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第 1３号
★ゆめのたね★・・・みんなが自由に思い描く「しあわせのたね」
○●○

センター事業のご報告

ご参加ありがとうございました ○●○

戸塚発！「市民活動フォーラム 2010」からの報告
『みんなが主役!!』 ボランティアのみなさんと一緒につくり上げた『市民活動フォーラム 2010』
（３月７日（日）開催）は、テーマを「明るい未来ある戸塚にするために」として※ワールド・カフェ方式を取
り入れ、参加者が終始熱く語り合う場となりました。今回はご意見、アンケート分析をご紹介します。
○参加者の発表意見

○参加者のひとこと

・人との交流の場をもっと増やそう
・人材を発掘し区民力を発揮しよう
・幅広い世代で『若い戸塚』を育てよう
・広く戸塚のみんなが参加できる工夫を
・公的な施設などが発火点となり、戸塚
全体で盛り上がろう
・・・ほか
◆どこでフォーラムを知りましたか？

・誰でもいつでも話せる場所が欲しい
・定年後の男性の外での活躍に期待
・遊び心が大切
・世代を超えた交流には音楽と歌がいい
・眠っている人材の参加促進
・話は聞いてみるものだ ・・・ほか

◆ワールド・カフェ方式の意見交換会感想

※ワールド・カフェとは・・・
カフェのような雰囲気の中、
短時間で沢山の人と意見交
換できる話し合いの手法

主なご意見分類
居場所づくり
世代間の交流
人・団体・施設間
の交流・つながり

区民活動センターの今後の方向性となるヒント
居場所､出会いの場が求められている｡誰でもいつでも話せる場所等｡
子ども・学生・若い人ほか、様々な世代間の交流が求められている。世代を超
え共有できるものをヒントに交流の場創出が必要。
広い戸塚の遠い地域を、そこに住む人をも巻き込む。「顔の見える関係づく
り」のきっかけ創出など、センターとしての勢いと機能発揮が望まれている。

紙面の都合上みなさんからのご意見を集約させて頂きましたが、参加者みなさんから沢山の声を頂
いています。とつか区民活動センターではみなさんから上がったご意見ご提案を活かせるセンター事
業を展開していきます。
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センター事業のご案内

○●○

多文化サロン！

お気軽にご参加ください ○●○

映像シリーズ～ふるさと戸塚～

2014 年の FIFA ワールドカッ
プ、そして 2016 年にはオリン
ピック、パラリンピックも開催
される予定のブラジル・・・。

昨年区制 70 周年にあたり編集された、1970
年代の戸塚区の様子を収めた映像を上映しま
す。現在は駅前の再開発で変わりゆく戸塚駅周
辺。昔懐かしい景色や、今では見られなくなった

ブラジルと聞いてイメージするものってなんです
か？ 「 ア マゾ ン」 「 サ ッ カ ー 」「 サ ンバ 」「 ボサ ノ
バ」？
大自然の感動と魅力いっぱいの南米・ブラジル

季節行事などの映像鑑賞と制作者のお話で、さ
らに戸塚への愛着を深めませんか。
￮日時：6 月 13 日（日）13：30～16：00
￮場所：とつか区民活動センター会議室
￮解説：戸塚文化協会 染川春雄氏

多文化サロンでたっぷり紹介！

戸塚区商店街連合会 手塚康夫氏

￮日時：5 月 30 日（日）13：30～15：30
￮場所：とつか区民活動センター会議室

￮参加費・申込不要。

￮参加：参加費無料で、どなたでもどうぞ

当日直接お越しください。

――――◇◆◇――――――――◇◆◇――――――――◇◆◇――――
○●○

とつか区民活動センターで活躍する

センターの応援団が活躍中 ○●○

ボランティアの皆さん

第 12 号に続きセンター運営に力を貸してくださるボランティアの紹介です。
【アクリル毛糸の皆さん！】
センターではアクリル毛糸（アクリル１００％のもの）を使い『エコたわし』を編
み、みなさんのお役に立てようとしています。毎週木曜日の午前 10～12 時、
ボランティアの皆さんが楽しくお話しながら交流。作品は 3 月 7 日に行われた
市民活動フォーラム 2010 でも紹介されました。興味のある方、地域のさまざま
な方と交流したい方は、どうぞ『エコたわし』づくりにご参加ください。
問合せはとつか区民活動センターまで。
【多文化サロンの皆さん！】
センターでは毎月 1 回外国のボランティアによる母国紹介、
多文化サロンを開催しています。その外国のボランティアさん

