
                                                     

 

 

 

                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                           

 
 
 
 

 
■身近な環境を守る～次の世代へ

つなげる～ 

９月７日(土) 

相模原市自然観察員を講師とし

て、実際に自然観察し学びます。 

■地域を掘り起こす！さがみはら

の地域資源 

９月１４日(土)、２１日(土) 

地域資源を観光に活かすことをワ

ークショップも交え学びます。 

■さがみはらを歩く～中央区編～ 

９月２８日(土) 

「中央区」でまちづくりに尽力し

ている方にお話しいただきます。     

「相模原」を知るチャンスです。 

公益財団法人相模原市まち・みどり公社は、誰もが安全で安心して心豊かに暮らせるまちづくりを 

推進するため、都市環境の形成に必要な都市施設やみどりに関する事業などを行っています。 
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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〜 

■ まちづくりモデル事業 ■  

 

 

Information 

Information 

9 月 1 日(日)～7 日(土) 

第 7 回日象会神奈川支部展 

(絵画・作品展)  

 

日象会は分野にとらわれず『材料を自

由に駆使し作品を創造する』ことをモッ

トーにしています。洋画・水彩・日本画・

水墨・切絵・工芸と分野は多肢に渡って

います。 

神奈川支部は活動を始めて 7 年にな

り、力作が揃っています。ぜひご覧くだ

さい。 

 

― みんなの居場所サロン ― 

 さまざまな年代の方が一杯のカレーを食

べながら、世代を超えて交流できる場を作り

たいという思いで始められた「みんなの居場

所サロン」。今では、乳幼児を連れたお母さ

ま方からご高齢の方まで、多様な世代が集ま

って、にぎやかなひとときを共有していま

す。カレーは辛さ控えめの、 

懐かしいお母さんの味。 

ほっとするひとときを、 

味わってみてはいかが 

でしょうか。 

9 月開講講座 

毎月第２水曜日 

11：30～14：00 
 

〜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紹介します〜 

■ 日象会神奈川支部 ■ 

日 時：9/1(日)～9/7(土) 7 日間 

10:00～17:00  

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 

 

開催予定：9/11、10/9、11/13、12/11 

1/8、2/12、3/11 

会 場：調理室 

参加費：カレー300 円 

コーヒー100 円、ジュース 50 円 

対 象：どなたでも 

運 営：ボランティアグループ「であいの和」 

その他：エレクトーンの生演奏、ベビーヨガ（写真）、

絵本の読み聞かせなども実施 

■「みどり豊かなまちづくり」 

  相模原市まち・みどり公社では、相模原市の「みどり豊かなまちづくり」を推進するため、 

都市緑化推進事業や緑化普及啓発事業など「みどり」への理解を深める事業を展開しています。 

■みどりのカーテン ~ 身近で手軽な緑化活動  

  都市緑化活動の普及、地球温暖化、ヒートアイランド現象の緩和を目的として、市民の方が 

手軽に取り組める活動のひとつとして「みどりのカーテン」の設置を推奨しています。 

初心者向けの講習会を開催し、上手に育てるポイントやみどりのカーテンの魅力を紹介して 

います。 

■みどりのカーテンコンテスト ~ 省エネや癒しをもたらす「みどりのカーテン」 

  多くの方々に意欲的に、かつ、栽培管理の技術向上を目指して取り組んでいただくための 

きっかけになればと、毎年夏季に「みどりのカーテンコンテスト」を開催しています。 

コンテストは、写真応募形式で行い、専門家を交えた審査会で、植物の生育状態や葉の密度、 

涼感などから「みどりのカーテン」としての効果を総合的に評価します。 
 

公社の事業等詳細はホームページをご覧ください。 http://www.sagamiharashi-machimidori.or.jp/ 

 

 

■ 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 

＊ポップもみどりのカーテンに! 

「コンテスト入賞」 

＊ヨルガオのみどりのカーテン 

「棚仕立て(ゴーヤ)」 



   

 

 

PICK UP！  

UNICOM PAPER 2019. September 

August 

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。 

「「死」を通して考える「生」〜お坊さんのホンネ〜」 

 
新規寺院設立・おてらおやつクラブ・お坊さん Q&A ハスノハ・「おてらしば

い」など、自身の活動の概要を紹介した後、「自死・自殺に向き合う僧侶の会」

や「死の体験旅行」での経験を通して、普段話題に上げにくい「死と生」につ

いてお話します。 

 

「海の魚介類の寄生虫「アニサキス」のはなし」 

 
昨年、全国の食中毒のうち、魚介類の寄生虫「アニサキス」によるものは 468

件で原因として初めて第 1 位になりました。アニサキスの感染は、魚介類の生

食を避けること、冷凍や加熱で予防できます。寿司や刺身など魚を生で楽しむ文

化を培ってきた日本では、魚の生食を避けることや冷凍には抵抗があるのが現実

です。アニサキスの基本的な知識と最新の知見をご紹介します。 

倶生山 慈陽院なごみ庵 庵主 浦上 哲也氏 

 

麻布大学 生命・環境科学部環境科学科 教授 川上 泰氏 

 

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 

9月14日 9月28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/ 

 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。 

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 

 

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

 

 

クラゲ類は 5 億年の昔からずっと命を繋ぎ、

淡水から浅海、さらに深海にまで生息してきて

います。原始的で単純な形をしたクラゲ類を通

して私たちの生活と海とクラゲとの関わりを

見て行きたいと思います。 

日時：9 月 25 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：海洋に興味のある方 

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：9 月 24 日(火)まで 
 

第 21 回 市民・大学交流会 
 

クラゲを通してみた海の世界! 
 

今年のまちづくりフェスタはパワーアップします！ 

今年のまちづくりフェスタは規模も内容もパワーアップ！ 

 

10月 13日（日）を 

お楽しみに！ 

毎年秋に開催しているまちづくりフェスタ。今年は準備段階からパワーアップして

います。 

☆インターン生が主任者です☆ 

会場全体のデザインの企画やチラシ

の作成、サテライト会場の運営、交流

会の企画・運営など、様々な事業をイ

ンターン生が自ら主体となって実施し

ていきます。 

会場全体がどんなイメージになるの

か、サテライト会場はどんなふうに運

営されていくのか、すべてはインター

ン生の豊かな発想と行動力にかかって

います。4 人のインターン生が作り上げ

ていく新しいフェスタに、ぜひご期待

ください！ 

☆サテライト会場を設置します☆ 

今年もたくさんのご出展のお申込みをい

ただきました。ついにユニコムプラザの中だ

けでは収まりきらなくなり、今年はボーノ広

場にも飛び出していくことになりました。高

校の吹奏楽部の演奏や、団体のパフォーマン

スなど、サテライト会場での出展も、ぜひお

楽しみください！ 

☆地域づくりのヒントが盛りだくさん☆ 

今年もロビーに特設ステージが出現しま

す。そこで、「まちづくりモデル事業」に認

定されて活動している７つの団体からの報

告や、大学生が実施している地域連携事例の

発表をご用意しています。様々な「地域づく

り」のヒントを、ぜひお持ち帰りください！ 

 

 

 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） 


