街へ飛び出す」
1 月 23 日 (土) 講師：桜美林大学 芸術文化学群ビジュアル・アーツ専修 専修長
教授 田中 敬一 氏
◆「芸術を通じた社会貢献事業について」
1 月３０日 (土) 講師：認定 NPO 法人 あっちこっち 代表理事 厚地 美香子氏
＊共に 14:00～15:00 ユニコムプラザさがみはら

もとみや SMILE プロジェクト

Pepper プロジェクト
ソフトバンクロボティクス株式会社が提供する
「Pepper 社会貢献プログラム」を活用し実施しています。

＊共に 14:00～15:00 ユニコムプラザさがみはら
■「海」をテーマとした市民・大学交流会を開催します！
◆クラゲを通してみた海の世界!
1 月 27 日 (水) 13:15～14:45
講師： 北里大学 海洋生命科学部
＊事前申込要 先着 15 名

准教授

三宅 裕志 氏

■ユニコムプラザ・マルチスペースのイベント情報

糸島プロジェクト

◆KAZU 絵画作品展 2021 年 2 月 23 日 (火)～3 月 1 日 (月)
◆神奈川工科大学情報メディア学科 学生の成果発表会 2021 年 3 月 6 日 (土)
◆フォトクラブ「写彩」 写真展示会 2021 年 3 月 8 日 (月)～3 月 14 日 (日)
入場料：無料

電子回路ペンプロジェクト
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ご紹介しています

今月の表紙

申込：不要

編 集11
後月は、絵画展、書展、水彩画展などが予定されています。
記

今月の表紙は、相模女子大学さんを取り上げました。相模女子大学さんの地域活動は、福岡県糸島市な
ど広いフィールドを対象にしていることが特徴です。また、電子回路プロジェクトの立上げや運営は地
域活動のモデルになります。みなさまも参考にされてはいかがでしょうか。ユニコムペーパー編集担当
編集：発行：相模原市立市民・大学交流センター（ユニコムプラザさがみはら）指定管理者
公益社団法人 相模原・町田大学地域コンソーシアム

ユニコムプラザ
さがみはら HP

「見つめる人になる。
見つける人になる。」
女性ならではの着眼点と繊細な感性、柔軟な発想で、
社会と地域の明日に貢献する人を育みます。
（正課外における学生の主体的な活動を中面で詳しく紹介します）

CLOSE UP！

今月の表紙、相模女子大学のご紹介です。

PICK UP！

糸島プロジェクトは、「女性のはたらき方を考え

Pepper プロジェクトは、ソフトバンクロボテ

る」をテーマに、福岡県糸島市で活動しています。
“これからの女性のはたらき方”や”自らのはたらき方
“を考えることを目的に年 2 に回現地を訪問し、糸島
で暮らし・働く方々へのインタビューを行っていま
す。
現地滞在中には交流会を開催し、糸島の食材を使っ
た料理を振る舞い、お世話になった現地の方々との
親交も深めます。メンバーが共通の目標に向かって
お互いに協力しながら、1 年間をかけて現地訪問や大
学祭地域物産展への出店、活動報告書の作成を行い
ます。
活動を通してグループワークの大変さや大切さ、大
人の方への対応の仕方などを学ぶだけではなく、自
分の事を深く考えられる有意義な 1 年を過ごすこと
ができます。

ィクス株式会社の人型ロボット「Pepper」を活用し
た大学の PR 活動を行っています。
活動内容としては、プログラミングスキルを習得し
て操作できるようになった「Pepper」を披露し合う
他に、大学のイベントへの参加や親子向けプログラ
ミング教室の運営も行っています。
2019 年の吹奏楽コンサートでは、楽器の名前を当
てるクイズを作成し、来場者に楽しんでいただくと
ともに、「Pepper」やプログラミングの魅力を伝え
ることができました。
今年度は、病院や空港などの公共施設や商店で活躍
する Pepper を想定し、プログラミングツールの
Robo Blocks を用いて、各自自宅からリモートでプ
ログラミングに挑戦しています。
※「Pepper」はソフトバンクロボティクスの商標です。

小学生が描いた原画を
もとに、技術アドバイ
スと挑戦することの素
晴らしさも一緒に教え
てくれた詫摩先生でし
た。自主的にまとめ作
業を行う姿も！

完成したアートの前で：
「総合学習」の時間で西
門商店街活性化に取り組
んだ富士見小 6 年 3 組の
みなさん
UP

相模原市
[活動報告]

