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★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

ひらめき祭（-SAI-）～来て、見て、感じて!!～
イベントを楽しみながら、ボランティア活動から生まれる人と人との温かい絆を体感できる
「ひらめき祭」を開催します。事前の参加申込みは不要です。お気軽にお越しください。
10 月 23 日（土）
子どもと絵本をつなぐ ～絵本の読み聞かせボランティア～
10:00～10:20 読み聞かせ活動内容の説明と体験談
10:30～10:50 おはなし会（0.1.2 歳児向け）
11:00～11:30 おはなし会（3 歳～小学生低学年向け） ★おはなし会には 5～10 分前
にお集りください
11:30～12:00 交流タイム
人形づくりで世代を超えた地域交流
13:30～16:00 地域交流ボランティアと一緒に楽しい人形作り
10 月 24 日（日）
折り紙を通じて、心を通わせる ～視覚障害者への折り紙ボランティア～
10:00～10:30 折り紙ボランティア活動の説明と実演
10:30～12:00 みんなで折り紙
外国人と地域の方との異文化交流を目指して
13:30～15:00 民族衣装ファッションショー
15:00～16:00 ダンスパーティー

『戸塚お結び広場』開催決定！出展者募集中です！
≪わくわく楽しめる、参加者が五感で体験できる、新しく繋がる・仲間が出来る≫を目指し交流
イベントを行います。出展団体・個人を募集致しますので、ぜひご参加ください。
日時：12 月 4 日（土）10:00～15:00
会場：戸塚小学校 体育館と校庭
応募条件：①当日参加できること ②発表者と一般参加者が繋がる工夫をすること
③政治、宗教、営利目的以外の団体・個人
申込方法：区内各施設に設置のチラシ、または当センターのホームページよりダウンロードし
た出展申込用紙に必要事項を記入のうえ、FAX または E メール、来所、郵送にて
１０月２０日（水）までにお申し込みください。（詳細は当センターまで）
応募者は説明会にご参加ください。内容はどちらも同じです。
10 月 28 日（木）17:30～19:50 とつか区民活動センター 会議室
10 月 29 日（金）17:30～19:50 戸塚区役所 4 階 1 号会議室
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・・・とつか区民活動センターは地域の皆さんの
活動の輪が広がるように応援しています

チャリティーバザーに参加
センターボランティアが中心と
なって結成した“チャーミングスク
ール”は、8/29 名瀬にある結婚式
場「久右衛門邸」にて、チャリティ
バザーに参加しました。
地元の方々と触れ合い、バザーの
売上が車椅子の寄付に結びつく事
を願いながら、楽しい一日を過ごし
ました。このバザーが定例的なイベ
ントに育つことを願っています。

敬 老 会 に出 演
9/12 深谷台団地自治会の敬老会に、
センター登録団体の“久保田晴山会（尺
八演奏）”と、地域で落語を演じている
林家助平さんが出演しました。
尺八は参加者が一緒に歌えるなじみ
深い曲目を演奏し、『黒田節』では踊り
も披露。落語で会場は盛り上がり、温か
く和やかな雰囲気に包まれるひととき
となりました。
演じる皆さんも敬老のお歳？
みなさんお元気です！

地域交流イベントに出店
東戸塚駅近くの専門学校におい
て 9/11 に開催された地域交流イ
ベントに、エコたわしを編んでい
る“愛あむクラブ”が出店。
また、まちづくりコーディネー
ターの真野学さんが、紙芝居『青
い目の人形』を上演しました。
センターは様々な地域交流イベ
ントと活動団体をつないでいま
す。

戸塚高校の文化祭に出展
愛あむクラブとは・・・
とつか区民活動センターを拠点
にアクリル毛糸でエコたわしを
編み様々な世代の人たちと心の
交流をしようと活動しています。
ご興味のある方は毎週木曜日午
前センターのミーティングコー
ナーをのぞいてみませんか？
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8 月に開催した「ヤングマンによる活
動発表会」と同様に、若者たちが“高校
生に夢を”をテーマとして戸高祭に参加
しました。高校生のパワーで賑わう中、
教室をひとつお借りして「今の自分の活
動を今後は全国規模へ、さらには海外進
出！」など、若者に夢を語ってもらうト
ークショーを開催。高校生に参加しても
らう点でむつかしさはありましたが、後
半は一般の参加者も増えてワクワク☆ド
キドキのトークショーとなりました。
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戸塚ウォーキング倶楽部

