
 

 

 

第３回 ユニコムプラザさがみはら 10 月3 日(土) 

10:00～15:00 

【ミニセミナー ＠ステージ】 中央ロビーに集まれ！ 
 
10:30～ 転倒予防トレーニング（1 回目） 
［NPO 法人 Spitzen Performance（スピッツェン・パフォーマンス）］ 

転倒予防トレーニングの概要を説明し、実際に筋力トレーニング、バラ 

ンストレーニング、反応トレーニングなど、その場でできるトレーニングを 

体験していただきます。 

 
11:00～ ラグビーを通じた子育て支援（1 回目） 
［NPO 法人相模原市ラグビーフットボール協会］ 

ラグビーなどの場を利用した子育てについて紹介。神奈川の子どもの 

体力が全国ワーストと言われる中、子どもたちの体力の底上げを図ろう 

と取り組んでいる活動の成果を発表します。 

 
11:30～ Let’s Play English えいごであそぼ！（1 回目） 
［にほんごの会］ 

外国人ボランティアによる小学生向け英語教室のご紹介。もちろん未 

就学児も参加ＯＫ。楽しく英語で遊んじゃおう！ 

 

12:30～ 転倒予防トレーニング（2 回目） 

13:00～ ラグビーを通じた子育て支援（2 回目） 

13:30～ Let’s Play English えいごであそぼ！（2 回目） 

 

14:00～ アーティストグループによる地域活動報告会 

［芸術教育デザイン室 CONNECT/コネクト］ 

『泥沼コミュニティ』が、橋本でしていること。～女子美術大学大学院修

了生／アーティスト・グループによる‘地域活動’中間報告会。 

地域型アートプロジェクトの可能性や問題点を、実践の中から考える試

みを展開している団体の活動報告です。 

【活動紹介＆作品展示＆販売 @セミナールーム】 

◆各大学の特色を活かした地域連携活動や、社会貢献活動を紹介す

る展示、大学オリジナルグッズや産学連携商品の販売、学生による作

品展示などを行います。 

◆市民活動団体や学生の有志団体による活動紹介展示や、来場者か

らご意見をお聞きするアンケート、今後の活動予定やイベントのお知らせ

などもあります。 

◆市民活動に興味のある方向けの NPO よろず相談や、地域活動につい

て学ぶ講座の紹介、自治会加入促進キャンペーンも。 
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13:30～15:00

マルチスペース⑥

インボディ体成分分析測定コーナー　　［公益財団法人相模原市まち･みどり公社］

マルチスペース⑤

エニアグラム・ミニ体験講座

［虹のかけはしＢrucke］

工作でプチネイチャー体験コーナー　　［公益財団法人相模原市まち･みどり公社］

かわいい手作りワークショップ＆手作り品販売コーナー　　［きらきら☆女子クラブ］

ミーティングルーム５
世界の楽器・おもちゃ工房　　　［桜美林大学］

ミーティングルーム３

マルチスペース⑦

10:00～12:00

思い出そう ―ならべてつくる記憶の写真―

［アートラボはしもと］

オリジナルモザイクを作ろう！

マルチスペース①

マルチスペース②

マルチスペース③

マルチスペース④

福祉用具展示＆販売コーナー　　［NPO法人たくみ21］

10:00～　インドの一弦琴 11:00～　けんだま 13:00～　インドの一弦琴 14:00～　けんだま

10:15～11:45

１０：００　～　１５：００

大学・市民活動団体・学生団体などによる　活動紹介＆作品展示＆オリジナル商品販売コーナー

14:3014:00

マンガ似顔絵隊　　［東京工芸大学］

２つの科学体験教室　　　［神奈川工科大学］

13:00～15:00

野菜たっぷり!!ピザ作り

［東京家政学院大学］

実習室２

（工作室）
［女子美術大学］

福祉体験①10:00～11:30、②13:00～14:30　　　　キッズスペース（終日）

10:00～12:00

絵本の中の料理を作る会

整理券マーク有料マーク

スタンプラリー＆ぬりえコーナー

実習室１

（調理室）

セミナールーム

3Dプリンターで工作コーナー　　［工房SERA］

思い出そう ―ならべてつくる記憶の写真―　（ワークショップ13:00～、14:00～）　［アートラボはしもと］

会　場 12:30 13:00 13:30

「第 3回 ユニコムプラザまちづくりフェスタ」への 

ご来場まことにありがとうございました。 

 
今年で３回目となる「ユニコムプラザまちづくりフェスタ」は、 

市民と大学の連携･交流の促進を目的としたイベントです。 
来場者の皆様が、本日のイベントへの参加をきっかけに、 

地域の大学や市民活動団体、NPO、企業、行政などの行う 
多種多様な地域活動（まちづくり）について興味を持ち、 

今後の活動への参加や交流･連携につながれば…という思いをこめて 
このようなイベントを毎年開催しています。 

また来年も、ユニコムプラザさがみはらで行われる 
「まちづくりフェスタ」にご来場いただければ幸いです。 

 
主催：相模原市立市民･大学交流センター（ユニコムプラザさがみはら） 
［指定管理者：公益社団法人相模原･町田大学地域コンソーシアム］ 

住所：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 
電話：042-701-4370   HP：http://unicom-plaza.jp/ 



