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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 

1 月 26 日（日） 

マインドマップ KIDｓ 

カンガエルチカラ・伝えるチカラを育て

る！マインドマップ KIDｓ 

マインドマップとは白紙とカラーペン

を使って、思考を整理する描き方です。 

 記憶力が高まる、発想力が豊かになるメ

リットがあります。 

 お客さまからは… すごく楽しかった。

想像力がふくらんだようだといった声を

いただいています。ぜひご参加ください。 

 

絵本カフェ・チョコリラ 

 絵本は子どもの成長を見守る素晴らしい宝物

です。絵本から広がる豊かな世界を、のんびり

ゆったり楽しんでいただくひとときを、絵本が

大好きなチョコリラメンバーがお手伝いいたし

ます。優しい時間をご一緒しませんか？ 

10:30～11:15 は読み聞かせを中心に、紙芝

居、手遊び、音遊びなどを楽しみます。 

前後の時間は、季節や行事に合わせてご用意

したたくさんの絵本で、ゆっくり自由にお楽し

みください。 

 

産（SUN）直レストラン 

毎月 第 3 月曜 

〜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〜 

相模原の農産物をもっと知ってもらいたい、

もっと身近に感じてほしい。そんな思いから、

地元の生産者さんとともに、旬の野菜のおいし

い食べ方を提案し、味わっていただくレストラ

ンを開催しています。 

■ Career-Now ■ 

日 時：1 月 26 日（日）15:30～16:30 

会 場：マルチスペース 

参加費：お子様ひとり 1,500 円  

対 象：小学 1～4 年(保護者必須) 

申 込：必要 
https://ws.formzu.net/fgen/S96940296/まで 

問合せ： 

https://ws.formzu.net/fgen/S96940296/まて 

日 時：1/20、2/17＊、3/16 

10:00～12:00 

会 場：マルチスペース（＊のみﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ４） 

参加費：無料 

対 象：未就園児と保護者 

定 員：16 名（先着順） 

申 込：不要 

問合せ：絵本カフェ・チョコリラ 

☎090-2464-8319 

■ラグビースクールの運営やラグビー教室を開催しています! 

①相模原ラグビースクール 

②さがみ・津久井ラグビースクール 

③さがみ・南ラグビースクール 

   ・年少から中学生までの約３００人が、毎週末に練習や試合を楽しく行っています。 

＊親子ラグビー教室やマスターズラグビー教室を行っています。 

  ・親子ラグビー教室は、文字通り親子で参加し、ラグビーボールに親しんで頂きます。 

  ・マスターズラグビー教室は、大人向けの教室ですが、初心者大歓迎！老若男女問いません。 

■大会の開催や公式試合の支援を行っています！ 

  ①松澤杯 相模原高校七人制ラグビーフットボール大会（毎年３月） 

  ②相模原市長杯 相模原七人制ラグビーフットボール大会（毎年３月） 

  ③相模原タグラグビー大会（毎年１１月） 

＊公式試合の支援 

  ・相模原市には、国内最高峰リーグ・ジャパントップリーグのチーム「三菱重工相模原 

ダイナボアーズ」があります。ギオンスタジアムで行われる公式試合の支援を行っています。 

＊詳細は http://www.s-rugby.net/top/ass11.cgi をご覧ください。 

■ まちづくりモデル事業 ■ 

 

＜ラグボースクールと親子ラクビー教室の様子＞ 

相模原地域を中心とした一般市民に対し、ラグビーフットボールの振興・普及・支援に関する事業を行い、「ラグビー

都市相模原」としてスポーツの振興と人づくり、健康づくり及び国際交流に寄与することを目的に活動しています。 

＜タグラグビー大会と公式試合の様子＞ 

特定非営利活動法人      

相模原市 

ラグビーフットボール協会 

１月 19 日（日）、 
3 月 22 日（日） 

1/19 のメニュー 

～身体にも思いやり 

    身体にやさしいメニュー～ 

 

野菜入り豆腐ハンバーグ 

あったか味噌汁 

根菜の含め煮 

冬野菜のサラダ 

ごはん 

さといも団子きなこ和え 

日 時：1/19、3/22 

11:00～14:00 

会 場：実習室１ 

参加費：700 円（デザート付ランチ） 

対 象：どなたでも 

限 定：30 食（先着順） 

申 込：不要 

問合せ：ho-ho-emi-kitchen@jcom.zaq.ne.jp 

☎090-1767-0700（嶋田） 

■ まちづくりモデル事業 ■ 



   

