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ヤングマンによる活動発表会-第 2 弾- 

がんばっている若者がいるのをご存じですか？ 

昨年好評だった『ヤングマンによる活動発表会』

を今年も開催します！ 

大学生をはじめとする若い世代が、自分たちの取

り組んでいるボランティア活動について発表・報告

します。聴いてみたい！という方は、ぜひ足をお運

びください。発表内容は昨年と異なりますので、前

回参加したという方もお気軽にお越しください。 
 

♣日時：8 月 15 日（日）13:00～15:30 

♣場所：とつか区民活動センター会議室 

♣費用：無料   ♣発表者：ハビタット MGU 他 

♣申込は不要です。当日直接お越しください。 

 

多文化サロン-第 11 弾- 

     ベトナム 
 
腕を組むポーズは、ベトナムでは何を

意味すると思いますか？ 

ベトナムと日本の懸け橋として活動

されている講師チャンさんから、両国

の文化や慣習の違いについて、興味深

いお話をうかがいます。ベトナムコー

ヒーとお菓子も楽しめます。 

♣日時：7 月 17 日（土） 

13:30～15:30 

♣場所：とつか区民活動センター 

♣費用：無料 

♣当日直接お越しください。 

行ってきました!!  明治学院大学戸塚まつり 
～明治学院大学横浜キャンパス  ５月３０日（日）～ 

 

「大学をもっと地域に開き、交流を深めたい」 

大学が主催する“戸塚まつり”の思いにとつか区民活動センターが手を挙げ、交流を深めてき

ました。センターの応援団「センターボランティア」のみなさん、東戸塚地域の消費生活推進委

員のみなさん、総勢 15 名での参加となりました。 

当日は「エコたわしつくり」「小物つくり」「占い相談」 

などのコーナーを設け、訪れた人とできるだけたくさん会話 

をしながら楽しめるいやしの空間をつくりました。 

訪れたお子さん、学生、お年寄りの方たち、そして今回 

参加したセンター側も楽しい時間を過ごすことができました。 

来年はみなさんもご一緒に参加してみませんか !! 
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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 
 

