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

■午後２時～３時はオーサーズカフェ！！

申込不要・参加無料

◆8 月 14 日 (土) 田中 敬一 氏（桜美林大学芸術文化学群ビジュアル・アーツ専修 教授）
光の感動！キャンパスから街へ飛び出す
※展示会『天空の灯流し』8/4(水)～8/15(日)同時開催！ 場所:マルチスペース
◆8 月 28 日 (土) 泰山 林翰 氏（泰祐堂主宰/泰山易学会代表）
手のひらから見るあなたの健康

■「まちづくりモデル事業」実施のお知らせ

詳細はユニコム HP をチェック！

＜感染防止のためすべて事前申し込み制＞

2021

◆美味しんぼキッチン 8 月 15 日(日)、20 日(金) 料理教室 11:00 食事のみ①12:30 ②13:30
内容：調理教室/食事 料金：調理のみは無料、食事は 500 円
申込：メール：oishinbokitchen@gmail.com
♦MPilates

8 月 22 日(日) ①13:30-14:15 ヨガ

August

8

②14:30-15:15 姿勢改善ピラティス

③15:30-16:15 ボディメイクピラティス
内容：ヨガ/ピラティスの体験
料金：1,000 円/1 レッスン (500 円/学生)
申込：info@mpilates.jp LINE@mpilates https://lin.ee/lKiqsG8
♦ぷらっとふぉ～む 毎週金曜日 13：00～17：00 8 月 6 日、20 日、27 日
内容：不登校や発達障がいの方々の居場所づくり。申込：ponana-7ph@yahoo.co.jp
♦Career-Now 8 月 8 日(日) 10:30～11:30 対象：小学生の親子（親子 8 組迄）
持ち物：色鉛筆またはカラーペン
内容：
「すき♥は未来につながる」起力高まるマインドマップを使い、すきなことマップをかきます
料金：300 円
申込：info@career-now55.com
◆さがみはらＩＴプログラミング倶楽部 8 月 22 日(日) プログラミング講習 14:00
講習費：無料 教材費(1000 円)※先着 10 名無料 内容：Ｌチカ鉄道シリーズ
『第 2 回 踏切警報機を作ろう！の巻』 問合せ：メール：sagamihara.it.pro@gmail.com

■さがみはら地域づくり大学

募集中!!

詳細はユニコム HP を参照

さがみはら地域デビュー～仲間と魅力あふれるまちづくり～
特徴① 初心者でも OK！仲間をつくりながら基礎から学べる２つのコース
特徴② 講師は大学の先生、NPO・地域活動の実践者、相模原市職員
特徴③ 専門講座で特定の分野（学生まちづくり、社会起業、子育て支援）を学べる

■ユニコムプラザ・マルチスペースのイベント情報
◆田中敬一 光の感動空間『天空への灯(あかり)流し』8 月 4 日（水）～8 月 15 日（日）
桜美林大学 芸術文化学群ビジュアル・アーツ専修 教授
◆さがみアカデミー墨絵教室分科会『墨絵作品展』 8 月 28 日（土）～8 月 29 日（日）
◆フォト水彩画 Club『展示会』 8 月 31 日（火）～9 月 5 日（日）
編 集 後 記

今月の表紙は、神奈川工科大学様を取り上げました。地域住民との「音環境評価実験」
、「車いす修
理」、子どもたちとの「ものづくり体験」など、多彩なテーマで地域活動をされています。
詳しくは、https://cp.kanagawa-it.ac.jp/ccc/で紹介されていますので、ぜひご覧ください。
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>
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。

CLOSE UP！

今月の表紙、神奈川工科大学のご紹介です。

PICK UP！

ユニコムプラザさがみはら自主事業からのお知らせです。

真夏のアート展～Midsummer night dream～

◆地域連携災害ケア研究センター主催シンポジウム開催のご案内
本シンポジウムは、コロナ禍が続く中で、地震
や風水害に伴う避難を余儀なくされたとしても、
誰一人取り残されることなく全ての人の命と
暮らしを守ることを念頭に、今、できる対策を
構築するための検討を行うことを目的としてい
ます。
＜日時＞

