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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〜 

■ 女子美術大学 ■  

 

 

Information 

Information 

Information 

Take Free 

２月 27 日（木） 
～ 

３月 ２日（月） 

第１回写真展 

相模原市近郊に在住するアマチュア写真家４人

による、個展形式の作品展です。 

プリント・展示方法など、全て参加者が独自に

手掛けております。 

ご来場いただき作品をお楽しみください。 

デザイン・工芸学科 

デザイン・工芸学科の学生による 

「相模原の公共デザインとは？」 

 

デザイン・工芸学科の 1 年生（約 250 名）が

主となり、相模大野駅・古淵駅周辺において”公

共のデザイン”を調査・分析・提案を行いました。

4 専攻（ヴィジュアルデザイン・プロダクトデザ

イン・環境デザイン・工芸）から選抜し、今年

は 100 点を越えるデザイン提案を展示します。 

2 月 20 日（木）～23 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〜 

■ 光画クラブ ■ 

■開催期間  ：2020 年６月～12 月 

■応募受付期間：2020 年３月１日（日）から開始 

■内容：①基礎コース：協働に関する基本的な知 

識・技能等を習得する 

②応用コース：地域活動や市民活動の実 

践的なスキルを習得する 

③専門講座：短期間の集中授業をもって 

学習効果を高めます 

■受講料： 

コース受講：7,500 円 

  講座単位の受講：1,900 円 

※上記の金額は、教材費、保険料を含み 

ます。ただし、フィールドワーク等で 

交通費や入館料等が掛かる場合や一 

部の教材費については、別途自己負担 

をいただくことがあります。 

※専門講座は「講座単位での受講」とな 

ります。 

■問合せ：ユニコムプラザさがみはら 

     電話 042-701-4370 

＊裏面もご覧ください！ 

日 時：2 月 20 日（木）～23 日（日） 

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 

問合せ：女子美術大学 

電話 042-778-6641 

■第 15 回 さがみはら環境まつり 

2019 年 6月30日にミウィ橋本で開催された「第 15 回さがみはら環境まつり」に生活デザイン学科

の学生33 名が参加しました。「私たちの生活を見直してみよう！－持続可能な循環型社会を考える－」

というテーマのもと、大学生として初めてのイベント参加で緊張した面持ちの１年生も、子どもたち

と接するうちに笑顔になり、大盛況でした。生活デザイン学科では、このような地域連携活動も学生

の成⻑に繋がるアクティブラーニングの機会として捉え取り組んでいます。 

 

■第 51 回みんなの消費生活展 

相模原市が主催し消費者に向けに適切な行動ができ、自立した消費者となるためのきっかけとなる

「みんなの消費生活展」が、2019 年 10 月 18 日、19 日にミウィ橋本・インナーガーデンで開催さ

れました。東京家政学院大学も地域連携活動の報告ブースに出展し、さがみはら環境まつりでの「生

分解性ポリ乳酸繊維布を使ったコサージュ作り体験教室」をクイズ問題にした SDGs スタンプラリー

にも参加しました。多くの人に本学の地域連携活動を知っていただく良い機会となりました。 

「みんなの消費生活展」当日の様子 

 

東京家政学院大学では、社会貢献を大学の第三の使命ととらえ、地域連携・研究センターを設置、「東

京家政学院大学地域連携ポリシー」に基づき、積極的に地域企業等との連携活動を推進しています。 

詳細は、ホームページをご覧ください。(https://www.kasei-gakuin.ac.jp/action/area_info.html) 

aion/area.info.htmlwww.obirin.jp/about/obiriner/201803_01.html) 

日 時：２月 27 日（木）～３月２日（月） 

 ５日間 

    9:30～17:00 

    初日は 13 時から、最終日は 15 時まで 

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 

「さがみはら環境まつり」当日の様子 

 新年度 開講します！ 

■ さがみはら地域づくり大学 ■  

 

 

あなたが 

“いま” 始めることが 

未来のさがみはらを 

つくる 



   

 

 

PICK UP！  みーんなみんなアーティスト 参加募集 

UNICOM PAPER 2020. February 

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。 

 

「ヴァーチャルで巡るローマ巡礼の旅」 

カトリック教会には「聖年」にローマ巡礼を行えば罪が贖（あがな）われる、

という考え方がありました。そして多くの巡礼者を集め、利便性を高めるため

に道路、広場などのインフラを整備してきた歴史があります。17 世紀の地図で

巡礼ルートを想定し、現代のローマでその道をたどりながら、ヴァチカンを目

指すバーチャルトリップです。街歩き気分でお馴染みの景色を巡りながら、何

気ない道や景色に隠されたローマの歴史を感じていただければと思います。 

 

「原子から見た宇宙〜我々はどこで生まれたのか〜」 
 私たちは、何処でどのようにして生まれたのでしょうか？もちろん『生命』と

しては、母親のお腹の中で小さな受精卵として誕生したことはご存知でしょう。

では、『物質』としての私たちは、いつ、何処で、どのように誕生したのでしょ

うか？この質問に答えられる人はあまりいないかも知れません。 

身近な自然現象とミクロの世界の関係から、壮大な宇宙へと話を広げます。自

分と宇宙とのつながりを感じて、ちょっとだけロマンチックな気分になれるか

も。 

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、

⻑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。 

 

成城大学 非常勤講師 川井 繁巳氏 

 

 

防衛大学校 応用科学群応用物理学科 准教授 松村 徹氏 

 
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 

2月8日 2月22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。 

１月号でご紹介した「アートフェス in ユニコム 2020〜種まきの春」の全員参加企画

「みーんなみんなアーティスト」への参加のご案内です。 

 

 当日は、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。 

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） 

 

♡子どもが初めて描いた

チラシの裏のうずまき 

♡娘に持たせた手提げ袋 

♡受験する息子への頑張 

ってね弁当 

♡彼の誕生日に徹夜で編 

んだ手袋 

♡ホワイトデーに彼女の

ために焼いたクッキー 

♡じいちゃんが毎年打つ 

年越しソバ・・・ 

誰もが誰かのために、

渾身の一作を作っている

はず。 
 

そんな、世界にひとつだけの作品を、写真に写してユニコ 

            ムの館内に飾りませんか。 

誰かのために心を込めたたくさんの「想い」で、ユニコム 

            を埋め尽くしましょう。 

 

○手作りの品を写真に撮って応募してください。 

応募用紙はユニコム HP または窓口で２月１日（土）から配布。 

○応募受付：3 月 15 日（日）〜４月 30 日（木） 

○応募された作品は、ユニコム館内に展示します。 

○展示期間：3 月 20 日（金）〜5 月 24 日（日） 

○応募作品の返却：5 月 25日以降 6 月末までに、ユニコム窓口まで。 

７月以降はご返却できませんのでご了承ください。 

さがみはら地域づくり大学 

新年度 開講します！ 

 

受講者の声 

☆市民目線での取組みの大切さを知りま

した。地域から発信できることがたく

さんあると思いました。 

☆地域での取り組みの中で、初めて知っ

たものがあり、大変感動した。自分で

も行動したいと改めて思った。 

☆相模原のことをもっと勉強して、地域

のために何かしたいと思います。 

 

募集についての詳細は、表面の 

「PICK UP!」をご覧ください。 

ご応募お待ちしています。 

「協働」の観点から、地域活動や

市民活動を促進するために必要

な、基本的な知識や実践的なスキ

ルを学べる場です。 

相模原市やまちづくり、市民活

動に興味がある方ならどなたで

も受講できます。 

あなたが“いま”始めることが未

来のさがみはらをつくる。 