アクリル毛糸大募集！！
ご家庭で眠っている使わない
アクリル毛糸はありませんか？
提供して頂ける毛糸を、ぜひ
センターまでお持ちください。

を勇気づけ、力になれるようにという思いで、センターボランティア
さんが毎月お手伝いしています。
“最近街を歩いていると日本語以外の言葉を多く耳にし、色々な国の方
が身近に暮らしていることを実感しています。「多文化サロン」では、毎月
珍しいお菓子やお茶を頂きながら、異国の方とその国の生活習慣や文
化に触れ、温かい心の交流や思いがけない発見に出逢えます。ボランテ
ィアとしてお手伝いに携わりとても有意義な体験をさせて頂いております。
(センターボランティアのＳさん)”
日本に住んでいる外国の方にはなかなか友達ができず、家にこもっている方が沢山いらっしゃいま
す。一緒に交流したい方、センターボランティアは随時募集していますので、ぜひご連絡ください。
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市民活動団体紹介 ○●

とつかアートプロジェクト
代表

吉村

○●○

東戸塚地域活動ホームひかり

英輔

“アートで戸塚の活性化”

地域の施設紹介 ○●○

施設長

宮坂

俊彦

「障害者地域活動ホーム」は、障害児・者とそのご家

昨年１２月に発足した「とつかアートプ
ロジェクト」は、２月に横浜三渓園観梅会

族の地域生活を支援するために、横浜市が独自に設置
している施設です。

の行事で、市内で活躍する若者から年輩

「東戸塚地域活動ホームひかり」は、平成１９年１月開

のアーティストによる美術・工芸展及び音

所以来４年目を迎えました。障害者のデイサービス、障

楽・ダンスのイベントを開催しました。さら

害児・者の一時ケア・ショートステイ、相談支援事業の他、

に 3 月 27 日には戸塚地区センターで、

おもちゃ文庫、会議室の貸し出しなどを行っています。

区内の学ナビボランティアを中心に『とつ

おもちゃ文庫は、障害の有無を問わず、親子で利用し

かアートフェスティバル』を開催。どちらも

ていただけます。いろいろな「遊び」を通して、健常児・

とつか区民活動センターの協力で実現し

障害児・家族同士の交流や、ちょっとした相談など、『お

ました。このプロジェクトは学ナビボランテ

やこ』を応援しています。地域交流室は、予約制・有料

ィア、個人やグループのアーティスト達を

で地域の団体・サークルの方にご利用いただけます。

応援し、戸塚をアートで盛り上げます。
区内外で活動中のアーティストあるい

5 月から概ね月一回、区内の理容師さんのご協力を
いただき、障害児・者を対象とした「散髪コーナー」を開

はボランティアとしてプロジェ

催します。興味のある方は、お問い合わせください。そ

クトに参加してみたいと思わ

の他、どなたでもご利用いただける喫茶コーナーもござ

れている皆様、一緒にイベン

います。自家製パン・クッキーや飲み物を販売していま

トを立ち上げ、戸塚の街を活

す（平日 9：00～16：00）

性化しましょう。

連絡先：戸塚区川上町 4-9

TEL 828-2820

――――◇◆◇――――――――◇◆◇――――――――◇◆◇――――
○●○

地元の歴史・ワンポイント紹介 №8 ○●○

センター事業のご報告

品濃の白旗神社･･･弘化 5 年の石鳥居

3 月～4 月に行われた事業のご報告
です。ご協力、ご参加いただいた皆様
東戸塚駅東口モール街の南、白旗山公園の南斜面に、
ありがとうございました。
品濃の鎮守白旗神社があります。「白旗」の名からお分か
3 月 27 日（日）
りと思いますが、源氏の神社で義経を祀っています。
とつかアートフェスティバル
社殿は残念なことに、平成 19 年 12 月に火災で焼失し 4 月 3 日（土）
てしまいましたが、石段の下に「弘化 5 年１１月氏子中」の
銘がある石鳥居と扁額が残っています。弘化 5(1848)年は
2 月 28 日改元で嘉永元年になりますが、何らかの事情で
弘化としているのでしょう。
同年 6 月に品濃村領主の新見正路が死去し、継嗣正
興が神社西側に正路の墓を建てています。（現在は谷宿
へ移転）新見家は白旗神社を崇敬していましたから、鳥居
寄進も考えたのではないかと想像しています。

