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とつか区民活動センター情報紙 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 17 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とご報告 
 

～人と人、国と国を結ぶ国際交流～   ◈多文化サロン◈ 

7 月 17 日（土）はベトナム紹介。いつもと違うベトナムのコーヒーとお菓子をいただきながら、

お話をうかがいました。講師のチャンさんは、自身で経験した難民という重いテーマを、涙を流しな

がら話してくださいました。とても勇気があり色々と考えさせられるお話で、難民という言葉をほと

んど知らなかった参加者にも、難民の方たちの気持ちや苦労、生活を知る貴重な時間になりました。 

8 月 14 日（土）のタイは分かりやすい映像と、講師タネスさんの 

素敵な踊りを観賞した後は皆さんも一緒に輪になって踊りました。 

参加者からは、外国の事をもっと知りたい、外国の 

方とどんどん交流をしたい、積極的に関わりたいと 

いう声を沢山いただきました。毎回様々なテーマで 

お話をうかがう多文化サロン、次回はエクアドルです。 

多文化サロン第 13 弾 エクアドル 

日時：9 月 11 日（土）13:30～15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤングマンによる活動発表会 第 2 弾 を開催しました★ 
 

8 月 15 日（日）、4 団体 14 人の若い世代が、自ら取り組むボランティア活動について発表

しました。発表内容は、「若者の居場所」をテーマにしたものや、「もう一つの箱根駅伝」の開

催など、多岐にわたりました。昨年から若者応援の一環として始めたこの発表会は、若者が自分

の活動を発表することで、あらためて自信を持って自らをみつめるきっかけになっています。 

残念ながらお盆休みのためか一般参加者の方が 

少なかったのですが、たくさんの質問や温かい 

メッセージをいただき、ありがとうございました。 

今後は若者応援ということに加えて「普段若い 

人と接する機会がない」 

という方にとっての 

世代間交流という面 

でもお役にたちたい 

と考えています。 
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♬戸塚高校の文化祭(戸高祭)に 

参加します！！！ 

◈日時：9 月 18 日(土)午後を予定 

“高校生に夢を”というテーマでゲストをお呼びし、

自らの体験談や夢について語っていただきます。 

高校生はもちろん、高校生以外でも、がんばって

いる人の話を聴いて元気をもらいたい！という方は、

ぜひお越しください。 

 

▲ベトナムの紹介 

◀タイの踊りをみんなで～ 
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区内施設のご紹介 
 
 

行ってきました、大正地区センター 

真夏の陽射の照りつける 8 月 3 日（火）、原宿にある国立病院の前でバスを降りて、大正地区セ

ンターを訪ねました。理事長の杉山さんと館長の佐保さんから、センターの魅力をうかがいました。 

①センター主催講座を多数開催して、自主グループの結成につなげている 

 たとえば、現時点で開催中のセンター主催講座は 19 を数え、内容も音楽、運動、語学、パソコ

ン等々多彩です。期間終了後は、受講者が自らグループを作って、運営にあたっておられること

が、民間のカルチャセンターとはひと味ちがう魅力です。 

②地域の皆さんに密着した活動を行っている 

 ・近隣の国立病院や横浜薬科大学などと提携して、関心の高

いテーマで講演会を開催し、毎回多数の参加者があります。

ちょうど訪れた当日もアルツハイマー病に関する講演会があ

り、90 名が参加される盛況でした。 

 ・春には「ふれあい演芸発表会」、秋には「センター文化祭」

を開催し、活動団体に発表の場を提供しています。地域住民

からも楽しみにしていただいています。 

③施設利用の年間予約制度の採用 

 利用率の高い団体には、4 月に年間一括して施設を貸し出す仕組みがあります。 

来年開設 30 年を迎える歴史のあるセンターだけに、利用者の皆様が充実した設備をフルに活用し

て、本当に楽しそうに活動しておられるのが、とても印象的でした。いままで利用機会がなかった方、

一度足を延ばされたらいかがでしょう。きっと楽しいイベントが見つかりますよ。 
 

戸塚交流イベント 
運営委員会報告 

 

