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戸塚交流イベント運営委員会始動！！ 

みんなで防災訓練 
 

「このビルの階段はどこ？」 

「非常口は？」 

「何かあったとき避難はどうするの？」 

センターを利用されている皆様から、

そんなお声をよく耳にします。 

そこで、消防署の協力の下、利用され

る皆様と一緒にセンターで防災訓練を

実施します。避難経路、非常階段の確認、

消火器の使い方のほか、ビルにも設置さ

れている AED の講習などをとり行いま

す。ご自身を守るためにも、皆様ぜひご

参加ください。 
 

日時：8 月 20 日（金）10:30～12:00 

場所：とつか区民活動センター会議室 

 

 

 

 

真夏の夕べコンサート 
 

ウクレレの音色でハワイの 

さわやかな風を… 

キーボードとリコーダーに 

合わせてみなさんの歌声もご一緒に♪ 

真夏の夕べ、音楽でほっと涼しいひとときを！ 
 

日時：8 月 15 日（日）15:45～16:45 

出演：アロアロ（ウクレレ演奏・歌） 

左貝美穂子（キーボード・リコーダー演奏） 

    真野 学（ミニ紙芝居） 

多文化サロン 12 弾 
伝統とモダンの玉手箱、タイ 
 
トムヤムクンをはじめ生春巻、パッタイなどの 

タイ料理は日本でも人気。講師のタネスさんによ

る映像を交えてのお話。踊りも披露してください

ます。 

日時：8 月 14 日（土）13:30～15:30 

場所：とつか区民活動センター会議室 

参加費無料でどなたでもどうぞ。 

人間彫刻?! アイスブレイクで体を使っ

た表現。メンバーも打ち解けることがで

きました。（写真は電車内の一場面） 

本紙第 14 号に掲載した「戸塚で出会いの輪を広げるイ

ベント」を行うための、企画運営ボランティアの募集には

30 名以上の応募がありました。 

6 月 25 日の説明会の後、7 月 1 日、9 日には勉強会を

開き、チーム力を高めるワークや、どんなイベントにする

かについて活発な意見交換を行いました。 

地域で何かしたい、つながりたい人達が気軽に参加でき

るフォーラム開催を目指して、プロジェクトはまだ始まっ

たばかり。今後も経過をご報告して行きます。 
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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。 

