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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〜 

■ 北里大学医学部 ■  

 

 

Information Information 

Information 

Take Free 

12 月 15 日（日） 

子どもと向き合う健康美活 

■正しく伝えよう「子どもの危険なおしゃ

れ」 10:05～10:50 

子どものおしゃれ事情に大人がどうむき

あうか、子どもの健康を守る方法をお伝えし

ます。 

■今日から始めよう「子(コ)ミュニケーショ

ン」 11:00～11:45 

子どもの健やかな成長を願う全ての方に

お届けする大人と子どものコミュニケーシ

ョン術 

第 11 回北里大学医学部附属 

新世紀医療開発センターシンポジウム 

 劇的な進歩を遂げている NICU における新生

児医療の最前線について、写真や映像を交えて、

紹介します。＊NICU:新生児特定集中治療室 

①小さい命を救う意味 

（世界に誇る日本の新生児医療体制） 

②家族と共に歩む 

（ＮＩＣＵ看護の現場から） 

③未来を支える 

（超早産児就学状況アンケート結果） 

12 月 15 日（日） 

〜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〜 

■ さがみはら Health & Beauty 

プロジェクト実行委員会 ■ 

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：12 月 15 日（日）15:00～16:40 

会 場：セミナールーム 

参加費：無料  

対 象：一般の方 (定員:80 名) 

申 込：必要 株式会社プラニングウィル 

    電話  03-6801-8084 

FAX  03-6801-8094 

E-mail: reg-kitasato11s@pw-co.jp 

主 催：北里大学医学部 

共 援：北里大学病院、北里大学東病院 

■得意なこと・好きなことをボランティア活動にしませんか？ 

ボランティアセンターでは、ボランティア登録制度「いるかバンク」を運営し、ボランティア活動を

したい方と、ボランティアを必要としている個人や福祉施設をコーディネートしています。合唱や書道、

手品などの部活やサークルで団体登録をしている学生など若い世代が、福祉施設のイベントで大活躍し

ています。ボランティアに興味のある方、自分のできることを地域で活かしたいと思っている方、以下

のボランティアセンターへお問い合わせください。 

・緑：０４２－７７５－１７６１ ・中央：０４２－７８６－６１８１ 

・南：０４２－７６５－７０８５ 

■ さがみはら地域づくり大学 ■ 

「福祉施設で歌声を披露する合唱部のみなさん」 

 

「地域住民の参加と支えあいによる福祉のまちづくり」を実現するために、住民やボランティア、市民団体

の方々など地域の福祉関係者とともに地域福祉活動を中心にさまざまな活動をする民間の福祉団体です。 

■学習支援に興味のある方必見！ボランティアセミナー！ 

南区の学習支援にご協力くださる方のためのボランティアセミナーを開催します。 

実際に支援活動をしている方のお話を聞くことができますので、ぜひご参加ください。 

日 時：令和元年１２月１０日（火）15:00～17:00 

会 場：特別養護老人ホーム りんどう麻溝（南区麻溝台５－９－３０） 

申込み：南ボランティアセンター電話、もしくは公式ＬＩＮＥ＠へ返信(右のバーコード参照) 

日 時：12 月 15 日（日）10:00～12:00 

会 場：実習室 2(工作室) 

参加費：500 円  

定 員：先着順 

申 込：予約優先  

一般社団法人日本ユニバーサル美容協会 

    電話  042-812-1202 

E-mail: hb@universal-beauty.org 

１２月開講講座 

 

■さがみはらの未来～住む街をアピ

ールする～ 

１２月４日(水)、１１日(水) 

自分たちが住む街をアピールするた

めには、どうすれば良いか？さがみ

はらの未来を考えましょう！ 

 

■地域への愛着が生まれる！まちの

歴史や文化 

１２月７日(土)、１４日(土) 

地域の歴史や文化を知っています

か？地域を知ることから始めましょ

う！ 
 

⇐公式ＬＩＮＥ＠お友

達登録してボランティ

ア情報をゲット！ 

「放課後ボランティアと一緒に学習する子どもたち」 

」「 

」 



   

 

 