鉄道子ども会 （電車の好きな子集まれ！）
子ども達にもっと鉄道のことを知っても
らうと同時に、年齢を超えての友達作りがで
きることを目指して活動しているサークル
です。主な活動は、鉄道車両基地や博物館な
どの見学会、鉄道模型の運転会、日帰り旅行
やバーベキュー会などを月に１回程度行っ
ています。個人ではなかなか見る機会のない
鉄道会社の”現場”の見学はこの会ならでは
の魅力ですし、栃木県までＳＬに乗りに行く
など、普段家では出来ない経験も、子ども達
の成長に役立っていると感じています。
入会は幼稚園～中学生の方としています
が、スタッフ兼任の大人の方も大募集中で
す。一度活動を見学にいらして下さい。お待
ちしています。
ご連絡は会のＨＰ http://rail-fan.jp
または 070-6652-8494
（平日昼間を除く）まで
代表：竹内としひろ

健康はウォーキングから!! 戸塚ウォーキ
ング倶楽部は例会という形で、毎月２回神奈
川県内（たまには東京都区内）を歩いていま
す。あなたも参加してみませんか？
参加ご希望の方は、当日お昼ご飯と、歩
く支度をして、直接集合場所へおいでくださ
い。会員になるお申し出もその時にできま
す。会費は個人会員で年 1,500 円、入会金
はありません。会員になりますと参加の都度
の費用は不要です。会員以外の参加者からは
１回 300 円をいただいています。
会員の皆さんは、強い絆で結ばれ、とも
に歩ける喜びをわかちあう活動をしていま
す。10 月は、5 日と 23 日が例会で、厚木
航空基地をぐるっと一周歩く予定です。
（集合：相鉄さがみ野駅 9：30）
詳細は代表までお問い合わせ
ください。代表 千々輪 ﾁﾁﾞﾜ
090-7219-1821

区内施設のご紹介・・・行ってきました柏桜荘
華やかな柏尾川の桜の花が目に浮かぶ、美しい名前のついた柏桜荘は、縦に長い戸塚区でも南の方、
もう少し行けば栄区という下郷の丘の上に、円い優美な姿をみせています。
秋とは名ばかりの残暑厳しい九月の一日、ご担当の安田さんから施設の特長をうかがいました。
①柏桜荘は、横浜市内各区にひとつずつ設置されている「老人福祉センター」で、60 歳以上の方の
憩いの場です。カラオケ、囲碁、運動・・・毎日見えている方もいらっしゃるとか。
②歌、陶芸、花、体操等センターの自主講座を多数企画し、終了後は受講生が自主的なグループを結
成して活動を活発に行っています。
③特に力をいれていて、自慢できるのは音楽会です。プロ
の音楽家をお招きした本格的なもので、ジャンルも邦楽
からクラシック、ポップスなどいろいろです。毎月第４
土曜日に開催していて毎回 100 人以上の方々に楽しん
でいただいています。この音楽会にはどなたでも参加い
ただけます。
④ほかにもプロをめざす音大の学生が、ギターやバイオリンを演奏するロビーコンサートを毎週土曜
日に開催しており人気のイベントになっています。今まで柏桜荘にご縁のなかった方も、音楽会にで
かけてみませんか。横浜市戸塚柏桜荘

老人福祉センター

戸塚町 2304-5 ℡

865-3281
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情 報 掲 示 板
“WE21 ジャパン”よりお知らせ

