※当日は学内を巡回するバスを運行予定
※指定喫煙場所（ ）以外での喫煙はご遠慮ください。

交通：

①小田急線
「東海大学前」
駅下車、

徒歩約15分。または
「秦野駅行き」

「下大槻団地行き」
バス
（約５分）
で
「東海大学北門」
下車すぐ。

②ＪＲ東海道線
「平塚」
駅下車、

「東海大学行き」
または
「秦野駅行き」
バス
（約30分）
で
「東海大学正門前」
下車、
徒歩約5分。

※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

プログラム等の詳細は、
10月上旬に
下記特設サイトに掲載いたしますので
事前にご確認いただくか、当日受付に
て配布する資料をご確認ください。
また、当日のプログラムは天候また
は事情により、中止・変更・追加される
場合があります。

〔グローカルフェスタ特設サイト〕http://coc.u-tokai.ac.jp/case/tokai-glocal-festa-2019/
●主催：東海大学

●後援：平塚市／秦野市／伊勢原市

グローカルフェスタ
特設サイト

●協賛：

アンケート、スタンプラリーに参加したご来場者先着3,000名様に記念品をプレゼント!!
近隣の子どもから大人まですべての世代の方々との交流を目的に、平塚市・秦野市・伊勢原市と
連携した、大学を市民に開放するオープンキャンパス型のイベントです。湘南キャンパスの
“富士見通り”を中心に、各学部学科・センター等にかかわる教職員および学生、自治体と
その関係団体がさまざまなコンテンツでグローカルな1日を演出します。

