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とつか区民活動センター情報紙 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 14 号 
 
 

★ゆめのたね★・・・みんなが自由に思い描く「しあわせのたね」 
 

センター事業のご案内 

 

自分を活かすひらめき講座 ～ボランティア入門講座～ 
 
「何かしたい、やってみたい！」そんな方はぜひボランティアを始めませんか？初心者の方へボラン

ティアとは何か、その心構えなどをご説明します。また今回は子どもに関わるボランティア活動をご紹介。

活動者の体験談や施設見学も行ないます。お気軽にご参加ください。 
 

￮日時：7 月 1 日（木）13：30～15：30 

￮場所：とつか区民活動センター会議室 

および近隣施設 

￮費用：無料 

※申込は不要です。当日直接お越しください。 

※今年度のボランティア講座は、今回の 

他にも 2 回開催を予定しています。 

――――◇◆◇――――――――◇◆◇――――――――◇◆◇―――― 
 

戸塚交流イベント（新おむすびフォーラム） 

企画運営ボランティア募集 
 
とつか区民活動センター・区役所と共に、いろい

ろな人との出会いの輪を広げるためのイベントを企

画運営するボランティアを募集します。あなたのア

イデアで新しい戸塚のイベントを一緒に作ってみま

せんか？ 
 

￮資格：ボランティアとして自主的に企画・運営 

に携わる意欲のある方 

※応募者説明会（6 月 25 日（金）18：00～ 

とつか区民活動センター）に参加が必要。 

￮活動期間：平成 22 年度中 

￮申込：6 月 20 日(日)までに、葉書または FAX、 

Ｅメール：staff@totsuka-kumin-center.jp 

（氏名・住所・電話番号・応募動機 

を記入）で受付。 

申込先は上記参照。 

 

多文化サロン 
 
日本の文化にふれよう！様々な国籍の方

が、お互いの文化や習慣を伝えあう多文化サ

ロン。今回は在住外国人の方を対象に浴衣の

着付け教室を行います。日本の方もぜひご参

加ください。盆踊りで国籍を越え、楽しく交流

しましょう！ 
 

￮日時：6 月 19 日（土）13：30～15：30 

￮場所：とつか区民活動センター会議室 

￮費用：無料    ￮定員：なし 

￮申込：6 月 18 日（金）までにセンターへ 

来所、または電話、FAX、 

E メール：staff@totsuka-kumin-center.jp 

（氏名・電話番号・国籍・浴衣の要・不要 

を記入）で受付。申込先は上記参照。 

※外国の方の浴衣はセンターでご用意します。

着付けの練習に適した服装でお越しくださ

い。
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とつか区民活動センター登録の 市民活動団体のご紹介 
 

おかげさまで当センターはオープンして１年になりました。センターに登録して活動されている団体

は、月を追うごとに増えています。今号から 3 回にわたり、団体名と主な活動内容をご紹介します。 

※4 月末現在の、情報公開を希望されている団体のみです。 
 

 

 団 体 名   主 な 活 動 内 容  

   

【保健・医療・福祉】  

 泉グループ 

東戸塚うたう会 

東戸塚地区配食サービスの会「にこにこネットワーク」 

よさこいソーラン夢 

NPO 法人デイジー横浜 

全日本年金者組合戸塚支部 

NPO 法人ワーカーズコレクティブ たすけあい戸塚 

小修繕グループ リリーフ戸塚 

ゆうあいグループ 

NPO 窓の会 

一路会 

福祉クラブ生協 戸塚世話焼き W.Co「こでまり」 

しらさぎ会 

メイクㆍアㆍウィッシュ オブ ジャパン 

社団法人長寿社会文化協会かながわ支部 

戸塚区食生活等改善推進員会（戸塚ヘルスメイト） 

ボランティア愛の音楽会 

日本手話ダンスクラブ ハイネ 

ハーブハピネス 

音声訳グループ戸塚朗読会 

そら豆の会 

シルヴァー・ウィングズ 

さつき会 

①シニア向けリハビリ②小物作り 

うたの出前 

配食サービス 

踊り（福祉施設訪問・地域イベント参加） 

視覚障害を持った方への録音図書の作成 

生涯学習 

在宅福祉サービス(ホームヘルプ) 

高齢者の支援（日曜大工や庭木の手入れ他） 

シニア向けの身心及び手作業の集い 

精神障害者の自立と社会参加支援 

手話通訳者の技術の研鑽 

在宅福祉の充実 

高齢者が生き生きと暮せる環境づくり 

難病の子供の夢をかなえる 

福祉サービスの第三者評価 

食育、食の安全 

施設訪問 

手話ダンス 

ハーブの活用 

視覚障がい者のための音声訳 

シニアの健康体操 

ア・カペラによる慰問演奏 

施設のイベント手伝い・日本舞踊 

   

