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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〜 

■ 和光大学企画係 
大学開放フォーラム ■  

 

 

Information  Information  

7 月 19 日(金)～20 日(土) 

エニアグラムで自己分析と適職探し 

就活 now!  

自分に向いている仕事がわからない。 

悩んでいませんか?  

・私はどんな性格? 

・私の良さ、強みは? 

・私に向いている仕事は? 

エニアグラムで適性を見極めましょう。 

みなさまの参加をお待ちしています。 

オープン・カレッジぱいでいあ 2019 

 「オープン・カレッジぱいでいあ」はどなたで

も気軽に参加できる学びの場です。 

私たちのまわりにはまだ知らないことがたくさ

んあります。そのような事柄を、和光大学の教員

とみなさまとで、ともに考えていく知的交流の場

です。みなさまのご参加をお待ちしています。 

・クラシック音楽の楽しみ方 

-西洋音楽史入門 など 

7 月開講講座 

9 月 20 日(金)～順次開催 
 

〜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〜 

■相模原を知ろう、学ぼう 
７月３日(水)、１０日(水)、１７日(水) 

相模原市の「歴史」、「福祉」など

のいろいろな側面を学びます。自分

たちの住む街をよく知るための講座

です。 

 

■団体運営のコツと資金を調達する

ために 
７月６日(土)、１３日(土)、２０日(土) 

社会問題に取り組んでいる NPO 法

人など新しい公共の担い手の組織づ

くり、運営、資金調達の方法と実際

を学びます。継続して活動するため

のコツを知りましょう。 
 

■ 虹のかけはし Brücke ■ 

日 時：7/19(金)～7/20(土) 2 日間 

18:30～20:30  

会 場：実習室 2(工作室) 

講 師：依光 玉恵氏 
(NPO 法人日本エニアグラム学会 

認定ファシリテーター) 

参加費：3000 円 (2 日間コース) 

対 象：大学生、社会人 

定 員：15 名(先着順・最少 5 名) 

申 込：必要  虹のかけはし Brücke 

メール:tamaeyorimisu@nifty.com 

日 時：9/20～1/11 申込 7 月中旬～8/23 まで 

会 場：和光大学キャンパス 

参加費：有料（講座による） 

対 象：どなたでも 

問合せ：和光大学企画係大学開放フォーラム 

電話 044-988-1433 

fax  044-988-1594 

E-mail open@wako.ac.jp   
 

■センターには約４００の団体が登録し市民活動団体の交流拠点に！ 

さがみはら市民活動サポートセンターは開設１７年目を迎え、中央区のけやき会館３階にて、 

相模原市とＮＰＯ法人さがみはら市民会議が協働で管理・運営を行っています。現在、約４００の 

ボランティア団体やＮＰＯ団体が登録し、会議や打合せ、資料作成などに利用しており、市民活動 

団体の交流拠点となっています。 
 

 

■センターの役割は団体の課題解決と発展のお手伝い！ 

ＮＰＯ団体が活動を続ける上で共通の課題である「ヒト・モノ・カネ・情報」の解決に向けて、 

さまざまな事業を展開し、団体活動が継続・発展するよう側面支援を行っています。 

①ＮＰＯ団体に関する基礎知識や団体運営に関する講座・セミナーの開催 

②センター情報紙『さぽせんナウ』やボランティア情報誌『笑顔』の発行、ホームページ・メールマガジン・ 

ＦＭラジオ・タウンニュースなどＷｅｂやメディアも活用して広く団体情報を発信 

③ＮＰＯ団体と企業・行政・地域との連携を図るイベントや、小・中・高・大学を巻き込んださまざまな 

プログラムなど、他分野との連携促進事業を開催 

④市民の持つ知識や技術とＮＰＯ団体をつなぐ人材登録制度『たすかるバンク』の運営 

⑤団体の設立・運営・資金・広報・連携など『想いを形にする』さまざまな相談に対応 
 

 詳しくは http://www.sagamaru.org/をご覧ください。 

 

■ さがみはら地域づくり大学 ■ 

 

「利用者懇談会&交流会の様子」 

型理容師や〇〇の様子」 

『市民活動のネットワークから、市民の手によるまちづくりを！』をモットーに、相模原の 

ボランティア団体や NPO 団体が活発に活動を続けられるよう、さまざまなお手伝いをしています。 

 

「助成金申請のポイント講座の様子」 

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 
 

「さがみはら市民活動フェスタの様子」 

さがみはら 

市民活動サポートセンター 

 