実習室２（工作室）

10:00～12:00
『思い出そう―ならべてつくる記憶の写真―』

小学生以下15名 主催者：アートラボはしもと

13:30～15:00

『オリジナルモザイクを作ろう！』

小学3年生以上30名 主催者：女子美術大学

AVスタジオ

10:00～15:00

『マンガ似顔絵隊』

主催者：東京工芸大学

100名まで

ミーティングルーム４

10:00～15:00

『２つの科学体験教室』

主催者：神奈川工科大学

「羽のない飛行機って？」

「LED消しゴムを作ろう！」

80名まで

受付＆
スタンプラリー

ミーティングルーム５

『世界の楽器・おもちゃ工房』

主催者：桜美林大学

「世界の弦楽器を観察して、インドの

一弦琴「ゴピチャン」をつくろう！」

①10:00～、②13:00～

「世界のけんだまで遊んで、ブラジル、

アメリカのけんだまをつくろう！」

①11:00～、②14:00～

各10名

マルチスペース

①『思い出そう-ならべてつくる記憶の写真-』
主催者：アートラボはしもと

①13:00～、②14:00～
中学生以上 各8名

②３Dプリンターで工作コーナー

主催者：工房SERA 8名まで

③福祉用具展示、販売コーナー
主催者：NPO法人 たくみ21

④インボディ体成分分析測定コーナー

⑤工作でプチネイチャー体験コーナー

主催者：公財）相模原市まち・みどり公社

⑥かわいい手作りワークショップ
＆手作り品展示販売コーナー

主催者：きらきら☆女子クラブ

『発泡ウレタンを使ったスイーツチャーム』
『本物のお花を使ったストラップ』
『フラワーインテリア』 各10名まで

⑦丸太切り体験＆ピクピク人形

＆小枝えんぴつ工作コーナー
主催者：NPO法人 自遊クラブ
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ロビー（休憩所）

ぬりえコーナー

どんぐり焼きドーナツ
（株）まちふく

②
相模原市
観光協会

③
NPO法人

相模原市ラグビー
フットボール協会

④
みらい子育てネット

さがみはら
連絡協議会

⑨
大和市の観光資源を
発掘、企画する会

＋松蔭大学「LYNX」

⑧
相模女子大学
相模女子大学
短期大学部

⑤
北里大学

⑥
東海大学

⑦
産業能率大学

⑮
相模原市役所

市民協働推進課
（協働･大学連携班）

⑰
さがつく！
プロジェクト

⑯
さがみはら市民活動

サポートセンター

⑭
相模原市

自治会連合会

⑩
さがまち学生Club

⑪
はっぴいアクアリウム

プロジェクト

⑫
NPO法人Spitzen 

Performance
（スピッツェン･パフォーマン

⑬
芸術教育デザイン室
CONNECT/コネクト

さがみはらマップ
展示

一般社団法人

神奈川県建築士

事務所協会

相模原支部

×

女子美術大学

南区福祉交流ラウンジ

飛び出せ！わくわく 福祉体験＆キッズスペース

福祉体験ワークショップ①10:00～、②13:00～

実習室１（調理室）

10:00～12:00
『絵本の中の料理を作る会』

小学生25名 主催者：認定NPO法人らいぶらいぶ

13:00～15:00

『野菜ぎらいのこどものための 野菜たっぷり!!ピザ作り』

小学生父子12組24名 主催者：東京家政学院大学

ミーティングルーム３

10:15～11:45

『自他理解の心理学
エニアグラム･ミニ体験講座』

高校生以上10名

主催者：虹のかけはしＢrucke

①
コミュニティ
ソーシャル

サポート(CSS)

ミニセミナー＠ステージ

10:30～
転倒予防トレーニング

11:00～
ラグビーを通じた子育て支援

11:30～
Let’s Play English
えいごであそぼ！

12:30～
転倒予防トレーニング

13:00～
ラグビーを通じた子育て支援

13:30～
Let’s Play English
えいごであそぼ！

14:00～
アーティストグループ
による地域活動報告会
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