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第 25 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

～とつかプロジェクト、始動します～
とつかプロジェクトとは、地域と学生（若者）がともに
地域社会の課題に取り組むことを目指して、社会福祉法人
横浜市戸塚区社会福祉協議会・明治学院大学ボランティア
センターと当センター３者が主催するプロジェクトです。
市民活動現場（福祉・環境・まちづくりなどの分野から
選べます）で約 10 日間活動するほか、事前学習や事後学
習、報告会での発表などを通して、学生（若者）が地域課
題に気づき解決に向けて活動する力を養います。また、そ
れにより、地域で活動する市民活動団体にとっても、新し
い担い手の確保や、アイデアの注入による活動の活性化が
期待できます。
このプロジェクトに参加する大学生（相当する年齢の方
も可）を募集します。参加は無料ですが、戸塚区内在学ま

利用者交流会
利用者相互が交流し、当センタ
ーを活用しながら、より活発な
活動をめざす場です。お気軽に
お越しください。
【日時】5 月 24 日（火）
13:30～15:30
【テーマ】まちづくり
【場所】当センター会議室

当センターにて、定期的に好
評開催中！全て申込不要、参加
費無料です。
お待ちしています。

たは在住で、最後までプログラムに参加できることが条件
です。「何か始めたいけれど、まだ夢中になれるものが見

男の生き方教室

つかっていない」という方にもお勧めです。詳細は当セン

人生の先輩の体験談を聞こう
【日時】5 月 15 日（日）
13:30～16:00

ターまでお問合せください。

ワンレッスン ストレッチ体操
余震が続きストレスがたまっていませんか？心と体を元
気にしたい！という思いから、この企画が生まれました。
椅子を使い無理のないストレッチ体操と筋肉トレーニング
で、気持ちよさを実感してください。終わった後はちょっと
おしゃべりもしましょう。申込不要、参加費無料です。運動
のできる服装でお越しください。
【日時】5 月 14 日（土）13:30～15:00
【場所】当センター会議室
【主催】アロマカップ
【協力】とつか区民活動センター

おしゃべりサロン
色々な人と出会い、語ろう！
【日時】5 月 27 日（金）
13:30～16:00

ミニコンサートカフェ
ウクレレとハワイアン
【日時】5 月 28 日（土）
12:15～12:45

ﾊﾟｿｺﾝﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
困ったときのパソコン相談室
毎週金曜日 13:30～16:00
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コーディネート報告

つなげた

輪

みんなの

和

とつか区民活動センターは、地域のみなさんの
活動の輪が広がるように応援しています。

パソコンボランティアさん活躍
当センターでパソコンワンポイントアド
バイスを行っている「戸塚パソコン交流会」
のみなさん。ケアプラザや様々な施設からの
依頼で、パソコン設置から活用のお手伝いに
出張しています。交通の便がよくないのでな
かなか人手が･･･という相談にも応え、最近
では区内に限らず各方面で大活躍です。

ボランティア急募に協力
『大震災救援募金のためのマラソン・ガラコンサート』を
登録団体である「横浜楽友会」が 4/9 開催しました。なんと
企画から開催まで 12 日間の短時間で 20 名を超えるプロの
アーティスト出演と開催場所を決定し、ポスター等も作成さ
れました。
センターでは当日の会場整理や募金ボランティアの募集に
協力しました。ご案内をしたのは“災害救援”“音楽が好き”
“何かあれば声を掛けて！”とセンターボランティアに登録
している皆さんやセンター登録団体です。日程が迫っていた
ため、興味があっても参加できない方も。そんな中、登録団
体の「繫がりの会」が協力に名乗りを上げてくれました。ま
た、チラシ配架に協力してくださる施設もありました。
「横浜楽友会」のがんばりと、急なお願いを快く受けてく
ださった皆さん、ありがとうございました。

地域交流イベント１周年！
ＪＲ戸塚駅西口にトツカーナが出来て 1 年。センターでは戸
塚東急プラザの「地域交流をしたい！」というご相談を受け、
イベントに協力してきました。
この春からはトツカーナモール商店会と一緒になって行われ
ることになりました。以前の商店街が作り出していた人と人が
自然と触れ合えるあの空間に、この地域交流イベントが加わる
ことで地域の交流がより盛んになれば嬉しく思います。
イベントは 4F トツカーナスクエア A でほぼ毎月開催、トツ
カーナモール内掲示および戸塚東急プラザのホームページで告
知されます。5 月は 4 日にフラダンス、5 日にお子さん対象の
童謡コンサートを、両日とも 1 部 13:30～14:00、2 部
14: 30～15:00 に行う予定です。戸塚駅付近にお越しの際は、
ぜひお立ち寄りください。
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地域情報･･･2011 明治学院大学

戸塚まつり

戸塚まつりは、明治学院大学横浜キャンパスで行われる大学祭で、今年は 5 月 28 日（土）29 日（日）
に開催します。大学祭ではありますが、学生だけでなく教職員や地域の方々も一緒になってつくり上げて
いくお祭りで、子どもから大人まで誰もが楽しめる企画がたくさんあります。
環境・福祉・国際を三本柱として掲げています。この三本柱の取り組みとして、「エ
コキャップキャンペーン」、「あいさつ運動」、「International Project」をとりあげ
ます。みんなで楽しみながらこの３つに気軽に触れられます。また、物を大切にする取
り組みとして、「My はしキャンペーン」も実施します。あなたもペットボトルのキャッ
プ、ご自分のはしをぜひご持参ください。
戸塚まつりでは毎年異なるテーマを掲げていて、今年のテーマは
“Ready go!”です。
またこの度の震災に関する企画も予定しています。
楽しさいっぱいの戸塚まつりにあなたも踏み込んでみませんか？
日程等の詳細は、本紙４ページ『情報掲示板』に掲載していますので、ご覧く
ださい。
※明治学院大学戸塚まつり準備会の方にご紹介いただきました。