入場料・参加費

無料
●問合せ：東海大学地域連携センター地域連携課

〒259-1292 平塚市北金目4-1-1

TEL：0463-50-2406
（直通）

10月19日（土）

2019年

時 間 10：0 0～16：0 0

主催：東海大学

場所

東 海 大 学 湘 南 キャンパ ス

後援：平塚市／秦野市／伊勢原市

※雨天決行（一部プログラムを除く） ※一部、有料プログラム、事前申込制プログラムがあります

開催プログラム
（予定）

8月28日現在

※内容が追加、変更となる場合がございます。
また、プログラムによって開催時間が異なります。

国際フェア
ブース展示

20ブースに分かれて約40の国や地域が文化や習慣を
紹介。民族衣装の試着も！

歌と踊りのパフォーマンス

各国伝統の踊りや歌を披露！

国際フェアパレード

各国の留学生や日本人学生が、民族衣装を着て
国旗を持って学内をパレードします！

国際フェアは本フェスタの前日も開催するプログラムがあります。
オープニングセレモニー

18日
（金）
に、民族衣装を着た学生が国旗を持って
集合します！ぜひ写真を！

みんなでアダプテッド・スポーツ
アダプテッド・スポーツに挑戦！

卓球台でいろいろなスポーツに挑戦できます！老若男女、
運動が苦手な人も楽しめます♪

TOKAI アートフェア

チャレンジプロジェクト
中間報告会

全国20のチャレンジプロジェクトが
ポスターセッション形式で活動を報告します。

絵本読み聞かせ会

小学生向けに絵本の読み聞かせをするよ。遊びに来てね。

うんどうあそび

的入れやダーツがあるよ。高得点目指してがんばろう！
スポーツの名前も知ろう！

吹きとばせ！空気砲！

巨大な空気砲を使った実験をするよ。
空気の進み方、空気の持つ力を体験しよう！

TOKAI音食WEEK

音楽を聞きながら地元の飲食店の食事を楽しみ、
みんなで交流しよう！【18・19日両日開催】

学生フォーミュラカー
展示・デモ走行

2019年度学生フォーミュラ大会に出場した車両と
デモランを見に来てね。

ソーラーカー展示

世界大会で活躍したソーラーカーを間近で見てみよう！

人力飛行機展示

鳥人間コンテスト2019に出場した機体を間近で
見てみよう！

ペーパークラフトロケット
をとばそう！

自分だけのロケットを作って、割り箸と輪ゴムで作った
発射台で飛ばしてみよう！

It's a global world

世界のさまざまな文化や習慣を実際に体験しながら学ぼう！

どんぐりハウスぬりえ、
ペーパークラフト

木造の仮設住宅、どんぐりハウスを紙で作ってみよう！
ぬりえもできるよ！

It's show time ！

ダンスパフォーマンスを披露するよ！
一緒に身体表現の楽しさを体感しよう！

カポエイラ体験

ブラジルの伝統的な文化をみんなで体験しよう！

ペットボトルロケットの
打ち上げ

マイコンを搭載したペットボトルロケットを
打ち上げてみよう！

ファッション・de・クロマー

カンボジア版手ぬぐい“クロマー”などの使い方を体験して
みよう！
阿蘇の昆虫を描いたプラ板を作ってみよう！
湘南に生息する昆虫の展示もするよ。

木くずワークショップ
with ベジ太

小田原で採れたおもしろ木くずを組み合わせ、
オンリーワンのアート作品をつくろう！

歌って踊ろう！音楽祭♪

今流行りの曲や懐メロを学生が演奏します！
ぜひ一緒に歌ったり踊ったりしませんか？

とびだせ！阿蘇の草原！

世界♪音♪めぐり：
古楽器体験と学生演奏

①パイプオルガン、チェンバロ、フォルテピアノ、
クラヴィコード体験レッスン
②学生コンサート

親子で楽しむ防災広場

①の体験レッスンは事前のお申込みが必要です。
お申込みは特設サイト http://coc.u-tokai.ac.jp/case/tokai-glocal-festa-2019/ から
【申込事項】
1.レッスン曲と作曲者名
（候補曲あり）
、
2.希望楽器 （パイプオルガン／チェンバロ／フォルテピアノ／クラヴィコード）
、
3.氏名、4.連絡先

環境教室
身近な雑木林の生物紹介と
樹木の薪割り体験

雑木林の樹木をノコギリと機械を用いて裁断し、
できた薪の熱利用を行います。

身近な水辺
（金目川）
の
生き物紹介

金目川で見られる魚やエビカニを展示します。
タッチングコーナーも併設予定です。

ペットボトルの中で雪の
結晶を作ってみよう

冬に降る雪は好きですか？ドライアイスとペットボトルを
使って、雪結晶を作ります。

植物から砂糖を作ってみよう

秦野市の畑で栽培された作物●●●●●を搾り、
煮詰めることでシロップを作ります。

湘南マルシェ

チャレンジフェア

はしご車搭乗体験

秦野消防のはしご車に乗って高所から大学や周りの景色を
見てみよう！

起震車体験

人工的に地震の揺れを起こすことができる車に乗って、
震度６の地震を体験してみよう！

消防服着用体験

子どもサイズの消防服を着て記念写真を撮ろう！

ビッグブリッヂ ＡＭＢＲＯ

煙体験コーナー

火災発生時はどんな視界になるのか、煙体験ドームで
体感しよう！

上海デリカ

消防車・救急車展示

消防車や救急車を間近で眺めてみよう！

AED講習

秦野消防の隊員からAEDの利用方法の講習を
受けてみよう！

水はどこから？知っておこう
液状化のしくみ

地震によって地面から水が吹き上がる！
簡単な実験でその様子を見てみよう！

ペーパークラフト・ぬりえ

消防車や救急車のペーパークラフト、ぬりえを楽しもう！

親子で楽しむ防災教室

クイズなどで楽しみながら防災について学ぼう！
小学生の親子対象の教室です。

救出訓練
巨大津波の恐ろしさ

知的好奇心をシゲキする
～本の森へようこそ

図書館を
「散策」
してみよう！各館で特定のテーマの本を
ミニ展示として紹介します。

特別展示

１１号館１階展示室で
「名優・緒形拳とその時代
（仮題）
」
の
特別展示を開催中です。

TOKAI × MUSEUM GO!!
「彫刻」
をつくって、さわって、 彫刻家や学生とともに世界にひとつだけの自分の作品を
楽しもう！
つくる造形ワークショップです。

ドクターアキヤマと
科学しよう！！

湘南マルシェ（キッチンカーコーナー）
ビッグブリッヂ パプラッタ

トルコ料理 くるみ
クレープ ニュートン

ハッピーラボ 幸せ餃子
平塚市漁業協同組合
（平塚漁港の揚げ物屋さん）
ＹａｓｕｄａＢｕｒ
ｇｅｒ

メロンパン
から揚げ丼、スノーアイス、ロングポテト、フリフリポテト、
氷サイダー等
小籠包 焼小籠包
ケバブ、
チュロス、
チキンナゲット、
チーズロール、
ポップコーン、
タピオカドリンク
（ミルクココア、
抹茶ミルク、
カルピス、
マンゴー）
クレープ
焼き餃子

揚げ餃子

水揚げのお魚を使った
「地魚串揚げ」
ハンバーガー

Ｊフーズ

やきそば

レスキュー隊の救助訓練の様子を見てみよう！

FIVE STARS

チュロス サンデー等

津波がとても浸水しやすく、構造物を壊しやすいことを
実験を通して見てみよう！

グローカルダンスショー

みなせん

TOKAIよさこい演舞

科学でフェスティバル !!