【社会教育】  

 東パソコンクラブ 

とつかパソコンナビゲータ 

横浜友の会 戸塚方面 

戸塚歴史の会 

フォーラム市民講師ネットワーク 

神奈川東海道ウォークガイドの会 

(財)野村生涯教育センター(神奈川支部) 

自然大好き戸塚塾 

明治学院大学ボランティアセンター 

パソコン普及活動 

パソコン講座、パソコン相談、IT 支援 

家事、家計、子育て 

歴史散策 

男性の家庭生活参加支援 

歴史・ウォーキング 

生涯教育 

自然・環境・歴史散策、高齢者と子供支援 

地域社会におけるボランティアの推進 
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mama's field 

NPO 法人 心の笑顔サポートセンター 

オアシスの会 

 

母親向け講座、イベント 

子育て中の親教育 

若い教師の教育力向上を目指す 

   

【まちづくり】  

 保土ヶ谷まちづくり工房 

すこやか会 

史楽会 

戸塚おもしろ歴史倶楽部 

とつかのおもちゃ箱 実行委員会 

まちづくり 

認知症予防 

歴史の理解とまちづくり 

歴史を生かしたまちづくりと名物の考案 

とつかのおもちゃ箱を開催 

    

続きは次号に掲載いたします。 
 

――――◇◆◇――――――――◇◆◇――――――――◇◆◇――――
 
 

イベント・交流会のご案内 
 

『ミニコンサートカフェ～気功体験～』 

ゆったりとした音楽にのせて、気功を体験して 

みましょう。 

￮日時：6 月 5 日（土）12：15～13：00 

￮出演：健康気功サークル 

『音楽劇を楽しみましょう』 

子どもから大人まで、みなさんでご覧ください。 

￮日時：6 月 12 日（土）10：30～12：00 

￮演目：おつかいありさん 

￮出演：井上のぶ子 
 

『映像シリーズ ～ふるさと戸塚～』 

1970 年代の戸塚の映像とお話です。 

￮日時：6 月 13 日（日）13：30～16：00 

￮解説：戸塚文化協会 染川春雄 

戸塚区商店街連合会 手塚康夫 

『シニアライフを豊かにする 

～おしゃべりサロン』 

シニアの皆様の交流会です。 

多くの人と出会い、語り合いませんか？ 

￮日時：6 月 25 日（金）13：00～15：00 
 

いずれも場所はとつか区民活動センター、参加費無料、申込不要です。どなたでもお越しください。 
 

――――◇◆◇――――――――◇◆◇――――――――◇◆◇―――― 

 

名瀬出身のオランダ流名医・門倉玄春 
 

名瀬道路のバス停中村から北に入ると、ゴルフ練習場があり、並んで門倉家があります。ここが幕末

に蘭方（オランダ流）医として活躍した門倉玄春の生家です。 

玄春は少年期から江戸に学び、当時蘭方医で最も高名な伊東玄朴の塾で医術を修めました。推挙

されて山稜奉行戸田大和守の侍医となりましたが、長崎遊学を認められ、一層技を磨きました。34 歳

の時戸田家へ帰任し、蘭方医として大いに腕を揮いました。 

しかし 37 歳の時、師玄朴のいる横浜へ向かうべく、築地から蒸気船に乗りましたが、出航直後汽缶

爆発で大火傷を負い絶命しました。もっと活躍が期待されたのに、残念でなりません。 

※戸塚歴史の会「とみずか」35 号を参照しました                  （戸塚歴史の会 及川治雄） 

○●○ 地元の歴史・ワンポイント紹介 №9 ○●○ 

○●○ ご参加お待ちしています ○●○ 
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情 報 掲 示 板 

『とつかパソコンナビゲータ』 

パソコン講座の案内と開催日 

【日時】①7 月 7、14、21 日（水）の 3 回 

9：30～12：10 パソコンでお知らせを作

る（Word 初級:Vista 版） 

※定員 12 名、締切 6/23 

②7 月 9、16、23、30 日（金）の 4 回 

10：00～12：00 初めてさわるパソコン

（PC 入門）※定員 7 名、締切 6/23 

【場所】とつか区民活動センター 

【受講料】テキスト代込みで 3000 円/ 

1 講座 

※パソコンは原則持込。但し、持参で

きない方には主催者が用意します。 

（有料：500 円/1 講座、台数に限り有） 

お申し込みや講座内容について詳し

くは電話でお問い合わせください。 

【申込】往復葉書に①講座名②開催

日③氏名④電話番号⑤使用 PC の OS 

（XP、Vista など）⑥パソコンの持ち込

みの有無 を記入 

宛先：〒244-0805 横浜市戸塚区川上

町 91-1 モレラ東戸塚３F とつか区民活

動センター内「とつかパソナビ（No.2）」 

【問合せ】Tel① 861-3977(藤岡)  