【環境、地域、人権、国際協力、こどもの健全育成】   
 

団体名 主なジャンル 

美織会 エコ活動の推進 

フリー・団 まちづくり 

とつか環境エコプロジェクト 
住民への環境教育、 

環境広報活動 

生ごみを活かす会・横浜 
生ごみの資源化、 

有機農業の普及 

賀寿団地自治会 地域交流、高齢者支援 

東戸塚 9 条の会 憲法 9 条を守る 

ナルワン 留学生のサポート 

留学生と語り合う会 日本語指導、国際交流 

中国語交流会 語学（中国語） 

日本語ボランティア 

「わかば」 
日本語指導 

国際交流 横浜語楽 語学指導 

グループ「わ」 国際交流 

WE21 ジャパンとつか 海外支援 

食から始める国際交流 料理を通じての国際交流 

横浜エスペラント会 
エスペラント語の学習、 

普及活動など 

ユッカの会 
日本語学習 

外国人への生活相談援助 

日独婦人交流会 国際交流 

地球の木 国際協力、地球市民教育 

レッツスピーク 英語の学習 

JCC 国際交流 

きぼう火曜日、水曜日、

木曜日教室 
日本語指導 

ボーイスカウト横浜 

第 123 団 
ボーイスカウト活動 

とつかおはなしの会 おはなし会 

ひらひらクラブ 子育て支援 

横浜自然育児の会 

（母乳サロン） 
母乳育児 

どれみキッズ 障がい児余暇活動 

戸塚リーダースクラブ 子供達の支援 

*一部略称で記載しています。 

団体名 主なジャンル 

鉄道子ども会 鉄道通じ子どもの育成 

戸塚インディアンズ 少年少女ソフトボール 

Bebe Mere 子育て支援 

「子どもに夢を」 

西横浜支部 
折り紙 

コロコロラッコ 母同士の交流 

ファミリーアシスト 子育て応援 

東俣野つゆくさ自然 

観察会 
自然に親しむ 

子育て支援グループ

「ティータイム」 

子どもを持つ親の為の

教育、支援 

とっとの芽 子育て支援 

湘風舎 
軽度発達障がい生徒、

児童対象パソコン教育 

人形劇コッペ 人形劇 

舞キッズクラブ 子育てを楽しむ 

はまっこひろば 子育て支援 

子供アートプロジェクト 子どものアート 

キララの教室 
外国につながる子ども

への学習支援 

どんぐりの会 子育て情報交換 

日本 IFA 協会 金銭教育 

おっちー塾 
外国につながる子ども

への学習支援 

＠パソ楽 パソコン普及の活動 

ｅ－プラザ パソコン 

FRIEND パソコン 

自立・支援アリス 高齢障害者就労支援 

英語勉強ｻｰｸﾙ横浜 社会人の英語学習 

戸塚まちづくりユニット まちづくり 

元気発信・楽志倶の会 
自主企画講座、 

貸しスペース 

戸塚ネットワーク 
市民活動・団体のネット

ワークづくり 

フォトクラブ柏桜 
写真を通じて生き生き

人生 
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イベントのお知らせ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～教えてください活動内容～ 
 

五葉会（とにかく楽しい俳句の会） 
 

現在の会員は 35 名余で、 

秋葉町、前田町、品濃町、 

川上町、上品濃町および 

その周辺にお住まいのシル 

バー世代、男女比はほぼ 

半々です。会のスタートは平成 17 年ですが、

会歴の古い方ばかりではなく、先月入会の方も

おられます。「五葉会」はいわゆる俳句結社と

は趣を異にし、「俳句を人間交流の道具にして、

みんなで楽しく語り合う会」を目指しています。 

4 つのグループに分かれて、各毎月一回の句

会を催しています。（全て 13:30-16:30）  

①第２日曜日の会（とつか区民活動センター） 

②第２木曜日の会（秋葉中学校ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ） 

③第３水曜日の会（秋葉中学校同） 

④第４日曜日の会（東戸塚地域ケアプラザ） 

ご入会をお待ちしています。 

ご連絡は、090-4675-7219（携帯）か

045-438-8134 まで （主宰者 藤原正男） 

～地元の歴史ワンポイント紹介 No.11～ 
 

『五大夫橋の由来』 
 

戸塚のブリヂストン工場前に五大夫橋

があります。舞岡川に架かる東海道の橋

ですが、中世末の天正年間徳川家康が関

東に入国した時、中田（現泉区）に蟄居

していた石巻五大夫がこの場所まで来

て、出迎え挨拶した故事から、五大夫橋

と呼ばれたようです。 

五大夫は小田原北条氏に仕え、重用さ

れていた人物です。豊臣秀吉の北条攻め

に際し、主命により和議交渉に当たりま

したが、残念ながら受け容れられません

でした。 

しかし、秀吉は彼の人物を評価し、手

許に留め家康に預けました。小田原城落

城後、旧領地中田に蟄居を命じられまし

たが、家康の関東支配が始まると、中田

領主として復活し、子孫が永く同地を治

めることになりました。 

（戸塚歴史の会 及川治雄） 

ギター生演奏による集い 
 
懐メロと童謡演奏をお楽しみ

ください♪ 

8 月 5 日（木）13：00～15：00

会場： とつか区民活動 

センター 

出演： 藤田清一 

参加費無料、申込不要 

 

音楽劇を楽しもう！！ 
 

小中学生による音楽劇。 

参加者全員で創り上げます。 

8 月 21 日（土） 

11：45～12：00 とっとの芽 

12：15～12：30 

とつか区民活動センター 

演目： あめふりくまのこ 

主催： のぶ子の音楽劇場 

モレラ東戸塚夏まつり 
 
みんなで盛り上がりましょう 

8 月 21 日（土）15：00～19：30 

東戸塚駅前、モレラパークで

開催！（予定） 

モレラパークイベント 
 
モレラ東戸塚にて、センター登録団

体が出演します。 

9 月１１日（土） 

10：30～ よさこいソーラン夢 

14：00～ マチャスカ（フォルクローレ） 

16:00～ 横浜鴎舟会（江差追分） 

（時間は前後することがあります） 
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情 報 掲 示 板  地域のおすすめ情報です 