Open Library

ひらつか障がい者
「ありがとう」
会員事業の製品販売と無料製品づくり体験を
福祉ショップ
「ありがとう」
行います。
トライ! たばこ＆お酒○×クイズ 受動喫煙や飲酒による健康への影響等に関する
アルコール体質チェック
パネル展示を行います。
ワットバイクで競輪選手の
Wattbike
（ワットバイク）
で脚力測定を行います。
記録にチャレンジ
競輪選手にチャレンジ、脚力自慢大集合！
！
東京2020オリンピック・パラリンピックに向けリトアニア
リトアニアＰＲブース
共和国の魅力を紹介します！
湘南平塚ふれあいマーケット 自然の木を使ったムクの木の
「まな板」
などの木工品を販売
「ささめい」
します。
落花生、そば、菓子など秦野のおいしいもの、
丹沢のぼる商店・菖蒲庵
「菖蒲庵」
の肉まん・シューマイを販売します。
秦野の里山で収穫された椎茸や炭、工芸品などの
はだの里山めぐみ販売
「里山のめぐみ」
の販売と丸太きり体験を行います。
はだのブランド認証品
秦野生まれ、秦野育ち、秦野発のいずれかで、
「みっけもん秦野」
厳しい審査基準をクリアした逸品を販売します！
日本遺産のまち伊勢原
大山名産のきゃらぶきをはじめ地場産品をお届けします！
うまいものセレクト
クルリングッズも販売します。
親子で楽しむ
キャンドルですが火は使わないのでそのまま飾って楽しむ
アロマワックスバー作り
ことができる香りのインテリア作り体験を行います。
多肉植物の寄せ植えと
小さくかわいい多肉植物の寄せ植えです。
ほっこり野菜の販売
農産物
（サトイモ）
の販売も行います。
地域活動支援センター
自主製作品
（子ども用エプロン、巾着袋等）
の販売と
ねくすと
キャンドル作りが体験できます。
地域活動支援センター
伊勢原にある障がいを持った通所施設で作成した
おおやまみち
竹細工・手芸品・木工品を販売します。
日本遺産認定
平成28年4月に日本遺産に認定されたストーリー
「大山詣り」
ＰＲブース
「大山詣り」
をPRします！
ロングセラーに、ベストセラー、お宝本？を
湘南本マルシェ2019
特別価格で販売します。
MY缶バッジを作ろう！＆肌年 自分の描いた絵の缶バッチ作りや、肌年齢測定を気軽に
齢を測ろう！
体験！大人も子どもも楽しめます！
箱根の伝統工芸品である寄木細工で
箱根寄木細工体験
オリジナルのコースターを作りましょう！
みちぱん人気の作り立てのパンをご用意しました！
みちぱん
ぜひご来店ください。
おなか元気教室
（腸内環境の 腸内細菌が私たちのカラダに影響を及ぼし、
重要性）
健康にも関与していることを説明します。

不思議でワクワクする色んな科学実験を体験だ！！
お土産を作れる実験もあるよ。

目指せ！ KENKO レンジャー !!
目指せ！
KENKOレンジャー！！

４つのステージをクリアして、KENKOレンジャーカードを
ゲットしよう！！

フードドライブを知ろう、
参加しよう！

家に眠っている食品を集めています♪
フードドライブへの参加方法を紹介★

スペシャル！ KENKO★
ランチの販売

私たちが献立したKENKO★ランチです。
ぜひ、皆さん食べに来てください♪

Let's ダンスパフォーマンス

にこにこ健康教室
ドキドキ☆看護体験
健康チェック・相談

肉巻きおにぎり、串焼き

学生団体や地域団体がパレードやステージで演舞を行い
ます。
地元の団体が参加してさまざまなジャンルのダンスを披露
します。

点滴や聴診、血圧測定の方法を医療職が伝授するよ。
体験してみよう！
手洗いチェッカーやスモーカーレベルなど各種測定と
健康相談ができるよ。

人生 100 歳時代グラウンド・ゴルフ大会
人生100歳時代グラウンド・
ゴルフ大会

誰でも気軽に楽しめるスポーツ
「グラウンド・ゴルフ」
の
大会を同時開催！