Tel②881-7713（鶴岡） 
 
『多言語で育てる豊かな心と 

コミュニケーションの力』 

ヒッポファミリークラブ体験会に来てみま

せんか？ 

【日時】6 月 18 日（金）、22 日（火） 

10：00～12：00  0 歳から、参加無料 

【場所】とつか区民活動センター 

【申込・問合せ】ヒッポファミリークラブ

Tel 0120-557-761 

http//www.lexhippo.gr.jp 

『２才からの わくわく親子たいそう』 

公園や室内遊びだけでは物足りなくなっ

ていませんか？スポーツインストラクタ

ーと一緒に、フラフープやマット等を使っ

て体育館で元気いっぱい楽しくからだを

動かしましょう！ 

【日時】毎月第 3 火曜日（８月を除く） 

10：00～11：00（6 月 15 日、7 月 20 日） 

※15 分程度早めに来場ください。 

☆2 歳になる月から参加可能です。ま

ずはご体験ください！☆ 

【場所】東戸塚地区センター1 階体育館 

【参加費】体験費 500 円（１回のみ）  

【申込・問合せ】 

usagigumi3_4@yahoo.co.jp 

開催 1 週間前までに、件名に参加希

望日・参加される保護者の方のお名

前を、本文にお子さまのお名前（ふり

がな）・生年月日・性別・電話番号を明

記の上送信してください。（第 2 火曜日

迄で、その月の申し込みを締め切り） 

【講師】皆川尚子先生 

【主催】ひらひらクラブ 

 

『モレラパークイベント』にとつか区民

活動センターで活躍の団体が出演 

【日時】7 月 10 日（土） 

11：00～17：00 

環境アースプロジェクト（展示） 

13：00～小山義和（ヨーデル歌唱） 

14：00～アロアロ（ハワイアンウクレレ） 

【場所】モレラパーク 

【主催】㈱ベンハウスアドバンス、エフ

エムとつか 

雨天の場合イベントは中止ですが、上

記演奏のみ 12:10～とつか区民活動

センターで開催します。 

『とつか交流サロン』 

毎月第4 火曜日はトークで交流。 

どなたでもご参加お待ちしています。 

【日時】6 月 22 日（火）18：00～19：50 

【場所】とつか区民活動センター会議室 

 

『第 13 回社会人のための大学フェア

in かながわ-学びに U ターン-』 

大学・短期大学や大学院の社会人入

学・聴講生制度・公開講座をもっと知

りたい方へ。大学担当者による個別

相談、資料配布・閲覧、講演、体験公

開講座などを開催します。 

【日時】7 月 2 日（金）16：00～19：00 

7 月 3 日（土）10：00～16：00 

【場所】かながわ県民センター 

【入場料】無料 

【主催】かながわ大学生涯学習推進協議会 

【問合せ】神奈川県生涯学習情報センター 

Tel045-312-1121 内線 2503 

http://www.planet.pref.kanagawa.jp 

「PLANET かながわ」－「社会人のため

の大学情報」 

なお、9 月にも公開講座情報満載の大

学フェア第 2 弾を開催します。 

 

『美織会からのお願い』 

家の中で眠っている傘はありません

か？センターにお持ちください！もう

使わなくなった傘、捨てようと思ってい

るあなたの傘が子どものエプロンやス

モック、お買いもの袋に生まれ変わりま

す。柄と骨をはずして布の部分だけお

持ち下さい。ビニール傘

は不可。カラフルな傘の

布大歓迎です。 

 

   
とつか区民活動センター 

地域
こ こ

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 

市民活動・生涯学習活動・ボランティア 

活動の情報提供や、講座・研修・交流会 

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・ 

貸しロッカーなどの貸出しをしています。 

JR 東戸塚駅西口から徒歩1 分 
 

お車の方はモレラ駐車場をご
利用ください 

交通のご案内 

JR
東
戸
塚
駅 モレラ 

東戸塚３Ｆ 

西口 

至横浜 

至戸塚 

オ
ー
ロ
ラ 

モ
ー
ル 

 東
口 

☺センターからのお知らせ 

忘れ物がたくさん届いています。 

帽子や傘、タオルなど、センターご利用時

に置き忘れてはいませんか？ 

お心当たりがある方は、とつか区民活動セ

ンターまでご連絡ください。 

 


