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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〜 

Information 
Information 

Information 

Take Free 

3月７日(土) 

さくらカフェ『最近の桜事情』 

～今、私たちにできること～ 

 

 

 
さくらの専門家を招き、誰もが気軽に参

加できる事前申込不要・参加費無料のオー

プンカフェ形式のセミナーです。 

〜当日の内容〜 

講師：（公財）日本花の会樹木医 西山正大氏 

100 年ぶりに新種として発見された「クマノ

ザクラ」の解説や、「ソメイヨシノ」が迎えてい

る危機について、また『今、私たちにできるこ

と』などを講演します。  

第十回 かな書展  

～金銀砂子とかな「源氏物語より」〜 

 

 講座では日本固有のかなを「いろは」から始

め変体かなを学習し、連綿ちらし書きのスタイ

ルを学びます。墨の濃淡、潤滑、料紙の美しさ

も学びながら文学的、美術的な古筆の世界へと

理解を深めていきます。 

今回は十回記念として、金銀砂子師の田部井

深匠先生制作の短冊に全員で、うたを書きまし

た。又、前々回ご好評をいただいた源氏物語絵

巻を展示しております。 

 

特別公開講座 

3 月 11 日(水)～15 日(日) 

〜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〜 

■相模原市さくらさくプロジェクト■ 

日 時：３月７日（土） 

14：00～15：00 

会 場：ロビー2 

参加費：無料 

対 象：どなたでも 

申 込：不要（※直接会場へお越しください） 

連絡先：相模原市さくらさくプロジェクト 

    電話：042-703-8535 
 

日 時：3 月 11 日（水）～15 日（日） 

午前 10 時～午後 7 時（最終日は午後５時） 

会 場：マルチスペース 

入場料：無料 

申 込：不要 

連絡先：電話 090-7012-7659 （会期中のみ） 

問合せ：玉川大学継続学習センター 

電話：042-739-8895 

■３月 12 日(木)より 春の公開講座の資料請求・お申込みが始まります。 

 ●ハワイアン・フラ 

 ・概 要：伝統的なフラスタイルを尊重し、スパイスの効いたオリジナルのフラが学べます。 

 ・講 師：スタジオ・ククイ主宰 徳増 さやか 

 ・開講日：火曜日コース 全 8 回 4/7～6/2  10：30～12：00 又は 13：00～14：30 

      土曜日コース 全 8 回 4/4～5/23  10：30～12：00 

  ・受講料：25,000 円（各コース） 

・定 員：各コース 16 名  ・会 場：玉川大学 

■ユニコムプラザさがみはらを会場とした講座を開講します。 

 ●フェルト講座 －春の毛刈 フリースフェルトのマット作り－ 

  ・概 要：毛刈りで採れた１枚続きの羊毛（フリース）を使って、フェルトマットを作ります。 

  ・講 師：フェルト作家 若井 麗華 

  ・開講日：土曜日 全 2 回 7/4   7/18 11：00～17：00 

・受講料：15,000 円（材料費別） 

・定 員：各 10 名  ・会 場：ユニコムプラザさがみはら 

＊その他、自然、芸術実習、語学、健康など多彩な講座を開講します。(詳細は//www.tamagawa-tucl.com/をご覧ください) 

■ さがみはら地域づくり大学 ■ 

 

＜フェルトマット作品例＞ 

＜ハワイアン・フラの様子＞ 

3 月 29 日（日） 
14：00～15：30 

日 時：３月２９日（日）14：00～15：30 

会 場：セミナールーム 

参加費：無料 

対 象：どなたでも 

定 員：100 名（先着順） 

申 込：不要 
問合せ：ユニコムプラザさがみはら 

電話：042-701-4370 

■ 玉川大学公開講座 ■ 

玉川大学では地域のみなさまの生涯学習の拠点となり、開かれた大学として貢献することを目指

し、「継続学習センター」において年間 200 以上の公開講座を開講しています。 

地域資源を 

「ひと・もの・こと・とき」の視点

で発見するポイント 

 

講師 秋山友志 氏 
（横浜商科大学 特任講師/ 

地域連携コーディネーター） 

 

 新年度の受講生も募集しています。興味のある

方は、下記の問合せまでお願いします。 



   

 

PICK UP！  アートフェス in ユニコム 3 月のイベント 

UNICOM PAPER 2020.March 

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。 

「桜のはなし」 

 
桜の花は春の訪れを知らせてくれます。この花には美しさと優しさ、そして

生命力が満ち溢れています。咲く桜はそれだけで美しく、新たな始まりを迎え

る力も備わっています。日本の花見文化は多くの美しい桜を誕生させました。

世界に誇る愛でる桜が数多くあるのです。野生の桜もそれぞれに個性的な美し

さがあり、それらから生まれた栽培品種も特徴的な美しさがあります。自然は

資源を提供してくれるだけでなく、我々に豊かな精神文化も育んできました。

桜をとおして樹木や自然のお話しもしたいと思います。 

「アートが地域を変える！？ 

〜現代に求められるアートと社会の関係性〜」 

 
 いま日本では流行と言えるほど全国のさまざまな地域でアートプロジェクト

が開催されています。なぜ、こんなにも多くのアートプロジェクトが行われるよ

うになったのでしょうか？ 

本講座では、日本のアートプロジェクトの傾向や期待されている効果、そもそ

もアートの価値とは何か？アートと地域の関係を中心にお話しします。 

玉川大学 名誉教授 石川 晶生氏 

 

 

和光大学 経済経営学部経営学科 准教授 平井 宏典氏 

 
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 

3月14日 3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！  
 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。 

 

 

美術館の作品を様々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。今回は弥栄高

校美術科の生徒さんの作品を鑑賞します。 

 

日時：3 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：芸術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 

    定員 20 名(先着順) 

 申込期間：3 月 24 日（火）まで 

 

第 25 回 市民・大学交流会 
 

「作品鑑賞の魅力を探る」 

 

ユニコム初のアートイベント、いよいよ３月下旬から開催します。 

  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。 

（車でお越しの場合） 

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） 

市民・大学交流会 
作品鑑賞の魅力を探る 
3 月 25 日㈬13:15～14:45 
＊詳細は右段参照 

オーサーズカフェ 
アートが地域を変える！？ 
3 月 28 日㈯14:00～15:00 
＊詳細は下段参照 

学ぶ 
地場野菜でアート 
産（SUN）直レストラン 
3 月 22 日㈰11:00～14:00 
野菜ソムリエ SAGAMI の皆さんが腕を振     

るった、地元の食材の華やかなチラシ寿司の    

デザート付ランチ 700 円 限定 30 食 

食べる 

みーんなみんなアーティスト 
ユニコムの壁一面が展示会場。皆さん
からいただいた手作り作品の写真が、
所狭しと皆さんをお出迎えします。 
3 月 20 日㈮～5 月 24 日㈰ 

県立弥栄高校美術科作品展 
3 月 20 日㈮～5 月 24 日㈰ 
県立近代美術館歴代ポスター展 
3 月 1 日㈰～3 月 22 日㈰ 
法政大学写真部作品展 
3 月 23 日㈪～3 月 29 日㈰ 

お待ちしています(^^)/ 

小さなアンサンブルコンサート 
   in ユニコムプラザアートフェス 
県立相模原中等教育学校吹奏楽部のア
ンサンブルの演奏とバリスタの本格カ
フェとスイーツ 
3 月 22 日㈰16:00～16:45 
アートをテーマにした曲などを楽しみなが

ら、本格珈琲を味わいましょう。＊飲食有料 

鑑賞する 