スコーレ親力アップ講座
わが子がハードルを越えていくために

NPO 法人 WE２１ジャパンは地域の方からの衣類、

～子供の力を信じて～

雑貨など提供品を低価格で販売し、リユース・リサイク

【日時】10 月 14 日（木）10：00～11：30(受付 9:30～)
【場所】男女共同参画センター横浜

ルをすすめ、売り上げの中からネパール、ラオス、イラ
クなど主にアジアの国へ支援を続けています。

２階 セミナールーム 1、2

10 月は 16 日「世界食料デー」、17 日「貧困撲滅の

【定員】60 名
【受講料】300 円
【保育定員】15 名（2 歳以上）【保育料】300 円/人

ための国際デー」が制定されていることに合わせ、一
ヶ月間「貧困なくそうキャンペーン」に取り組みます。シ

【受講・保育】ともに要予約

ョップに募金箱を設置し、16 日の売り上げと合わせ、

【講師】（社）スコーレ家庭教育振興協会講師
下橋 八靖子

アフリカのブルキナファソへ支援することに決めまし
た。ブルキナファソは 5 歳未満児死亡率の高い国の一

【申込】電話又は FAX で下記まで

つです。乳幼児と妊産婦対象の栄養改善事業への支

【問合せ】矢橋 ℡ 851-3183
【主催】社団法人スコーレ家庭教育振興協会

援です。より多くの地域の方々に是非協力して戴きた
いと思います。ＷＥショップで「十分な食料が生産され

横浜地区実行委員会 【後援】横浜市教育委員会

ているのに、なぜ食べられない人が増えているか？」
など一緒に考えてみませんか？
【問合せ】

ホームページ作成講座
あなたの団体のホームページを作成し、活動情報

WE ショップとつか

矢部町 291

を発信しませんか？

WE ショップ東戸塚

名瀬町 764-9 ℡ 813-9911

【日時】10 月 22、29 日（金）9:30～12：00 基礎編

文化講演会「シェイクスピアの愛」と劇読、音楽の集い

12 月 17、24 日（金）9:30～12：00 制作編

第一部 講演

【場所】とつか区民活動センター 会議室
【定員】10 団体

℡ 866-0088

演題 シェイクスピアが演劇で描いたさまざまな愛～

【受講料】1000 円/団体

【申込】電話、FAX、E-mail で当センターまで

第二部 語りと音楽の集い

【持参】ホームページビルダーver9 以降搭載の

第三部 シェイクスピアの劇作品の劇読

パソコン

～家庭と劇場との架け橋～

【主催】とつか区民活動センター

【日時】11 月 7 日（日）13:00～16:15
【場所】戸塚公会堂（３階 第 1 号会議室）
【費用】区内在住 500 円、そのほか 800 円、高校生無料

正しく知ろう認知症と予防
【日時】10 月 7 日（木）、8 日（金）、21 日（木）
いずれも 10:30～12:30

【定員】先着 60 人

3 回とも同じ内容です。

【申込】葉書（氏名 住所 人数 ℡ E-mail を記入）
〒244-0003 戸塚町 282-1-804

【場所】かながわ県民センター 【参加費】1000 円
【主催】あるくらぶ 【申込】FAX 373-7281

湘南シェイクスピアの森 主宰 渡 弘幸

受講希望日、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話、

【問合せ】渡弘幸 ℡ 090-9306-5267（18：00～21：00）
または 区役所地域活動係 ℡ 866-8412

FAX 番号を記入してお申込ください。

とつか区民活動センター
こ

交通のご案内

こ

至横浜
東口

オーロラ
モール

JR

西口

東戸塚駅

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
活動の情報提供や、講座・研修・交流会
至戸塚
などの実施、会議室など活動拠点として
JR 東戸塚駅西口から徒歩 1 分
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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8 月 20 日（金）センターにて避難訓練を
実施しました。非常階段を開放しての訓練で、
避難口の外は階段や扉が続き、慌てると危険
なことが確認できました。AED の使用では、
すぐ目の前の人が蘇生法を行うことが効果的
であると気づかされました。訓練は１回だけ
でなく繰り返すことが、自分や身近な人を守
ることにつながります。次回も一人でも多く
の方のご参加をお待ちしています。

