
                                                     

 

 

 

                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                           
 

 
 
                                                                      

 
■今さら聞けない「市民活動のため

の知っておくべき法律入門」 

１１月６日(水)、１３日(水) 

市民活動をする上で、理解する必要

がある法律があります。法律を味方に

つけ、問題を未然に防ぐ知識を身に付

けます。 

 

■地域で子どもを育む～出来ること

から始める～ 

１１月９日(土)、１６日(土) 

地域では子どもを育てるための多くの取

組がなされています。子どもの“今”を考え、

向き合い、地域での子どもの育み方を考え

ましょう。 

 

相模原市シルバー人材センターは、働く意欲をもつ高年齢者の経験と能力を生かし、臨時的か

つ短期的な仕事を通して、自分の健康と生きがいを高め、社会に参加することを通じて、 

いきいきとした地域社会づくりに寄与することを目的としている公益社団法人です。 
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CLOSE UP！  

 

PICK 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～ 

■ フォトクラブ「写彩」 ■  

 

 

Information Information 

11 月 20 日(水)～ 

11 月 24 日(日) 

第 8 回 ZEN 展 
 

毎年、相模原市で行われている公募

「ZEN」展です。 

自由参加の一般公募で運営している

「ZEN」展は、あなたの作品を発表する

場所を提供します。ご来場をお待ちして

います。 

 

第 2 回 写真展 

「・・・もっと自分らしさ！」の追求を

もって、新たな写真表現を模索しつつ、

少しわがままな写真表現を探しておりま

す。みなさまのご来場をおまちしていま

す。ぜひご覧ください。 

11 月開講講座 

11 月 10 日(日)～ 
    11 月 16 日(土) 

～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～ 

■ ZEN 展 ■ 

日 時：11/20(水)～11/24(日) 5 日間 

10:00～18:00  

初日は 14:00 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 

 

 

日 時：11/10(日)～11/16(土) 7 日間 

9:30～18:00 

初日は 13:00～ 

最終日は 17:00 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 

■シルバー人材センターは、このような仕事をお引き受けします！ 

●屋内外の清掃 ●除草 ●駐車場管理 ●倉庫内雑務 ●植木の手入れ ●商品管理 

●倉庫管理 ●ふすま張り ●障子張り ●簡単な大工仕事 ●網戸張り ●袋詰め 

●執筆 ●家事援助 ●パンフレット配布 ●刃物研ぎ ●宛名書き ●賞状筆耕  

●看板作製 ●皿洗い ●店員 ●一般事務 ●経理事務  ●パソコン指導  

●家庭教師 ●靴磨き ●野菜栽培販売 ●ワンコインサービス(生活支援) など 

■会員を募集しています! 

相模原市に居住する、原則６０歳以上の健康で働く意欲があり、センターの趣旨に賛同

される方であれば入会の資格があります。入会の方法は、決められた入会申込書を 

提出し、入会説明会を受けて頂きます。 

会費は、所定の会費(年額１５００円)を納めて頂きます。 

仕事は、あらかじめ自ら希望する仕事を登録しておき、センターが 

引き受けた仕事の範囲内で働くことになります。 

詳しくは https://sagamihara-sc.or.jp/ をご覧ください。 

■ さがみはら地域づくり大学 ■ 

 

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 
 

Information 

Take Free 

「除草作業の様子」 

「センターのマスコット」 

公益社団法人 

相模原市シルバー人材センター 

「屋内軽作業の様子」 



   

 

 

PICK UP！  

UNICOM PAPER 2019. November 

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。 

「青山学院大学コミュニティ人間科学部は何をめざすか」 

」 

 

青山学院大学が、11 番目の学部として、相模原キャンパスに「コミュニティ

人間科学部」を作りました。青山学院大学は国際性を重んじ、学部の紹介と共

に、その構想がどうして作られたのか、どのような教育内容を考えているのか、

どのような学生を育てようとしているのか話したいと思います。 

 

「女子美染織コレクション 女子美に眠るコプト織物の魅力」 

 
11 月 13 日より開催される女子美染織コレクション展も今年で 8 回目を迎え

ます。女子美染織コレクション展では、【コプト】をテーマにご紹介します。コ

プトはエジプトのキリスト教徒の人びとを意味します。3 世紀から 12 世紀にエ

ジプトに栄えた綴織を主とした織物の歴史とデザインの変遷をお話します。染織

品に親しみ、美術館で楽しんでいただく機会になることを目指します。 

 

青山学院大学 コミュニティ人間科学部 教授/同学部長 鈴木 眞理氏 

 

女子美術大学 特命助教/女子美術大学美術館 学芸員 藤井 裕子氏 

 

編集・発行 

[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 

11月9日 11月23日 

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/ 

国際児童画展 ミニ展覧会にぜひお出かけください！ 

inユニコム 
カナガワビエンナーレ国際児童画展 ミニ展覧会 in ユニコム vol.2 開催中 

 カナガワビエンナーレ国際児童画展は、1979 年の国際児童年を契機に 

1981 年に開始され、今年で第 20 回目を迎えました（隔年開催）。 

絵画を通じて様々な国や地域の多様な文化を理解することを目的 

として開催され、言葉や文化の壁を乗り越え、画用紙には収まりき 

らないほどの自由で力強い作品たちが集まります。 

 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。 

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） 

地域活動及び市民活動を促進するために必要な知識や技術を体系的

に学ぶ場として実施している「さがみはら地域づくり大学」の受講生

が、「地域資源を掘り起こす」という講座のワークショップの中で絵を

選びました。11 月 10 日（日）まで開催中。お待ちしています！ 

ユニコムプラザでは、この

貴重な児童画展を広く近隣の

皆さまにご覧いただきたいと

考え、昨年度に引き続き、二

回目のミニ展覧会を開催する

ことといたしました。 

今回の展覧会では、20 世紀

初の開催となった第 11 回の

入選作品のうち、相模原市内

の児童の作品と、海外の作品

の一部を展示しています。 

 ユニコムプラザさがみはらは、市民と大学が連

携して新たな地域活動や市民活動を創造する拠

点として設置されました。相談コーナーでは、リ

エゾン（橋渡し）機能として、地域の大学と連携

をお考えの市民や市民団体のご相談を受付けて

います。ぜひご利用ください。 

※詳しくはホームページ（https://unicom-plaza.jp）をご覧ください。 

 第 23 回 市民・大学交流会 
 

大学との連携を考える 

団体担当者向け実践講座 

 

地域で活動し大学連携に興味のある方を対

象に、青山学院大学の最近の取組みを紹介し、

連携の課題、要点を探ります。また、参加者が

持ち寄った連携案について、どうすれば実現で

きるかという視点で考える時間を取ります。 

日時：11 月 27 日(水) 13:15～14:45 

会場：ユニコムプラザさがみはら 

シェアードオフィス 

対象：地域で活動し大学連携に興味のある方 

申込：必要 042-701-4370  

ユニコムプラザさがみはら 

定員：10 名(先着順) 

申込期間：11 月 26 日(火)まで 
 

市民と大学の連携に向けて 

相談コーナーをご利用下さい 

 第 7 回ユニコムプラザまちづくりフェスタは、台風 19 号の影響で中
止となりました。ご支援いただきました皆さま、ご出展の準備をいただ
いていた大学や関係機関、市民団体の皆さま、ご迷惑をおかけしました。 
 また来年 10/11（日）に皆さまと一緒に開催できるのを楽しみにして
います。 

まちづくりフェスタへのご支援 本当にありがとうございました 

当日配布予定だったパンフレットの表紙はインターン生の力作です 

旧伊勢丹 