 

 

PICK UP！  春爛漫 ユニコムがアートに染まる２か月間 

 

UNICOM PAPER 2020. January 

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。 

「子ども・若者ケアラーを知っていますか」 

 
障がいや病気のためにケアを必要とする人が家族にいる場合に、大人が担う

ようなケアの責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、心理的なサポートな

どを行なっている 18 歳未満の子どもをヤングケアラーといいます。孤立、遅

刻や学業不振、進路をあきらめる原因が介護にあるとは、学校関係者には気づ

きにくい状況があります。 

 ケアを担う子どもの現状と、特有な生活や学業への支障について理解するこ

とを通して、子どもと家族への支援について一緒に考えたいと思います。 

 

「現代の食生活から考える 

日本の伝統食「和食」の未来」 

 
 日本人の伝統食である「和食」は、2013 年 12 月にユネスコの世界無形文化

遺産に登録されました。日本人は、昔から自然に感謝し、自然を尊重しながら生

きてきました。その精神は「和食」の中にもさまざまな形で表されています。し

かし、長い年月と共に日本人の食生活は少しずつ変化を遂げています。そこで、

伝統的な「和食」と現代の日本人の食生活をとらえ、伝統食である「和食」をど

のように保護し、次世代に継承していくべきか考えてみたいと思います。 

 
関東学院大学 看護学部 教授 青木 由美恵氏 

 

 

日本女子大学 非常勤講師／東京栄養食糧専門学校 准教授 伊藤 美穂氏 

 
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 

1月11日 1月25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。 

相模大野で年２回開催される「アートクラフト市」。 

その日は、駅前からコリドー通りも、ボーノへ向かうペデストリアンデッキも、人・ひ

と・ヒトで埋め尽くされるのは、もはや大野っ子には当たり前。恒例の年中行事です。 

この行事にさらにアートの花を添えるため、この春からユニコムでもアートのイベント

を開催することとなりました。 

こんな素敵なイベント、たった一日だけじゃもったいない！ 

ということで、わくわくする２か月を準備中です！ 

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。 

 

 

社会人の学習ニーズが多様化する中で、大学

は地域・社会における「知の拠点」として広く

学習機会を提供する役割を担っています。 

ここでは、地域の大学での学び方について、

実例や体験談を紹介し、共に考えます。 

 

日時：1 月 23 日（木）19:00～21:00 

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：社会人の“学び”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 10 名(先着順) 

 申込期間：1 月 22 日（水）まで 

 

第 24 回 市民・大学交流会 

「働きながら学ぶ場」としての  

大学の取組みについて 

～現役時代からの生涯学習～ 

 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。 

2020 年度 

全館休館日のお知らせ 
・2020年2月24日（月） 

※設備点検等のため 

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） 

 

 

メインイベント「種まきの春」：2020 年 4 月 26 日（日） 
〜 アートクラフト市の開催に併せて、多彩なイベントを準備しています 〜 

✿美術作品の展示・販売 

✿アートトークセッション「アートの種をまこう」 

✿アートなお菓子を実演販売＆お菓子のミニワークショップ ほか 
 

プレイベント「アートを耕そう」：2020年 3 月 20 日（金）から 
〜 メインイベントに向けて、アートの土壌をふかふかに耕そう 〜 

✿みーんなみんなアーティスト〜自慢の逸品を見せびらかそう! 

✿産直レストランでアートをパクッ！ 

✿市民・大学交流会でアートの展示を学ぼう 

✿オーサーズカフェでアートによるまちづくりや、アートクラフト市の人気作家から 

 作品作りやブース運営の秘密を聞いちゃおう 

✿アートな音楽を聴こう ほか 
 

ポストイベント「アートを育てよう」：2020 年 5 月 24 日（日）まで 
〜 メインイベントで蒔いたアートの種を、もっともっと育てよう〜 

✿オーサーズカフェでアートを身近に感じるひとときを学ぼう  

✿みーんなみんなアーティスト（継続展示） ほか 

「わくわくする２カ月」を、わくわくしながら準備しています。 

美術系の大学のご出展、まだ間に合います！ぜひご参加ください。 

今もどんどん増殖中です！ 

 