映像シリーズ（ハイチの復興を願って）
4 月 18 日（日）
多文化サロン
（スリランカとミャンマー紹介）

4 月 24 日（土）モレラ 1 周年記念祭
4 月 29 日（祝）
「子どもと楽しむ科学遊び講座」
のためのボランティア説明会
4 月 30 日（金）シニア交流会

（戸塚歴史の会 及川治雄）
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とつか区民活動センターカレンダー
月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

5月
土曜日

日曜日

5 月 3 日（祝日） 4 日（祝日）
（休館日）

5 日（祝日）

6日

7日

8日

9日

10 日
（休館日）

11 日

12 日

13 日

14 日

15 日

16 日

17 日
（休館日）

18 日

19 日

20 日

21 日

22 日

23 日

24 日
（休館日）

25 日
26 日
会議室申込締切
（9 月分）

27 日
会議室抽選

28 日

30 日
多文化サロン
ブラジル

31 日
（休館日）

6月1日

2日

3日

4日

29 日
利用者交流会
明治学院大
戸塚まつり
5日

7日
（休館日）

8日

9日

10 日

11 日

12 日

13 日
映像シリーズ
「ふるさと戸塚」

6日

イベント情報掲示板
【2010 年度明治学院大学
戸塚まつり】
学生・地域・教職員が一緒になってつ
くりあげる大学祭・戸塚まつりが、今年
は「たからばこ」をテーマに開催。
日時：5 月 29 日（土）13：00～17：30

【戸塚交流サロン 講演会】
【ライフガーデニング講座】
テーマ：混沌たる現代国際紛争
暮らしの中に植物を・・・
の大本を探る
癒されてみませんか？
①
イスラムって何？
豊かな時間をつくりませんか？
② 中東イスラムと現代世界情勢
日時：5 月 18 日（火）
お手軽 DE♪『キッチンガーデン』 日時：6 月 13 日（日） 10：00～12：00
場所：とつか区民活動センター会議室
30 日（日）10：00～15：30
6 月 15 日（火）
参加費・申込不要 どなたでもどうぞ
和風を楽しむ♪『コケ玉作り』
場所：明治学院大学横浜キャンパス
主催：とつか交流サロン
（アクセス：JR 線・横浜市営地下鉄線 以降毎月第 3 火曜日 18：30～20：00
（全 10 回、1 回から申込可）
戸塚駅よりバスで約 10 分）
※掲載事項変更のお詫び
会場：男女共同参画センター横浜
内容：準備会企画、模擬店、持ち込み
「ゆめのたね」第 12 号でモレラ東戸塚
（フォーラム戸塚）
企画、フリーマーケット、ステージパフ
費用：各回 3000 円（材料費込）
1 周年イベントを 4 月 22 日（木）～25
ォーマンス、など
作品お持ち帰り
日（日）開催予定とお伝えしましたが、
問合せ：2010 年度明治学院大学戸塚 問合せ、申込：TEL/FAX 045-805-3663
4 月 24 日（土）～25 日（日）に変更があ
まつり準備会（TEL/FAX 045-863-2192） NPO 法人日本園芸療法研修会
りました。訂正してお詫びいたします。
新しくスタッフが加わりました！

交通のご案内
至横浜
東口

オーロラ
モール

JR

西口

東戸塚駅

とつか区民活動センター
こ こ
地域から広がれ！
みんなのワ（和・輪）

とつか区民活動センターは、さまざまな
モレラ
東戸塚３Ｆ
市民活動・生涯学習活動・ボランティア
至戸塚
活動の情報提供や、講座・研修・交流会
JR
東戸塚駅西口から徒歩
1分
などの実施、会議室など活動拠点として
の場の提供、印刷機・紙折機・コピー機・ お車の方はモレラ駐車場をご
利用ください
貸しロッカーなどの貸出しをしています。
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私もたくさんの夢とすこしの不安を胸にスタート
を切りました。一人ひとりの想いを大切にしなが
ら、皆様のスタートを応援させていただきたいと
思っています。どうぞよ ろしくお願いします。
（H．I）
スタッフ 8 人の中の黒一点として 4 月から加わり
ました。センターに集う皆様が、性別・年齢を超
えて交流し、人生を楽しんでいただくお手伝い
ができるといいなと思っています。（Ｓ．Ｋ）

