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第 19 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
ココロ踊る街
みんな集まれ
あなたが主役！

12 月 4 日（土）10:00～15:00

戸塚小学校 体育館＆校庭 にて開催

スタンプラリーや戸塚クイズ、世界のお茶・お菓子や簡単なお料理を楽しみながらの井戸端会議。
健康や環境のお話、音楽やダンス、手品などの実演、作品やパネルの展示により、様々な活動を紹介。
戸塚のいろいろな分野の活動についての情報が一同に集合します！
世界のお茶と
お菓子コーナー

戸塚
カフェ

グリーン
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子ども
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活動紹介
コーナー

体験
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【主催】とつかお結び広場運営委員会・とつか区民活動センター・戸塚区役所
【後援】戸塚区社会福祉協議会
★プレイベントも開催！！ 『とつか今昔物語 ～戸塚の歴史を知ろう～』
【日時】11 月 24 日（水）13：30～16：00【場所】とつか区民活動センター会議室
【定員】先着４０人
【参加費】無料
【講師】戸塚見知楽会
【内容】江戸時代から昭和までの戸塚の発展について

多文化サロン 14 弾

オーストリア

美しい自然に加えて、芸術・音楽の歴史
が街に刻みこまれたオーストリア。ご一緒
にオーストリアの午後のひとときを楽しみ
ましょう！
【日時】11 月 13 日（土）13:30～15:30
【場所】とつか区民活動センター
申込不要、
参加費無料です。

～映像シリーズ～

『戸塚は日本各地とつながっている』
日本各地の出身で現在戸塚区内在住の方が、
映像とともに故郷をご紹介。今回は・・・
「山形県米沢市」と「長野県王滝村」です。
【日時】11 月 21 日（日）13:00～16:00
【場所】とつか区民活動センター
申込不要、参加費無料です。
お気軽にご参加ください。
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コーディーネート報告

つなげた

輪

みんなの

和

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。

フォトイラストに癒されて
戸塚の街をアートで元気にし
たいという想いで活動している
とつかアートプロジェクトの皆
さん。
メンバーのひとり亀谷進さん
のフォトイラストが、高齢者施設
に飾られることになりました。野
菜が主役のフォトイラスト。秋に
ふさわしく、さつまいもがあざら
しの姿で登場です。

春が待ち遠しい～～
高齢者施設のケアハウスゆうあいに手作
りの花壇ができました。場所と水を快く提
供してくださったゆうあいさん。暑かった
今年の夏の間、土づくりに汗を流してくだ
さったアースプロジェクトの大松正光さ
ん。花の苗や種は、結婚式場「久右衛門邸」
でのチャリティバザーの収益から用意でき
ました。花壇の周りにはとつかアートプロ
ジェクトの企画による卵のオブジェや絵が
飾られる予定です。絵を描くのは近くの学
童の子どもたち。水やりなどのお世話もし
てくれます。当センターの窓からも見るこ
とができます。

すてきな詩も添えられています

おしゃべりサロン
昨年度センター主催で行った
『シニア講座』を受講された

トツカーナ地域交流イベント
戸塚駅西口トツカーナ４階で、毎月１回
地域交流のイベントが開催され、センター
は協力という形で、地域で活躍している団
体をご紹介しています。
10 月 30 日（土）は戸塚高校ダンス部
（部員数 27 名）を紹介、「ガールズヒッ
プホップ」と「ブレイクダンス」を披露し
てくれました！
11 月 20 日（土）は「戸塚を和楽器の
町へ」と夢膨らます秋葉尺八倶楽部による
和楽器の演奏があります。時節柄テーマは
クリスマス。和楽器とクリスマスソングを
ぜひお楽しみください。
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方々が、誰でも気軽に集まり語
り合える場を・・・と、毎月第 4
金曜日に開催しています。
おしゃべりの他に、地域の
方々が特技をご披露くださるお
楽しみタイムもあります。

