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第 26 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

多文化サロン

あなたの｢才｣発見講座 始まります
何かしたいけど「何が出来る？」「自信がないな
ぁ」そんなあなたの才能を再発見する講座です。
1 回目は『右脳で描く！』抽象画・誰でも描ける
※
マチエールであなたの可能性を探ってみてくだ
さい。※マチエール：五感を使い右脳で感じて描く感性の世界
【日時】6 月 29 日（水）13:30～15:30
【場所】とつか区民活動センター会議室
【申込】当センターに来所、または電話、E メー
ルに住所、氏名、電話番号記載でお申し込み
ください。（宛先本紙右上参照）
【定員】1 次募集 12 名、 2 次募集(6/11～)
10 名程度 各募集とも定員になり次第終了
戸塚の過去、現在、未来を知る戸塚の魅力再発見
シリーズもあります。あなたの才能はどこで開花
しそうですか？「あなたが感じた戸塚」を
再び抽象画で描く企画も計画しています。
過去：7/17 戸塚の歴史
現在：9/14 戸塚の食と農業
未来：10 月 戸塚駅周辺の開発
連続講座ではありません。ただし「あなたが感じ
た戸塚」の抽象画は、いずれかの講座にご参加の
方が対象です。

昨年度好評だった多文化サロン。
今回は七夕をテーマに開催します。
【日時】7 月 3 日（日）13:00～15:00
【場所】とつか区民活動センター会議室
【主催】国際交流ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「みなと」ｸﾞﾙｰﾌﾟ
【協力】とつか区民活動センター

男の生き方教室
人生の先輩の体験談を聞こう！
【日時】6 月 19 日（日）13:30～16:00

おしゃべりサロン
色々な人と出会い語ろう。「アシノ マンド
リン アンサンブル」の演奏があります。
【日時】6 月 24 日（金）13:15～16:00

ミニコンサートカフェ
バイオリンとピアノで奏でるクラシック。
募金しておいしいクッキーも♪
【日時】6 月 25 日（土）12:15～12:45

全てとつか区民活動センターで開催。
参加費無料、申込不要です。

とつかお結び広場 今年も動き始めました！
5 月 13 日（金）運営委員に応募したメンバーと、戸塚区役所、当センターの担当者が集まり、第
1 回運営会議が開かれました。名前ビンゴゲームで打ちとけたあと、趣味やそれぞれの市民活動をジ
ェスチャーで表現しました。次に戸塚区役所、当センター、NPO 法人くみんネットワークとつかが、
とつかお結び広場との関わりを話し、最後に全員で“おむすび”から何をイメージするかをテーマに
ワークショップを行いました。地域交流イベント「とつかお結び広場」は、“共に豊かな戸塚を創る
ため、人と人とのつながりを深め、活動に参加する裾野を広げる”ために、今年も戸塚区役所・当セ
ンター・運営委員の三者が協力して進めていきます。
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コーディネート報告
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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。

モレラ チャリティイベント
モレラ東戸塚２周年を記念して、４月
３０（土）にモレラチャリティイベント
が開催されました。センターもフリーマ
ーケットでチャリティに協力させてい
ただきました。エコたわしを編む活動を
されている「愛あむクラブ」さん、また
多くの方々からのご協力を得て、
￥25,710 の売上となりました。
その全額を、モレラ共栄会を通じ
て東日本大震災への義援金として
寄付致します。ご協力ありがとう
ございました。

小学生が花壇作り
高齢者施設ケアハウスゆうあいの庭に
地域ボランティアとＹＭＣＡ学童クラブ
で花壇を作りました。
ケアハウスゆうあいが場所を提供して
くださり、地域のボランティアが土の改良
から、水遣り、草むしりなど猛暑のときも
雪のときも手を尽くし、学童クラブの児童
は花壇を囲む柵作りをしました。
そして今年 4 月、皆で集まって土
を耕し、柵を立て花壇が完成。センタ
ーの窓からも白地にカラフルな絵が
描かれた柵が円形を作っている花壇
を見ることが出来ます。

盆踊りの曲作り
下倉田町にあるマンション“グリーンパー
ク戸塚ヒルズ”より「オリジナルの盆踊りの
歌詞が出来ているのだが、それに曲を付けて
くれる人はいないだろうか」と下倉田地域ケ
アプラザを通して相談があり、数々の地域活
動でご活躍の藤原さんを紹介することがで
きました。
藤原さんは昨年 12 月に開催されたイベ
ント「とつかお結び広場」のテーマ曲を作っ
た方で、今回も歌詞に合わせた曲を 1 日かけ
て作ってくださいました。その結果、『グリ
ーンパーク・和み音頭』がほぼ出来上がりま
した！完成までに少し調整が必要なようで
すが、今年の夏祭りで踊るときには、「ぜひ
招待してね」と約束なさったとのことです。