7 月 23 日（金）第 1 回運営

委員会が開催されました。 

“わくわく楽しめる”“新し

くつながる、仲間ができる”“参

加者が五感で体験できる”とい

ったようなコンセプトを創り、

プログラムを決定。 

その後 7 月末より「活動紹介」

「コーナー」「物語」「広報」

の４チームに分かれて、それぞ

れがイベント開催に向けての準

備を開始しました。まずは各チ

ームの役割を考え、誰を対象に

何をどんな手法で行うかのアイ

デアを出し合っています。 

運営委員会の進行状況は毎月

ご報告して行きます。 

真夏の夕べコンサート 
 

8 月お盆（15 日）猛暑の中を 47 名の方が集まり

ました。 

まずはハイビスカスのレイとアロハシャツ姿のウ

クレレグループ『アロアロ』が奏でるハワイアン音楽

と歌で会場はハワイアンムードに。次に真野学氏によ

る紙芝居では、昭和初期の実話、日本人形とアメリカ

人形が海を渡り交わされた親善活動を描いた『青い目

の人形』が披露されました。 

後半は、左貝美穂子さん演奏のキーボードとリコー

ダーに合わせ、一緒に日本の唱歌を歌い、盛り上がり

ました。最後の曲「夏の思い出」まであっという間で、

なごり惜しいコンサート終了となりました。きっとス

テキな夏の思い出になったことでしょう。 

次の機会をお楽しみに！ 

 

 

 

 

＜大盛況のセミナー＞ 
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～地元の歴史ワンポイント紹介 No.12～ 
 

『見付・・・宿場の出入口』 
 

戸塚ダイエー前レストランの横、

東海道沿いに「戸塚宿江戸方見付

跡」という石碑があります。見付は

宿場の出入口のことで、各宿場に江

戸方と上（京）方の二つがあります。 

戸塚も東海道の大きな宿場です

から、当然二つの見付がありまし

た。江戸方はダイエー前、上方は大

坂下のサイゼリヤ前です。両者の間

が宿場で、約 2.2キロの長さでした。 

見付は、道の両側に土手状に土盛

りしたり（神奈川宿）、石垣で塚を

築いたり（戸塚宿）したようです。 

大名行列は見付で隊伍を整えて

宿場入りし、去る時は見付まで整斉

と進み、そこから楽な形にしたよう

です。宿の方でも役人達が送迎し、

関札を立てて敬意を表する場所で

した。 

（戸塚歴史の会 及川治雄） 

 