先月号に引き続き、とつか区民活動センターに登録されている市民活動団体をご紹介します。 

詳細についてはセンターまでお問い合わせください。 
＊４月末現在 情報公開を希望されている団体のみです。 

【文化・芸術・スポーツ】   
 

団体名 活動内容 

ラウレア フラダンス 

健康気功サークル 心と体の活性化 

彩の会 絵手紙 

ホアロハ ウクレレ、フラダンス 

東戸塚オカリナ教室 オカリナ演奏 

戸塚混声合唱団 合唱 

やまゆりコーラス コーラス 

横浜楽友会 コンサート開催 

木版こげら 木版画 

太極拳 ドラゴン 太極拳 

いろりばたの会 自分史・エッセイ 

東戸塚五行歌会 五行歌を詠ずる 

正調江差追分 

横浜鴎舟会 

江差追分及び 

各地民謡 

ちぎり絵ポピーの会 ちぎり絵 

秋葉尺八倶楽部 尺八演奏 

東戸塚マジシャンズ 

倶楽部 
マジック 

手話ダンス さくら 手話ダンス 

横浜ベイサイドゆく春会 俳句 

久保田晴山会 
吟、民謡、童謡、 

ナツメロ 

木の芽会 俳句 

KMC 横浜ジュニア 

ヨットクラブ 

ヨット 

（小２～中学生） 

かよちゃん劇場 人形劇 

戸塚蒼宇モザイク同好会 タイルモザイク 

横浜映像文化研究所 映画、映像 

戸塚見知楽会 
史跡探訪、 

歴史講演会 

つむぎ俳句研究会 俳句 

男声合唱団 

横浜メールクワイア 
合唱 

アロマカップ アロマストレッチ体操 

戸塚ウォーキング倶楽部 ウォーキング 
 

団体名 活動内容 

コール、モモ 合唱 

五葉会 俳句 

エンジョイスクラップ 

ブッキング 
写真を残す 

NPO 法人国際障害者 

スポーツ写真連絡協議会 

障害者スポーツの広報

支援 

戸塚合唱連盟 合唱 

水彩画サークルみずえもん 水彩画 

湘南シェイクスピアの森 市民企画の文化講演会 

レモングラス ハーブでティータイム 

湘南吟遊会 詩歌吟詠と朗読 

ベリーダンスと中国古典舞 ベリーダンス 

夢～。 人形劇 

アロアロ ウクレレ 

フォーC's 健康な体作り 

VIVA とつか合唱団 混声合唱 

おと工房 ぽりま 音楽を通じて楽しい時間 

アートの時間 
アートイベントの企画・

運営 

地球音楽園 共同音楽創作 

出前コンサート 出前コンサート 

ペープサートサークル 

「おもちゃ箱」 
紙人形劇 

アンサンブルメルカート トロンボーン、ピアノ演奏 

ケ・ベラ・コーザ ボランティア歌唱 

好友会フォトクラブ 写真 

戸塚レクリエーション協会 区民ハイキング 

ハーモニカ愛好会 明日葉 ハーモニカ演奏 

MUSE 子ども向けコンサート 

エンジョイフォトライフクラブ 写真 
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♣イベントのお知らせ♣ 

～教えてください活動内容～ 

ひまわりの会 <折り紙> 
 

3 年前のボランティアフォーラムで、偶然同席とな

った視覚障害の方が、ふとおっしゃったひとことが、

この会の始まりでした。 

「目の不自由な私でも、こんな折り紙がおれるでし

ょうか」その折り紙は、テーブルの彩りのために、私

がおったものだったのです。 

それまでの私は、視覚障害者の方々とのお付き合い

はなく、どうしたらよいのかまるでわかりませんでし

た。迷って折り紙の先生に相談したところ、やってみ

ればとのお答で、そのお答に背中を押されて、折り紙

を教えるこの会が始まりました。 

その後、その方のお友達も加わって会員が増え、現

在では 6 名の視覚障害の方に、毎月この会を楽しみに

していただいています。 

この春からは、会場をとつか区民活動センターに移

したことで、戸塚区民以外の方々からも、参加したい

という声をいただくようになりました。 

この活動を通じて、ハンディのある方々の活動の視

野を広げるお手伝いが少しでもできていればうれし

いです。          （代表：芹澤洋子） 

 

～地元の歴史ワンポイント紹介 No.10～ 
 

『上矢部の大善寺と旗本石川家』 
 

阿久和川が平戸永谷川と合流す

る手前の右岸を、西へ入る道に従

って、横浜新道を潜ると、正面に

大善寺があります。 

同寺は江戸期を通じて、地元神

綾部の領主だった旗本石川家の菩

提寺で、後の丘の墓地に石川家

代々の立派な墓が並んでいます。 

江戸初期、石川重政を開基とし

て建立されましたが、徳川家康の

鷹狩り時の御膳所となり、10 石の

朱印状を与えられた大寺でした。 

重政は徳川の三河以来の旗本

で、多くの戦に従い武功を挙げて

います。慶長元（1596）年、87

歳で亡くなり、同寺に葬られまし

た。2 代後の政次は、目付・船手・

山田奉行を務め、4500 石の大身

旗本になりました。 

（戸塚歴史の会 及川治雄） 

モレラパークイベント 
 

センターで活躍するみなさんが

モレラ東戸塚のイベントに出演。 
 
☆7 月 10 日（土） 

11：00～17：00 

環境アースプロジェクト（体験） 

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） 

雨天の場合イベントは中止。 

演奏のみ 12：10～とつか区民 

活動センターで開催します。 

ミニコンサートカフェ 
 
ハワイアンソングとフラ

ダンスソロ♫音楽とお茶

でホットなひとときを～ 
 
☆７月３１日（土） 

12:15～12:55 

出演:ケカイ マリノ 

会場:とつか区民活動 

センター 

おしゃべりサロン 
 

交流を通して色々な方と出

会い、語り合ってみません

か！！みなさまの参加をお待

ちしております。 

参加費無料、申込不要で

す。 

☆7 月 23 日（金） 

13:00～15:30 

会場:とつか区民活動 
センター 

モレラ東戸塚夏まつり 

☆７月２4 日（土） 

14:00～19:30 
モレラパークに集合！ 
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         情 報 掲 示 板 地域のおすすめ情報です 