Information  

Take Free 



   

 

 

PICK UP！  

UNICOM PAPER 2019. July 

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。 

「作品鑑賞の魅力を探る 2  

〜女子美術大学美術館コレクション展を中心に〜」 

 
美術館の作品をさまざまな視点から鑑賞することによって、作品をより身近

に感じ、楽しんでもらうことを目的とした講座です。同じ作品を見ていても、

その作品から受ける印象や感じ方は人それぞれ異なります。8 月 3 日まで女子

美術大学美術館(女子美アートミュージアム)で開催している「女子美術大学美

術館コレクション展」の展示作品を中心にお話します。 

 

「いらなくなった家電品の不法投棄 なぜダメなの？」 

  私達の周りにある家電製品。とても便利ですね。でも、不要になったら・・・、

山林や河原への不法投棄が後を絶ちません。 

家電製品の不法投棄問題を例として、環境汚染の原因とその影響を調べるには

どのようにするのか？汚染を防ぐにはどのような方策があるのか？など、私たち

の身の回りにある環境問題のリスクとその解決法について、一緒に勉強してみま

しょう。 

 
女子美術大学 特命助教/女子美術大学美術館 学芸員 藤田 百合氏 

 

麻布大学 生命・環境科学部環境科学科 教授 稲葉 一穂氏 

 

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 

7月13日 7月27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/ 

 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。 

 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。 

 

 

地球は有限ですが人の欲求は無限です。人為的に

破壊された地球の環境はすでに元に戻らない変化を

生じ始めています。この変化に合わせて暮らしも適

応していかなければならなくなりました。2016 から

始まった SDGs（持続可能な開発のための目標）はそ

の対処項目として注目されます。世界経済フォーラ

ムで示された深刻な「海洋プラスチックゴミ」は身

近な生活にも影響を与えはじめています。これら現

状と今後を考えます。 

日時：7 月 24 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：環境に興味のある方ならどなたでも 

申込：必要 042-701-4370  

ユニコムプラザさがみはら 

申込期間：7 月 23 日(火)まで 
 

第 20 回 市民・大学交流会 
 

考えよう人の暮らしとエコ・未来 

第７回 ユニコムプラザまちづくりフェスタ ご支援 募集中！ 

 市民団体や自治会等の地域活動、大学の生涯学習講座や実用化研究成果、学生の地域連携

活動等を、講座やワークショップ等を通じて発表し合う「まちづくりフェスタ」。 

このまちづくりフェスタをご支援くださる企業様を募集中です！ 

まちづくりモデル事業のご紹介 

相模原近郊の農産物を利用した産直レストラン 

偶数月に一日だけOPEN 

開店時間：11時〜14時 

 

お勧めポイント☝ 
①メンバーは全員野菜ソムリエ。 

②旬の野菜たっぷりで、ヘルシーだけどお腹いっ 

ぱいになる。 

③会場には生産者さんも来ています。野菜の作り 

方も教えてもらおう。 

 ④「SUN（産）直レストラン通信」がもらえます。 

  旬の野菜の情報やレシピ満載！ 

「SUN（産）直レストラン」 

野菜ソムリエ SAGAMI Presents！ 

７月１４日（日）のメニュー 

■ 夏野菜の冷たいパスタ 

■ 焼もろこしのポタージュスープ 

■ ラタトィユ 

■ トマトのコンポートゼリー 

ランチ 600 円 デザート 100 円    

一緒に活動してくれる大学生・生産者の 

みなさまを募集しています。 

ho-ho-emi-kitchen@jcom.zaq.ne.jp 

担当：嶋田 

ご協力をお願いしたいこと 

①主催者が実施するイベント（スタンプラリー等） 

の参加者への景品のご提供 

②フェスタ来場者への店舗等でのご優待 

③チラシ・ポスター等の掲示 

フェスタができること 

①来場者に配布するパンフレットへのお名前の 

掲載 

②フェスタ会場に開設するステージ上で、ご協力 

のお礼アナウンス 

③フェスタ会場での企業様のチラシ配布 

③チラシ・ポスター等の掲示 

ご支援お待ちしています！ 

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） 

 

 上記は、お部屋のご利用や窓口業務全般 

を含め、全館休館とさせていただきます。 

 皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い 

申し上げます。 

2019 年度 

全館休館日のお知らせ 

・2019年8月12日（月） 

・2020年2月24日（月） 

※設備点検等のため 