もとみや SMILE プロジェクトは、福島県本宮

電子回路ペンプロジェクトは、相模原市印

市を「もっと笑顔に、もっと元気にしたい。」そんな
想いから始めたプロジェクトです。学年・学科を超え
た有志が集まり、学び、楽しみ、試行錯誤しながら活
動しています。
昨年度までは、マーガレットカフェの企画・運営、物
産展の開催や商品開発などを行ってきました。
今年度は、活動が制限される中でも、本宮市との"つ
ながり"を大切に、SNS を用いて魅力発信を行ってい
ます。
直接足を運べないもどかしさはありつつも、一度立ち
止まり、これまでの活動を振り返り、本宮市の魅力を
再発見したいと思いながら活動を続けています。ぜひ
SNS を覗きに来てください！

刷広告協同組合等の協力のもと、相模女子大学の
学生が中心となって、企業と学生、子どもたち、
みんなが win-win になれることをモットーに楽し
く活動しています。
学生と企業がミーティングを重ねて企画・立案し
たものを、実際に小学校の授業に取り入れていま
す。
【電子回路ペン】を使用した子ども向けの授業を
行っており、子どもたちが理科の魅力に気づくこ
とやワクワクする授業を目指しています！活動時
には間近で子どもたちの反応を見ることができ、
子どもたちが笑顔で楽しそうにしている姿は学生
たちにとって一番のやりがいとなっています！！

橋渡し事業
【相模原市立富士見小学校×和光大学】

相模原の西門商店街のシャッターアートに挑戦する小学生に、和光大学表現学部芸術学科
詫摩昭人教授と同大学 3 年増田葵さんに、オンラインで美術指導をお願いしました！シャッ
ターアートを手掛けた教授ならではの専門的アドバイスに小学生たちも熱意を新たにし、全
力で取り組んだ作品がこの度完成！小学校と大学との新たな連携が形になりました。

PICK

ソフトバンクロボティクス
株式会社が提供する
「Pepper 社会貢献プログ
ラム」を活用し実施してい
ます。

大学と地域

担任の宮内美歩先生からのコメント
連携後で児童は大きく成長しました。自らみんなにプレゼン
を行うなど、本気で取り組む姿が見られ、担任として感動し
ました。また、大学の教授と直接話をするという貴重な経験
から、大学にも興味をもつ様子が見られました。次は商店街
のアーケードの柱を手形アートで飾ります。子どもたちの地
域活性化に向けての活動を応援して頂けると嬉しいです。

地域活動をする学生
を応援する「学生ス
タートアップ事業」
からのお知らせ

立富士見
ラジオ番組企画・制作に参加しました！
小学校特別番組企画
FM さがみ
私たちの cool choice
of students〜
文 武 両〜voices
道
(6-3) さがみ」さんから依頼を頂
ラジオ局「FM
き、cool choice （地球温暖化防止のため
！
の運動〕について考える年末放送
（12/28,29,30）の番組の企画制作に、ユ
ニコムの学生会員が参加しました！ユニコ
ムでの顔合わせでは、まずは「cool choice」
って？というところから意見交換をし、
それぞれの興味にあわせ
てコーナーを担当、アン
ケート調査、収録まで
担当しました。
←収録中の様子。何度
も取り直します！
<学生スタートアップ事業>地域活動をする
学生への支援・情報提供をする事業

PICK

UP

相模原市
[イベント報告]
立富士見

🔔１００冊の絵本を楽しみましょう🔔
ま ち づ小学校
くりモデル事
業「ママとこどもたち
の た め文
の 武絵両
本道
カフ
ェ・チョコリラ」の「読
(6-3)
み聞かせ」イベントは
コロナの為、今年度は
！
見送っています。その
中で出来る活動とし
て、12 月 21 日に
100 冊の絵本を用意
し、訪れた方が絵本と
出会い楽しむイベン
トを行いました。

日時：2020 年 12 月 21 日（月）
10 時～15 時
場所：ユニコムロビー
対象：乳幼児とその保護者、学童、
学生、一般
内容：100 冊の絵本を手にとって
お楽しみ下さい。
絵本のお話/大型絵本/
クリスマスの絵本他
（絵本は伊藤忠記念財団子ども文
庫助成事業の助成金により購入。本
事業は、子どもの読書啓発活動を行
っている子ども文庫、読書ボランテ
ィア、非営利団体が対象です）

色とりどりの絵本が →
並び、道行く親子
も足を止めてみて
行かれました。

<まちづくりモデル事業>地域の課題に取り組
む団体の事業をユニコムがサポートする事業

