
教室棟 2階 ラウンジ

会場 ： 教室棟2階ゼミ室 B（ラウンジ隣）

会場 ： グリーンスクエア

11/5（土） 9：30～16：00
11/6（日） 9：00～15：30

日  時 会  場

“hokkori project（ほっこりプロジェクト）”は、「鎌倉
女子大学や鎌倉を訪れる人たちをちょっとだけ幸せ
な気分にさせる」をコンセプトに2017年に始動した
地域産学連携プロジェクトです。
第7弾として昨年11月に産学連携協定を締結した
湘南モノレール株式会社との共同企画で、学生の
アイディアを基にお弁当包み（2種類）を制作しまし
た。制作過程やこれまでの商品を展示しています！

会場に合格祈願メッセージボードを設置します！
後日、江島神社に奉納させていただきます。
合格祈願をしていただいた方には
「湘南モノレール 合格祈願鉛筆」をプレゼント！  ※合格祈願鉛筆は数量限定（無くなり次第終了）

hokkori project 第6弾「リネンエコバッグ」
をはじめ、その他 『 粒あん図案室 』 の
グッズを販売します！

大船駅から湘南江の島駅までを結ぶ湘南モノレールには、“懸垂式モノレールは落ちない”、“西鎌倉駅には心願成就に御利益が
ある「龍口明神社」があり縁起が良い”などの謂れがあります☆

「お弁当包み」は
グッズ販売会場（グリーンスクエア）で購入できます!

●プラレール ●パズルレール

「粒あん図案室」  https://tsubuan-zuanshitsu.com

第11回お弁当甲子園

教室棟1階に展示しています!

合格祈願受験生応援キャンペーン

粒あん図案室
hokkori project の制作全般を監修しています。

コラボレーション企業

グッズ 販売

11/5 土

hokkori project 第7弾「お弁当包み」の
デザインは、空を飛ぶように走るモノレール
の様子や景色などをモチーフにしています♪

“しょもたん”も来るよ！

湘南モノレール
湘南モノレールのグッズを販売しています！

11/6 日

hokkori projectでコラボレーションしている企業がグッズ販売を行います！
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2021年度に神奈川県との協働事業である「子ども・子育てコミュニティ構築事業」として、
「祖父母プログラム」と「潜在保育者プログラム」を実施しました。このプログラム内容を皆様にご紹介します。

みんなで遊ぼう！
レクリエーション広場！

11月5日（土）・6日（日） みどり祭開催期間中
教室棟１階のマルチメディアラウンジでやってますよ！

小さな子どもから大人まで楽しめる遊び場です。お気軽にどうぞ！

レクリエーション・インストラクターを目指す「レクメン」による

教室棟１階　教職センター前

教職センターの取り組み

教職センターでは、教育者/保育者を目指す学生の皆さんに

就職支援を中心としたサポートを行っています。

支援に関する情報や最新の採用試験動向等を展示で紹介しています。

KJG  鎌倉女子大学教職員ジャズクループ Autumn Concert 2022

ジャズを愛好するメンバーが集まり、今年もみどり祭で演奏することになりました。
ジャズやボサノバの名曲からお気に入りの曲を演奏します。 楽しんで聴いていただけたら嬉しいです。

教室棟1階 コミュニティモールでお待ちしています。

日時：11月6日（日）9：30～10：00
場所：教室棟１階コミュニティモール
曲目：月の光（ドビュッシー）
　　 竈門炭治郎のうた（「鬼滅の刃」より）
　　 トルコ行進曲ジャズ風アレンジ　ほか

橋本吉貴ピアノの世界 Ⅹ

ピアノ・ボーカル
渡辺宏章

オーボエ
永田紗弥佳

ギター
福井文威

ベース
廣田昭久

サックス
窪田鉄郎

クラリネット・ボーカル
橋本光里

ボイスパーカッション
・ボーカル
岩﨑大樹

11月5日（土）9：30～16：00 
11月6日（日）9：00～15：30 

実習棟2階ラウンジ

2021年度に神奈川県との協働事業である「子ども・子育てコミュニティ構築事業」として、
「祖父母プログラム」と「潜在保育者プログラム」を実施しました。このプログラム内容を皆様にご紹介します。

 

興味があればいつでも、どなたでもOK！ 
地域の子育て・孫育てに参加してみませんか。

 

少子高齢社会における地域の子育て・孫育て支援 by  
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白バイ乗車体験白バイ乗車体験
子どもたちに大人気の白バイが大船警察署からやってきます。
あこがれの白バイに乗車して記念写真を撮れるチャンスです。

産学連携企画 ※キャンパス内での飲食はできませんので、お持ち帰りください。

日時:11月 5日（土）受付時間 9:30～15:30（12:45～14:15 はお休みをします。） 
場所:サブゲートを入って右側 駐車場

●年齢・体重の基準 ●その他

献血にご協力いただく方の安全を第一に、

国が定めた基準等より医師が総合的

に判断しお願いしています。

健康を守るためにお断り

する場合もあります。

男性:45kg以上

●65歳から69歳までの方は、60歳から64歳
　までの間に献血の経験がある方に限られます。

16歳～69歳

200ml

全血献血
区分

年齢

体重

男性17歳～69歳

女性18歳～69歳

男女とも50kg以上

400ml

女性:40kg以上

【サブゲートを入って右側 駐車場】
※場所は、フロアマップp.9をご確認ください。

※警察署の諸事情により、白バイ乗車体験は実施しない
　可能性がございますので、あらかじめご了承ください。 協力  神奈川県大船警察署

この企画は、11月6日（日）１０：00～１２：00
になります。この機会をお見逃しなく！　※雨天中止

かながわ食の安全・安心ラボ
ー楽しく学ぼう！ 正しい手洗いと食の安全・安心のことー

◯日時
　11月5日（土）9：30～１6：00

◯会場
　実習棟3階　衛生学実験室

主催：神奈川県食の安全・安心推進会議

バーチャル
工場見学

食品工場の
衛生管理っ

て？

食品検査等
パネル展示

こんな検査
をしていま

す

正しい
手洗い体験

意外と知
らない？

食の安全・
安心クイズ

これ知って
ますか？
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子供たちの絵でラッピングされたマンモグ
ラフィ検診車の中が見学できます。
放射線技師がどのように検査するのか丁寧
に説明します。

ピンクリボンかながわ
in 鎌倉女子大学

★マンモグラフィ検診車展示

2022年11月6日（日） 11：00～15：30
大講義室 及び サブゲート付近

11：00～15：30　サブゲート付近

日  時

場  所

内  容

乳房模型を使ったしこり体験やブレスト・ア
ウエアネスの考え方を伝えるとともに、乳が
んに関する情報提供をします。

ピンクリボンかながわの活動報告／感謝の盾贈呈式 歌手　麻倉 未稀さん

★啓発ブース 11：00～15：30　３階大講義室前

【主 催】ピンクリボンかながわ

★講演会・ミニコンサート

● ピンクリボンセレモニー

13：30～15：00　３階大講義室

13：30～14：00 ● ミニコンサート 14：50～15：00

＜テーマ＞　*** これからの検診のあり方を考える ***
　　　　　　－みんなで考える「ブレストアウエアネス」－

☆ピンクリボンかながわ代表　土井卓子 先生
☆鎌倉女子大学教授　木下博勝 先生
☆乳がん体験者から　麻倉未稀 さん
☆鎌倉市役所　上林保健師
☆若者世代から　鎌倉女子大学 家政学部 宮田芽生 さん 

● 講演＆パネルディスカッション 14：00～14：50
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