登録団体の紹介
繋がりの会
若者の居場所作りをテーマに当団体を立ち上げ
ました。居場所とは物理的な居場所と、心理的な居
場所があると思いますが、主に心の居場所のような
ものを求め、運営していきたいと思っています。
これまでの活動内容は、働くことや人間関係につ
いてのワークショップ、フリーで集まっての食事会、
各種イベントでの音楽などのパフォーマンス出展、
などです。
今後は、今までのような活動に加えて、野外活動
や講師を招いての講座等も行いたいと思います。集
まって参加することが居場所に繋がるのではない
かと考えています。
対象は 15～45 歳位の男女（他応相談）です。
集まって、一息つける、仲間や友達ができる、学校
や会社にはない学びや気付きができる、そんな「場」
を一緒に作っていきませんか。
連絡先：代表 奈良橋 修
Tel 090-7243-6896
メール souzoutokuukan@docomo.ne.jp
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～地元の歴史ワンポイント紹介 No.13～

『長い歴史を持つ宝蔵院』
五太夫橋の戸塚駅寄り、ブリヂストン向
かい側に、真言宗宝蔵院があります。昭和
18 年に移転してくるまでは、戸塚駅東口、
現ラピスⅡ北側の地に約 300 年所在しま
した。その前は東峰山に 100 年余。さら
に遡ると、弘法大師の東国巡礼の時、大日
谷戸（現税務署付近）で開山したという長
い歴史を持っています。
従って、仏像や石塔類が沢山あります。
本尊は寛永 9（1632）年銘の不動明王。
ほかに金毘羅、大日尊、地蔵等が安置され
ています。境内には木食観正碑、徳本上人
名号碑等があり、墓地に吉田の名主渡辺家
の墓（うち 3 基は古い宝莢印塔）、寺子屋
師匠宥伝上人、馬庭念流樋口貫斉剣士等、
多彩な人々の墓が建てられています。
（戸塚歴史の会 及川治雄）
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情 報 掲 示 板
見つけよう！笑顔で子育てするヒント

2011 明治学院大学 戸塚まつり
あなたもとっておきの２日間を過ごしてみませんか？
みんなで楽しむ「戸塚まつり」が今年も開催されます！
【日時】5 月 28 日（土）13：00～17:30
5 月 29 日（日）10：00～15：30
【場所】明治学院大学横浜キャンパス
（各種 JR 線、横浜市営地下鉄ブルーライン「戸塚駅」よ
りバスで約 10 分）
【問合せ先】明治学院大学戸塚まつり準備会
Tel／Fax 863-2192
いち
メール maturi@mail 1 .meijigakuin.ac.jp
ホームページ
http://www.meijigakuin.ac.jp/matsuri/2011/top.html

歌の集い「珠玉の歌声」のご案内
みなさんで懐かしい歌に親しむひとときです。
【日程】6 月 4 日（土）13：30～16：00
【場所】とつか区民活動センター会議室
【参加費】300 円 歌集、お茶、あめが出ます
【主催】ＮＨＧ楽団
【申込方法】5/8（日）より電話予約 先着 40 名
【申込・問合せ先】Tel 715-4074 山藤
090-4675-7219 藤原 822-1461 藤田

「子供の幸せな自立」をめざし、あなたもお子さんの
持っている力を引き出せる、＜親＝コーチ＞になって
みませんか？
【日時】①平日コース 5 月 19 日（木）、6 月 16 日（木）
10:00～12:00
②週末コース 5 月 21 日（土）、6 月 18 日（土）
10:00～12:00
（平日、週末の振り替え可）
【場所】男女共同参画センター横浜フォーラム、
＊5 月 21 日（土）は舞岡ふるさと村「虹の家」にて開催
（計画停電の影響により、開催場所が変更になる可
能性があります。事前にお問い合わせいただきご確
認お願いします）
【参加費】1 回につき 1000 円+会場費（200 円）
【内容】子育て本「子供の心のコーチング」をベース
に、子供が自分の力で自分の人生を進んでいけるた
めに「親にできることは何？」ということを、参加者同
士で話し合い、知恵を出し合う場です。
【主催】NPO 法人ハートフルコミュニケーション チー
ム湘南
【申込・問合せ先】
事前にメールでお申し込みください。
横田早苗 sanaemssp@mbn.nifty.com
杉本真紀 msugimoto39@yahoo.co.jp

戸塚歴史の会 猿島を訪ねる
横須賀駅～渡船場～猿島を訪ねます。

～新スタッフからこんにちは～

【日時】5 月 29 日（日）10：00 集合（14：30 頃解散）
【集合場所】ＪＲ横須賀駅改札口
【参加費】資料代 500 円、渡船料 1200 円
昼食持参、集合場所に直接ご参集ください。小雨決行。
【主催】戸塚歴史の会 【問合せ】Tel 895-0357 櫻井

お手伝いができたらと思います。
よろしくお願いします。（K.Y）

センターからのお知らせ

交通のご案内
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）

4 月からスタッフに加わりました。
皆様の活動を大きく発展させる

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
貸しロッカーなどの貸出しをしています。
利用ください
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本紙『ゆめのたね』の発送作業のお手伝
いをしてくださるボランティアを募集して
います。毎月 26 日（26 日が月曜日の場
合は翌 27 日）10:00 から行いますので、
お時間のある方は、ぜひご協力をお願い致
します。詳しくはセンターまでお問い合わ
せください。