6 月のトツカーナ地域交流イベント
トツカーナモール商店会と戸塚東急プラ
ザが主催するトツカーナ 4ＦスクエアＡの
地域交流イベントに、当センター登録の大道
芸人アスカさんが出演、テンポの良いトーク
と音楽にのせて、大道芸を披露します。また、
原宿から子どもたちがジャズダンスをしに
来てくれます。東戸塚にあるセンターからは
ちょっと遠い原宿ですが、トツカーナはちょ
うどいい場所。フラダンスやチアダンス等で
も出演してくれました。
・6/5 大道芸人アスカ 13:00 と 14:00
・6/25 ちびっこジャズダンス（館内掲示、
戸塚東急プラザホームページをご覧下さい）
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地域情報

カフェ デラ テラ

戸塚駅わきの大踏切から吉田橋の方にむかって 3 分ほど歩くと、左手に善了寺というお寺があります。
カフェ デラ テラは、そのご住職成田さん、とつか宿駅前商店会、明治学院大学の教授・学生たちによっ
て始められたお寺ムーヴメントで、昨年 NPO 法人にもなられました。テラは、お寺の「寺」であり、イ
タリア語では「大地」を意味します。
カフェ デラ テラの活動は、2007 年 12 月に始まり現在 4 年目に入っています。どんな思いで、ど
んな活動をしておられるのか、成田さんにお話をうかがいました。
「このたびの震災と原発事故で、日本人が払った犠牲はとてつもなく大きいですが、私達はこの災害を、
社会のありようを見直すきっかけにできるのではないでしょうか。私達は、より新しいもの、より効率的
なものに価値があると考えがちです。しかし、江戸時代には電気も車も電話もなかったのに、皆が知恵と
工夫で幸せに生きていたように思います。もちろん、当時がいいことばかりだったわけではないし、戻り
たくても 100％昔に帰る事はできませんが、昔の文化のよいとこ
ろをとりいれることはできるはずです。カフェ デラ テラでは、
皆さんとそういう『スローな生活』について一緒に考えています。
毎月すてきなゲストをお招きして、スローな生活について話し
合ったり、四季おりおりには、キャンドルナイトなど心がわくわ
くするようなイベントを開催したりしています。6 月 17 日（金）
18：30 からは、法政大学教授の田中優子さんをお招きして、江
戸文化をめぐるトークショーを予定しています。めったにお呼び
できない人ですので、期待してください。」

ほぼ毎週開催されるテラヨガ

登録団体の紹介
湘南シェイクスピアの森
シェイクスピアを愛好する市民のネットワークづ
くりを目的に、２００８年８月に生涯学習サークル
として発足したサークルです。
シェイクスピア作品を読み、楽しむというテーマ
がいかに魅力に満ちたものであるかを参加メンバー
一同実感しています。
マクベス原書読書会（毎月）
シェイクスピア文化講演会（毎年一回）
シェイクスピアかるた会（随時）
英語朗読＆ドラマティック・リーディングワ
ークショップ（随時）
等の活動を女性フォーラム横浜、イギリス館などを
主たる拠点として活動しています。
シェイクスピア劇、シェイクスピア作品、英語の
好きな方、読書が好きな方、感動を受けたい方々な
ど、是非アーデンの森で「緑なす木陰で」を歌うア
ミアンズのように、
「きたれ！湘南シェイクスピアの森へ！」
問い合わせ先：湘南シェイクスピアの森
Tel：090-9306-5267
Email：hiroyukji@gmail.com
（3）

～地元の歴史ワンポイント紹介 No.14～

『吉田町の鎮守東峰八幡神社』
戸塚ダイエーと大橋の中間、バス停元
町の所で東に入る道があり、右角に八幡
神社参道を示す石柱が立っています。
緩い昇りを 500ｍ程行くと、左手に東峰
八幡神社の鳥居と平安の歌人大江匡房の
歌碑（吉田の味岡宜親の建立で、吉田を
讃える内容です）があります。
長い参道を進むと、石段の上に大きな
椎が見え、奥に立派な社殿があります。
吉田の明主渡辺家の祖先が当初中打越に
勧請、のち明和 2（1765）年現在地に
遷座しました。
椎の古木では源義家が奥州遠征の時、
休息したと伝えられ、また境内には庚申
塔 8 基、五角柱地神碑など石塔類が沢山
あります。
（戸塚歴史の会 及川治雄）
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情 報 掲 示 板
成年後見制度の出前講座

