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CLOSE UP！

October
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〜ユニコムプラザさがみはらの地域情報コーナーに出展している団体等の地域連携活動を紹介します〜
美容に求めたのは｢暮らしやすさ｣
私たちは、美容のチカラでみんながいきいきと暮らす社会の実現を目指しています。
大切にしていることは安心と安全。心と体に優しい美容で“自分らしさ”を応援します。

■日本ユニバーサル美容協会の取組
・美と健康に関する調査研究を行い、支援が必要な方へ最新情報をお届けします。
・美容支援を知る・学ぶ・実践する。支援者を目指す方向け講座をご提供します。
・｢美容から考える健康づくり｣をコンセプトにイベントやセミナーを開催します。
・｢みんなの笑顔が見たいから!｣オーダーメイド型ボランティア活動を行います。
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■イベント情報

・Join 見えない、見えにくい方のメイク講座・・10/6(日)
・Join 見えない、見えにくい方のスキンケア講座・・12/22(日)
・ユニコムプラザさがみはらまちづくりフェスタ・・10/13(日)
・さがみはら Health & Beauty プロジェクト「子どもと向き合う健康美活」
・・12/15(日)
・さがみはら Health & Beauty プロジェクト「自分と向き合う健康美活・・2/15(土）
・ユニバーサル美容フェスタ 2020・・3/17(火)
⇒10:00-18:00 ユニコムプラザさがみはら全館
美・健・食・暮らしに役立つ情報を企業、団体、学生がお届けします！
＊イベントの開催日時、場所についてはお電話または E メールでお問い合わせください。

PICK UP！

「お問い合わせ先」

「協会のマスコット」

〜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 ■

10 月開講講座

■ さがみはら保育フェス実行委員会 ■

2019 年さがみはら保育フェス

10 月 20 日(日)
毎年、相模原市の後援で行なっている「さ
がみはら保育フェス」
。今年は 18 園がいろ
いろなプログラムで参加します。在園児の
歌や踊りの発表・作品展、保育園の遊び・
プログラミングの体験会、交通安全コーナ
ーそして小規模認可・認定保育室の合同説
明会と、今年も盛りだくさんの内容でお待
ちしています。

I nf o rm a ti o n
日

時：10 月 20 日（日）9:30～16:30

会

場：ユニコムプラザさがみはら

入場料：無料
対

象：どなたでも

申

込：不要

主

催：さがみはら保育フェス実行委員会

後

援：相模原市

■協働の考え方と
さまざまな協働のかたち
１０月２日(水)、９日(水)、
１６日(水)、２3 日(水)

■ 写遊会 ■

社会的課題や社会問題に取り組んでいる
NPO 法人、自治会、大学など新しい公共の
担い手の活動の実際を学びます。

第 2 回 写遊会 写真展

10 月 28 日(月)～11 月 3 日(日)
■情報の扱い方と
プレゼン力を磨く
１０月５日(土)、１９日(土)、
１１月２日（土）
「情報」とは何か、どのように作られる
かを学び、自分の思いを伝えるための文章
と表現方法であるプレゼンテーションを学
びます。

写遊会は 3 年前に写真の好きな仲間
達で会を発足しました。今回も、会員そ
れぞれの個性のある作品 42 点を展示し
ます。
みなさまに作品を見て楽しんで頂け
ればと思います。ご来場をお待ちしてい
ます。

I nf o rm a ti o n

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、
又は相模原市の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

日

時：10/28(月)～11/3(日) 7 日間
10:00～17:00
初日は 13:00 より
最終日は 16:00 まで
会 場：マルチスペース
入場料：無料
対 象：どなたでも
申 込：不要

Take Free

UNICOM PAPER 2019. October

PICK UP！

第７回ユニコムプラザまちづくりフェスタ いよいよ開催！

September
August

過去最多 60 団体のご出展。高校・大学のご出展は 21 団体！
☆全出展者さんをご紹介☆
ぜひチラシを手に取ってご覧ください。
表面はインターン生がデザインした力作です。
裏面には全出展者さんのご紹介があります。

☆まちづくりモデル事業の報告会を開催☆
昨年も大好評の特設ステージ。
今年も様々な団体の皆さんの団体紹介パフォー

https://unicom-plaza.jp/

マンスや、大学の地域連携活動報告があります。
さらに今年は「まちづくりモデル事業」の認定
団体の報告会を開催します。

☆つくる・たいけんする・まなぶ☆
今年も、様々な年代の皆さまにたの
しんでいただける、
「作る」
「体験す

☆サテライト会場でもステージイベントを開催☆

る」「学ぶ」ことのできるブースが

ボーノ広場で、県立相模原中等教育学校吹奏楽部

たくさんあります。一日だけではま

の演奏や女子美術大学特撮部のパフォーマンスな

わりきれないかも！

ど、道行く人々をとりこにするイベントを開催し

＜ユニコム事業の紹介＞

＜施設利用状況の検索＞

ます。

10 月 13 日（日）のご来場
お待ちしています！

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。
10 月12 日

「パラスポーツとパラリンピック」
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催まで 1 年を切り、
日本国内もますます盛り上がってきました。ここでは、リオデジャネイロ 2016
大会よりパラリンピックデビューを果たしたパラトライアスロン競技を中心
に、パラスポーツやパラリンピックについてご紹介したいと思います。より一
層興味を抱いていただき、2020 年の夏には、ぜひオリ・パラの会場をみなさ
んで埋め尽くしてください。
専修大学 商学部

教授/スポーツ研究所

編集・発行

所員

富川

理充氏

10 月26 日

「女子大生と街の番組作りませんか？」

相模女子大学・井坂ゼミでは、毎年さがまちコンソーシアムのＣＭプロジェク
トに参加し 4 年連続で神奈川県国民年金基金のテレビＣＭを制作しています。
また、相模原市のアプリのＣＭの制作も手がけました。大学では学生が初めてカ
メラや編集ソフトを使い、見事な作品を作り上げています。プロセスを説明しな
がら、地域協働活動における映像の活用法を紹介します。学生と一緒にＣＭや番
組を作ってみませんか。
相模女子大学

人間社会学部社会マネジメント学科

教授

井坂

聡氏

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。