PICK UP！  

UNICOM PAPER 2019. December 

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。 

「名曲探偵が明かすベートーヴェン《第九》のヒミツ Season 5」 

 
ご好評いただいている「第九講座」の第５段。《第九》が日本ではじめて鳴り

響いてから、今年は「101 年」です。平和の祭典、オリンピック・イヤーを迎

える今だからこそ、世界平和の象徴としての《第九》を楽しみ、深く味わって

みませんか？ NHK テレビ「名曲探偵アマデウス」や「ららら♪クラシック」

の監修者として培ったノウハウを駆使して、みなさまに《第九》の魅力をお伝

えしたいと思います。 

 

「フランスの中世ロマネスク聖堂 〜ユニークで不思議な彫刻の世界」 

 フランス中世の 11～12 世紀はロマネスク芸術の時代と言われています。キリ

スト教聖堂（教会）もロマネスク様式で建てられました。その後の時代のゴシッ

ク様式に比べると、比較的小さいものが多く、素朴で味わい深いのが特徴ですが、

中にはキリスト教の教えからは説明のつかないような彫刻や装飾が見られます。

今回はそうしたユニークで不思議な彫刻を紹介し、ロマネスクの魅力を味わって

いただければと思います。 

 
玉川大学 芸術学部芸術教育学科 教授 野本 由紀夫氏 

 

東海大学 文化社会学部ヨーロッパ・アメリカ学科 教授 中川 久嗣氏 

 

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 

12月14日 12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/ 

2020年度ユニコムプラザまちづくりモデル事業 募集中 

inユニコム 
まちづくりモデル事業は 元気な地域活動を応援します 

 ユニコムプラザさがみはらでは、地域の課題の解決や地域の活性化を図るために、

市民と大学等との連携による様々な活動が重要だと考えています。 

そこで、地域の課題解決等に向けた具体的テーマに基づき、定期的に活動を行う団

体の事業を「まちづくりモデル事業」として認定し、活動を支援しています。 

来年度モデル事業として活動する団体を募集しています。 

 
応募受付：2019 年 12 月 1 日〜25 日 
募集要領は HP または事務室相談窓口で配布しています。 

 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） 

 ユニコムプラザさがみはらで、まちづくりフェ

スタの企画・運営を中心とした研修を受けていた

インターン生４名の、最後の研修が 11/1（金）

に終了しました。 

インターン生の 

最後の研修が終わりました 

旧伊勢丹 

2019年度はこんな活動を応援中！ 

 
子ども食堂 

＜ぴよにわ子ども食堂＞ 

相模女子短期大学の学生が市民団体と一緒に、誰もが参加できる子ども
食堂を運営。 高齢者支援・多世代交流・子育て広場 

＜みんなの居場所サロン＞ 
懐かしいお母さんの味のカレーを食べながら、 
誰もがほっとできる居場所をお届けします。 

環境・防犯等社会問題啓発 
＜NPO法人 SoELa＞ 
環境ワークショップ、歌とダンスの SDGｓステージなど。 

高齢者支援 
＜市民講座まなびのライブ塾＞ 
季節のお茶と俳句作り。脳トレや引きこもり防止、仲間作りの
場となっています。 地産地消 

＜SUN（産）直レストラン＞ 
地元の食材で季節のヘルシーランチ。生産者との交流や 
野菜ソムリエのレシピも。 子育て広場・多世代交流 

＜絵本カフェ・チョコリラ＞ 
ママ大先輩たちがお届けする、 
乳幼児とママ・パパたちのいやしの場。 

高齢者支援・未病改善 
＜相模原音頭＞ 
ロコモ予防に、楽しみながら踊っ
て筋力 UPを目指しましょう。 ご参加お待ちしています 

 まちづくりフェスタの中止により、インターン生

たちの当日の活躍はお見せできなくなってしまい

ました。しかし、最後の研修日まで事業担当者とし

て真摯に仕事と向き合った彼らの姿は、当日の活躍

にも一歩も引けをとりませんでした。 

「今回自分たちが企画した会場デザインや装飾

は、初の試みと聞いており、来年度からもぜひ続け

て欲しい」 

「チラシに、荒天時には中止になる可能性もある

ということを記載しておくべきだった」 

など、今後に向けた建設的な意見もありました。 

イベントの直前での中止という、非常に辛い経験

でしたが、いつか４人のインターン生たち 

が社会にでたときに、必ずや役立つものと 

確信しています。 