【外国につながる児童、生徒への 

学習支援ボランティア入門講座】 

多文化共生の地域社会となっていく

今、地域に住む、外国にルーツをも

つ子どもたちにサポートが必要です。

みんなで一緒に考えてみませんか？

子どもたちの未来を～～ 

♣日時:8 月 20 日、27 日、11 月 19 日、

26 日、1 月 28 日（全 5 回全て金曜日）

全回の参加が基本ですが、1 回だけ

の参加も可能です。 

♣時間:18：00～19：50 

♣場所:とつか区民活動ｾﾝﾀｰ会議室 

♣参加費:1500 円（各回 300 円 各回

ごとに徴収します） 

♣定員:25 名 

♣申込方法:ハガキまたは、Fax で以

下の項目を記入の上申し込んでくだ

さい。（①講座名②住所③氏名④電

話番号、Fax 番号⑤メールアドレス） 

♣申込先：〒244-0003 戸塚区戸塚町

157-3 戸塚区役所 地域振興課 

地域活動係（Fax 864-1933） 

♣申込の締切り：8 月 17 日（火）必着 

※申込多数の場合は、抽選としま

す。申込の結果は 17 日以降全員の

方にお知らせします。 

♣主催:キララの教室 

♣問合せ:飯塚 Tel/Fax 741-1756 

 

【第 31 回とつか納涼大会】 

♣日時：8 月 16 日（月）18：00～21：00 

♣場所：戸塚小学校 盆踊り 

柏尾川にて 

灯籠流し他 

 

 

【夏休み親子体験】 

夏休みの自由研究のために、体験し

てみませんか？（小学生以上対象）

①紙粘土 ②ちぎり絵 ③折り紙 

④書道 ⑤クロスステッチ刺繍 

⑥絵画 ⑦トピアリー ⑧手話ダンス 

⑨フラダンス 

♣日時:8 月 8 日（日）10：00～ 

♣場所:戸塚地区センター 

（戸塚駅下車徒歩 5 分） 

♣体験費用:①～⑦300 円、 

⑧⑨200 円 

♣申込不要、当日受付 

（お一人でも、一般の方も、 

ご自由にご参加ください。） 

♣問合せ:とつかアートプロジェクト 

学ナビグループ 吉村 

Tel 090-2176-9527 

 

【カレル•チャペック作 

「郵便屋さんの話」朗読会】 

チェコの作家カレル•チャペックが残し

てくれた童話のひとつ「郵便屋さんの

話」を、心温まる音楽と絵に合わせて

朗読。チャペックの心優しさに耳を澄

ませてみませんか？ 

♣朗読者：虻川典久 

（“絵本の友ひびき”代表） 

♣日時:8 月 30 日（月） 

1 回目 11:00～12:00 

2 回目 13:30～14:30 

♣場所:港南国際交流ラウンジ研修室 

（上大岡オフィスタワービル 13F） 

♣参加費:無料 

♣申込不要。直接港南国際交流ラウ

ンジ研修室までお越しください。 

【親子で参加！障がいがある人と 

楽しむ交流ひろば】 

♣対象：戸塚区内在住の小学校低学年 

の生徒とその親 

♣内容：親子で参加できる、視覚障がい

がある人と折り紙、尺八や点字など楽し

むプログラム 

♣日時:①8月21日（土）②8月22日（日）

③8 月 28 日（土） 

いずれも 10：00～11：30 

♣参加費：無料 

♣定員：10 組（先着順） 

♣申込締切：各プログラムの 2 日前まで 

♣申込方法：下記申込先へ電話•Fax• 

メールで、氏名、学年、参加人数、 

電話番号、参加プログラムをお伝えく

ださい。 

♣申込•問合せ：社会福祉法人 横浜市

戸塚区社会福祉協議会 

担当:山中 

Tel 866-8434  Fax 862-5890 

E-mail:yamanaka01@yokohamashakyo.jp 

〒244-0082 戸塚区戸塚町 167-25 戸塚

区福祉保健活動拠点「フレンズ戸塚」 

♣共催：横浜市東戸塚地域ケアプラザ 

横浜市平戸地域ケアプラザ 

 

 

【戸塚東急プラザ地域交流イベント】 

戸塚駅前トツカーナで毎月地域の方が

出演します。 

♣日時:8 月 21 日（土） 

13：00～13：30、14：00～14：30 

♣場所：トツカーナ 4 階スクエア A 

♣出演:アロアロ（ハワイアンウクレレ） 

 

  
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 

『情報掲示版』に掲載する講座やイベント

情報を募集しています。但しセンターの目

的に合致しない情報はお断りする場合がご

ざいます。日時、場所、内容、申込方法、

問合せ先、主催等を、E メールまたは FAX

にてお寄せください。なお、応募多数の場

合は文字数を変更、または掲載を次号に見

送ることもありますのでご了承ください。 