【劇団年輪 47 回公演 

『流れゆく絆』】 

戸塚区役所後援事業・劇団年輪 35 周

年記念。“年輪”が自信を持ってお届

するちょっぴり泣かせる 2 時間半。運

命に翻弄された親子の再会、お見逃

しなく！ 

♣日時：8 月 1 日（日） 

14:30 開演（14:00 開場） 

♣場所：戸塚公会堂 

（戸塚駅下車徒歩 5 分） 

♣料金：大人 900 円、小学生 500 円、

親子ペア 1000 円 

♣申込：当日券は劇場のみ。前売りは

戸塚区役所 5 階売店、またはとつか区

民活動センターまで 

 

【とつかｳｫｰｷﾝｸﾞ倶楽部例会情報】 

戸塚ウォーキング倶楽部は、創立 15

年目を迎えた歴史のあるクラブです。 

神奈川県を中心に、毎月 2 回の例会

を開催し、約 200 人の仲間が、10km

前後のコースを楽しんでいます。 

♣今後の例会予定： 

・7 月 10 日（土）および 22 日（木） 

港北区の池と神奈川区の公園 

・9 月 15 日（水）および 25 日（土） 

水と緑の多摩川と等々力渓谷 

・10 月 厚木航空基地を一周 

・11 月 新幹線操車場と羽田空港 

・12 月 舞岡公園から本郷台 

♣年会費：1500 円 当日は無料 

♣問合せ： 

事務局 早川 Tel 822-9126 

【教育資金準備に関する勉強会】 

教育費の現状を知り、将来に備えるた

め積立貯蓄や学資保険などの選択肢

がある中、「どうやって子どもの教育資

金を準備すれば有利なのか？」 選び

方のコツを勉強しましょう。０歳から小

学生までの子どもを持つ保護者の皆

様向け勉強会です。 

♣日時：7 月 10 日（土）13：30～15：00 

♣場所：とつか区民活動センター 

♣参加費：500 円 

♣主催：ＮＰＯ法人日本ＩＦＡ協会 

♣申込：電話又はファクス、Ｅメール 

♣問合せ： 

ライフパートナーオフィス内 NPO 法

人日本 IFA 協会理事・石村 

Tel 821-6907/Fax 821-6912  

E-Mail：

life-partner@sky.plala.or.jp 

 

 

【とつか盛り上げ隊！ 

メーリングリスト登録者募集】 

とつか盛り上げ隊とは、区政 70 周年を 

盛り上げるために集まった、区民の皆

様のネットワークです。 

登録すると・・・区内のイベント情報がメ

ルマガのように届く、情報や意見交換

ができる、新しい仲間が見つかる、イ

ベントの PR ができる。 

♣問合せ： 

戸塚区役所地域振興課・家田 

Tel 866-8412、E-Mail： 

to-chishin@city.yokohama.jp 

【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：①8 月 6、13、20、27 日（金）の

4 回 10：00～12：00 パソコンでお知ら

せを作る（Word 初級 XP 版） 

※定員 7 名、締切 7/23 

②8 月 11、18、25 日（水）の 3 回 

9：30～12：10Excel 初級（表計算と家

計簿作り）※定員 12 名、締切 7/23 

♣場所：とつか区民活動センター 

♣受講料：テキスト代込 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）

申込みや講座内容については電話で

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：①Tel 881-7713（鶴岡） 

②Tel 861-3977(藤岡) 

 

♣日時：③7 月 29 日、8 月 5、19、26 日

（木）の 4 回 14：00～16：00 高齢者のた

めの「初めてさわるパソコン」（PC 入

門）※定員 20 名 

♣場所：下倉田地域ケアプラザ、受講

料等はお問い合わせください。 

♣問合せ：③Tel 866-2020（下倉田地

域ケアプラザ 第 3 月曜日休館） 

  
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 

 

本誌『ゆめのたね』発行後、発送のお

手伝いをしてくださるボランティア

を募集しています。 

詳しくはセンターまでお問い合わせ

ください。 