放置自転車問題への取り組み

皆様のまわりに、もしかしたら認知症かなと思え
るちょっと心配な方はいらっしゃいませんか。「NPO
法人和の環」は、判断能力が不十分な方々をお守
りする「成年後見制度」の普及啓発活動を行って
いる団体です。和の環では、横浜市社協ふれあい
助成金助成事業として、成年後見制度の出前講
座を行います。町内会、PTA、趣味のサークルなど
どんな集まりでも結構ですから、お気軽にお声を
かけてください。講師を派遣し、わかりやすく説明
します。費用は無料、所要時間は 1～2 時間です。

国内リユース/海外援助物流のＮＰＯサンライト共生物
流機構は、放置自転車問題の取り組みとしてこれまでに
ない形の提案を開始しております。
根本的な取り組みとして、自転車の修理、再生（リユー
ス）その後のレンタサイクル（シェアリング）を目指して、地
域ごとの大きな流れ作りを開始。海外への援助に繋げる
ことも構築中です。初期段階でも皆様に直接お役に立つ
こととして、少量でも引き取りを行います（基本的に無
料）。早目に修理の形も整える等を考えております。
関連する皆様との連携が重要で、地域毎に相談会等
行っています。団地、マンション管理、自治会（連合）駐
輪場関係、ＮＰＯ、その他ご興味のある方が中心です。
地域毎にまとまっての相談会が理想ですが、勿論個別
でも遠慮なくご連絡ください。

【申込・問合せ】 NPO 法人和の環
事務局：落合 Ｔｅｌ&Fax 045-834-7742
メール wanowa@canvas.ocn.ne.jp

リベルタ（自由なココロ）

【問合せ】 ＮＰＯ法人サンライト共生物流機構
事務局長：明瀬 （みょうせ） Ｔｅｌ 090-7011-7156
メール k-mose10@dune.ocn.ne.jp

精神的に悩んでいることがあれば、ホッとできる
場所で心を打ち明けてみませんか？
【日時】6 月 30 日（木）・7 月 14 日（木）・28 日（木）
いずれも 13：00～ 【参加費】無料
【場所】とつか区民活動センター会議室
【主催】リベルタ（自由なココロ）
【問合せ先】 http://leberta-totsuka.jimdo.com/
予約不要です。フラッと気楽にお立ち寄り下さい。

パソコン講座のご案内
【日時と内容】 (1)初めてのメールとインターネット
7 月 6、13、20 日（水）の 3 回 9：30～12：10
(2)初めてさわるパソコン（PC 入門）
7 月 8、15、22、29 日（金）の 4 回 10：00～12：00
【場所】とつか区民活動センター
【受講料】テキスト込みで 1 講座 3000 円
【申込】往復葉書に①講座名②開催日③氏名④電話番
号⑤使用 PC の OS（XP、Vista など）⑥パソコンの持ち込
みの有無を記入 宛先：〒244-0805 横浜市戸塚区川
上町 91-1 モレラ東戸塚３F とつか区民活動センター内
「とつかパソナビ（No.2）」
締切り 6/25
※パソコンは原則持込。但し、持参できない方には主催
者が用意します。（有料：1000 円/1 講座、台数に限り有）
【主催】とつかパソコンナビゲータ
【問合せ Tel】(1)821-2762 竹迫 (2)881-7713 鶴岡

戸塚ウォーキング倶楽部
大倉山公園から熊野神社、横溝屋敷、獅子ヶ
谷市民の森をめぐり、三ツ池公園で昼食後、鶴
見川を鶴見駅まで下ります。
【日程】6 月 9 日（木）、6 月 18 日（土）
二日間とも同じコースを歩きます。
【集合】東急東横線・大倉山駅 9：30 集合
（事前の申し込みは要りません）
【主催】戸塚ウォーキング倶楽部
【問合せ】千々輪（ﾁﾁﾞﾜ） Tel 090-7219-1821
こ

こ

地域から広がれ！
みんなのワ（和・輪）

交通のご案内

〒244-0805

至横浜

動の情報提供や、講座・研修・交流会など

開 館 時 間 ：火～金曜日

午前 9 時～午後 8 時

の実施、会議室など活動拠点としての場の

土･日･祝日

午前 9 時～午後 5 時

ッカーなどの貸出しをしています。
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休

館

http://totsuka-kumin-center.jp

日：月曜日（祝日と重なる場合でも休館）
年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

モレラ
東戸塚３

オーロラ
モール

URL

西口

東口

TEL 045-825-6773 FAX 045-825-6774

市民活動・生涯学習活動・ボランティア活

提供、印刷機・紙折機・コピー機・貸しロ

JR

横浜市戸塚区川上町 91-1 モレラ東戸塚 3 階

東戸塚駅

とつか区民活動センターは、さまざまな

とつか区民活動センター

至戸塚

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