おしゃべりサロン
11 月 26 日（金）13:00
～16:00、とつか区民活動
センターにて。今回のお楽
しみタイムは、“正調江差
追分 横浜鴎舟会”のみな
さん。おしゃべりタイムの
テーマは「私のストレス解
消法」です。

2010 年 11 月 1 日

～シニア健康講座第 1 回～

カイロプラクティック
腰痛、肩こりや膝の痛みなどの慢性痛は、病
院に通ってもなかなか良くならないという悩
みを お持 ちの 方は 多い の では ない でし ょう
か？もしかしたら、背骨・骨盤の歪みがその原
因かもしれません。最近話題のカイロプラクテ
ィックについて、勉強してみませんか。
講師のお話のほかに、実演があります。体験
もできます。運動できる服装でどうぞ。またタ
オルをご持参ください。
【日時】11 月 30 日（火）13:30～16:30
【場所】とつか区民活動センター
【講師】坪内英幸 氏
申込不要 参加費無料です。

ミニコンサートカフェ
お昼のひととき、素敵な演奏や歌を楽しみ
ませんか？
【日時と出演】
11 月 13 日（土）12:15～12:45
琴アンサンブル 香音（お琴演奏）
11 月 27 日（土）12:15～12:45
正調江差追分 横浜鴎舟会
【場所】とつか区民活動センター
ミーティングコーナー
申込不要、参加費無料です。
お気軽にお越しください。

登録団体の紹介
お っ ち ー 塾
５月よりとつか区民活動センターで活動している「おっ
ちー塾」です。私達は、「不登校生への学習支援活動」「日
本語を母語としない子どもたちへの日本語支援活動」を行
っております。
なぜ、この活動を始めたのか？それ
は塾長（イラスト）が長い教員生活を
通じて、不登校で学校を去っていった
多くの生徒のことが、ずっとずっと気
（塾長）
がかりだったことが根底にあります。
現役の時は“気になる生徒”がいても、その生徒の話を
じっくり聞いてあげる時間的余裕が無い現実がありました。
退職を機に、“困っている生徒”への支援活動を始めたと
ころ、教え子たち（今は現役大学生）が協力を買って出て
くれ、ここに「おっちー塾」が誕生した訳です。
活動日は火曜日・木曜日 16:00～18:00
土曜日 13:00～15:00 です。
おっちー塾では「今日は何する？」から始まります。即
ち、カリキュラムがあるわけではなく、生徒のその時のニ
ーズに対応することをモットーとしています。生徒にとっ
ても、スタッフにとっても“強制のない”“居心地の良い
場所”となることが私達の願いです。興味・関心のある方
は是非のぞいてみてください！
連絡は落合まで
occhi_juku@yahoo.co.jp 090-8879-9853

～戸塚の昔話①～
東福寺の子母美薬師堂にはこん
な昔話が伝えられています。
むかし慶安のころ（350 年くらい前）
東福寺（平戸町）にある薬師堂は旧
東海道沿いの品濃の一里塚の近く
にありました。
この御薬師様は、眼の病を直してく
ださり、また子供を丈夫に育ててくださ
るという、ありがたい薬師様と村人た
ちの信仰を集めていました。また、この
御薬師様の前を通る旅人が、馬へ
乗ったまま通ると、落馬して怪我をす
るともいわれておりました。
東海道を歩く旅人も増えて、薬師
堂の前を通る旅人がうっかりして下馬
しないで、怪我をすることがあっても困
るだろうと村人は、よりより相談して、そ
の頃は道から遠く外れた草深い、東
福寺の境内に薬師堂を移したというこ
とです。
（戸塚見知楽会 千々輪英男）