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！！参加費無

料、申込不要です。 

★9 月 24 日（金） 

13:00～15:30 

会場:とつか区民活動 
   センター 

モレラパークイベント 
 

センター登録団体が出演しま

す。ぜひお楽しみください。 

★9 月１１日（土） 

11：00～ よさこいソーラン夢 

14：00～ マチャスカ 
（フォルクローレ） 

15:30～ 横浜鴎舟会 
（江差追分） 

場所：東戸塚駅前モレラパーク 

戸塚東急プラザ 
地域交流イベント 
 

戸塚駅前トツカーナに、毎月地域

の方が出演。センターが協力し

ています。 

★9 月 12 日（日） 

13：00～13：30 と 14：00～14：30 

場所：トツカーナ 4 階スクエア A 

出演：ハーモニカ愛好会 明日葉 

～教えてください活動内容～ 
 

♫ 東戸塚うたう会 ♬ 
 

4 年前でしょうか～。おばさんばっかり集まって「腰

が痛いの、足が悪いの」とぐち話に花が咲きました。同

じ花を咲かせるなら歌をうたって元気な花にしたいと思

い、知っている歌を何でも歌う事にしました。 

そのうちによくしゃべり、よく笑い、よく歌っている

と皆な元気になり、そして人の前で歌うようになったら、

なんとなんと、歌う度に若返って、同年輩の人たちの前

でも平気でうたえるようになりました。 

「皆さんお若いですね」と言われると困ってしまいます。 

「いえいえ、あなたより歳上ですよ～。のど飴でもあげ

ましょうか」と言って大笑いです。そして嬉しい事にあ

ちらこちらからお声をかけていただき、人前で歌う事が

多くなりました。いつまで介護保険のお世話にならず、

現状維持出来るか、おじさん、おばさんばっかりのうた

う会ですが、いつも笑顔で頑張っています。 

月 2 回のうたう会にぜひあなたもお出掛けください。

お待ちしています。 

原宿ケアプラザや東戸塚ケアプラザ 

などによばれてうたっています。 

敬老会やクリスマス会の予定もあります。 
 

お問い合わせ：821-7131（松田） 



とつか区民活動センター情報紙 ゆめのたね 第 17 号     2010 年 9 月 1 日 

（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

前の号に掲載した登録団体の中で、次の

団体が漏れていました。お詫びして訂正

（追加）します。 

団体名：戸塚日本語交流会 

ジャンル：外国人への日本語支援 

情 報 掲 示 板 

こころの健康を考える講演会 わが子のための“お金”講座 

鎌倉史跡探訪のご案内 

“うちの茶の間”遊びに来てください！ 

こころの健康について関心のある方、こころの病を 

抱え生活のしづらさを感じている方、こころの病を 

抱える方を支援している方、一緒にこころの健康に 

ついて考えてみませんか？ 

 

【日時】9 月 22 日（水）14：00～15：30 

【場所】原宿地域ケアプラザ 多目的ホール 

【対象】こころの健康について考えてみたい方 

    こころの病を抱え生活のしづらさを感じて 

いる方 

    こころの病を抱える方を支援している方 

【テーマ】「心の健康について考える」 

【講師】戸塚福祉保健センター長 

勝島 聡一郎（医師） 

【問合せ】原宿地域ケアプラザ 

【担当】地域交流 菊池  Tel 854-2291 

【主催】戸塚区内 6 館地域ケアプラザ「あったまり場」 

     連絡会 

古都鎌倉を一緒に散策しませんか？北條氏常盤

邸跡、笛田公園などをめぐります。 

【日時】9 月 12 日（日）10：00（15：00 頃解散） 

【集合場所】ＪＲ鎌倉駅西口近くの時計台下 

【参加費】資料代 500 円 

昼食持参、集合場所へ直接参集ください。 

【主催】戸塚歴史の会 

【問合せ】Tel 895-0357 櫻井 

第一部「どのくらいかかるの？教育費！」 

～ムリなく準備するために～ 

「わが子にはやりたい事をやらせてあげたい！」の

が親心。「いまどきの教育費っていくらかかるの？」

そんな疑問にお答えします。 

第二部「お金の教育ってどうする？」 

～おこづかいはその第一歩～ 

わが子がしっかり自立できるよう「おこづかいはいく

らが妥当か？」気になるところ。ざっくばらんに意見

を聞けば、思いもよらないヒントが･･･。 
 

【日時】10 月 14 日（木）10：30～12：15 

第一部 45 分程度の講座形式 

第二部 45 分程度の座談会形式 

【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 

【共催】金銭教育チーム ライフデザインバンビーニ 

【申込】電話又はファクス、Ｅメールで下記まで 

【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 メール life-partner@sky.plala.or.jp 気軽にちょっと立ち寄れて、お茶でも飲みながら、お

話しできたら・・・そんな場所ができました。 

少しずつ顔なじみになって、居心地のいい場所にして

いきましょう。おしゃべり、相談、愚痴こぼし・・・何でも

いいのです。 

まずはいらしてみてください。お待ちしています。 

※ボランティアの有志で 8 月から始めています。 
 

【日時】毎週木曜日 13：00～15：00 

【場所】とつか区民活動センターの 

ミーティングコーナー 

【対象】65 歳以上の方 

 