学生有志による展覧会開催中！～8/30 まで

６月２日、富士見小学校 6 年４組の「総合学習」の授業の中
ユニコム初、大学の枠を超えて学生有志によるアート展をロビーで開催中！絵画から
で、「大学生の意見が聞きたい！」という依頼がありました。
動画まで様々な作品が集結！個性あふれる学生達の作品が並んでいます。※入場無料
青山学院大学コミュニティ人間科学部の有志５名が実際にク
「月食」和光大学 3 年 穂積 仁亮
ラスを訪れ、小学生と「コロナ禍で困っていること」「地域の
作者コメント：月を喰らう生物。飲み込んだ月
活性化のために出来ること」について意見交換を行いまし
は、喉元にある袋の部分に収納し消化する。背景
を黒くすることにより、生物や月を強調させた。
た。現在も交流継続中！当日の様子は、富士見小学校の
HP
生物の身体には赤や青を使い、私が思う宇宙の
で公開中！http://www.sagamihara-fujimi-e.ed.jp/
生物を表現した。現実と架空を組み合わせたも
のを表現していきたいと考えている。

2021 年 8 月 4 日(水)
13:30～16:30

＜テーマ＞コロナ禍における災害対策～
要配慮者に対するケアを中心に～
＜参加方法＞オンライン形式(zoom ウェビナー)
＜参加定員＞500 名(参加費無料)
＜申し込み方法＞
●地域連携災害ケア研究センターホームページ：https://kait-ccd.jp/

◆受験生応援サイト「KAIT」がリニューアル！
受験生応援サイトが、生まれ変わりました！大学の基本情報はもちろん、学生
のリアルな声、学科紹介や入試をわかりやすく解説した動画など受験生の知りた
い情報が満載です。オープンキャンパスや個別見学の申し込みも、こちらからど
うぞ。「知る」「見る」「体験する」がつまった、受験生応援サイトを、ぜひチ
ェックしてみてください。神奈川工科大学が気になりはじめたら、まずは受験生
応援サイトをチェックしてみましょう！
●ホームページ：https://op.kait.jp/

作者コメント：昔アメリ
カ先住民では、カラスは
幸運の象徴であり、中国
では太陽の使いといわ
れていました。
従って自分自身が太陽
のように人を照らし、幸
せを掴めるようにと願
いを込めて描きました。
「烏」相模女子大学 3 年

翠

作者コメント：自身が思
うかわいいをイメージ
し、具現化した作品。
「かわいい子」
和光大学 3 年 Mob
開催期間中は作品を引き続き募集し
ます！詳しくはユニコム HP まで！

まちづくりフェスタ交流展示会～今を生き抜く地域と大学の挑戦～
出展者募集中
今年度の「まちづくりフェスタ交流展示会」は、
「今を生き抜く地域と大学の挑戦」というテーマ
で、コロナ禍での市民・大学・学生の活動および
研究のそれぞれの努力、葛藤、工夫、挑戦を展示
します。このフェスタを通し、知見を交換し合い、
明日からの活動へと互いが進み、また未来の連携
へと繋ぐ、そんな展示会を目指しています。また
本年度の取組みとして、相模原市が支援している
持続可能な開発目標（SDGs）の視点を取り込みた
いと思います。現在、出展団体を募集中です。
募集概要

昨年の様子

日
時：2021 年 10 月 1 日（金）～10 月 31 日（日）※予定
開催場所：ユニコムプラザさがみはら ロビー２
応募期間：202１年 7 月 5 日（月）～８月１０日（火）
応募資格：高等教育機関（ゼミ・サークル・部活等も含む）
、地域活動を行う市民団体・
学生団体等、ユニコムプラザさがみはらを利用している団体、行政等。
営利目的の団体は不可。
その他、詳しい情報は、ユニコムプラザさがみはら HP を参照ください。