（3）

とつか区民活動センター情報紙 ゆめのたね 第 19 号

2010 年 11 月 1 日

情 報 掲 示 板
朗読会のご案内

自然大好き・戸塚塾 散策のお誘い

チェコの作家カレル・チャペックの童話『郵便屋さん
の話』を、心温まる音楽と絵にあわせ朗読。チャペッ
クの心優しさに耳を澄ませてみませんか？

ご一緒に、わがまち戸塚とその周辺地域の魅力を探
る散策をしませんか？

保土ヶ谷宿から相鉄和田町駅までの秋の散策

【日時】11 月 23 日（火）11：00～12：00
【場所】とつか区民活動センター
朗読：虻川典久 音楽：大島和野 絵：太田保子
参加費無料、申込不要。当日直接お越しください。

【日時】11 月 6 日（土）10：00 集合 （解散 14：00 頃）
※雨天の場合１１月 13 日（土）に順延
【集合場所】ＪＲ保土ヶ谷駅西口駅前広場
【参加費】500 円
見所は鎌倉古道（急な坂も）から見る景色、横浜国
大周辺と常盤台団地（高級住宅地）。常盤公園など
の紅葉の森を歩きましょう。
【主催】自然大好き・戸塚塾
【問合せ】島谷（ｼﾏﾔ） Tel 821-3330
次回は 12/4（土）『柏尾川とバードウォッチング』の
予定です。

フォト夢とつか公募写真展
“「フォト夢タウン戸塚」街おこし事業”の一つとして、
「思い出の戸塚と新しい街戸塚」をテーマに公募され
た中から、一般および小中高生部門の入選作品 90
点を展示します。
【期間】11 月 22 日～12 月 1 日 10：00～16：00
【場所】戸塚センター1 階 戸塚図書館前ロビー
【主催】フォト夢とつか 【共催】戸塚区役所
【問合せ】岡谷（ｵｶﾉﾔ）
Tel 080-1201-8727（受付 9：00～17：00）

戸塚歴史の会
汲沢、深谷、原宿周辺の史跡探訪に出かけましょう。
【日時】11 月 14 日（日）10：00 集合（15：00 頃解散）
【集合場所】バス停五霊神社前 戸塚バスセンター
4 番から乗車 【参加費】資料代 500 円
昼食を持参してください。小雨決行します。
【主催】戸塚歴史の会 【問合せ】櫻井 Tel 895-0357

童謡を唄う会「杉の子」
秋の童謡～抒情歌を一緒に歌って、深まる秋を楽し
みませんか？時代背景・作風・歌唱法等の解説付。
【日時】11 月 12 日（金）
午前の部 10：00～ 午後の部 13：30～
各回 15 分前より受付。事前予約不要。
【場所】戸塚公会堂
【参加費】500 円
【講師】女声デュエット・アン（柴田美嘉/真白京子）
ピアノ：天野正子
なお、次回は 12 月 24 日（金）14：00～戸塚公会堂に
て、ゲストに女声合唱団をお招きしてのクリスマス会コ
ンサート。事前申し込みが必要になります。
【問合せ】童謡を唄う会（戸塚）Tel 090－2531－5699

高齢者の、「自宅にずっと住んでいたいけれど、認
知症になったらどうしよう」という心配事解消講座
【日時】11 月 14 日（日）14：00～16：00
【場所】戸塚地区センターＢ会議室
【主催】市民後見の会戸塚
【後援】戸塚区社会福祉協議会
参加費無料、申込は電話か Fax で 854-0353 まで

交通のご案内

センターからのお知らせ

至横浜
東口

西口

オーロラ
モール

JR

東戸塚駅

とつか区民活動センター
こ こ
地域から広がれ！
みんなのワ（和・輪）

最後まで面倒を見てくれる人の見つけ方

とつか区民活動センターは、さまざまな
モレラ
市民活動・生涯学習活動・ボランティア
東戸塚３Ｆ
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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『ゆめのたね』に地域の情報を掲載しま
せんか？
町内会、自治会の取り組みや、みなさま
の地域ならではの活動、グループ、人物
などの情報をお待ちしています。当セン
ターまでぜひご連絡ください。

