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あなたの｢才｣発見講座 

戸塚の魅力再発見「現在編」 
 

自分に自信が付く抽象画、歴史座学＆散策の

過去編に続き、９月は『戸塚の食と農』で戸塚

の魅力に迫ります。 

南部農政事務所をお呼びして戸塚の農畜産

物紹介や歴史エピソード、入手先や地場野菜を

使った学校給食メニューなどをご紹介します。

終了後は希望者を近隣のアイス工房にご案内

します。一緒にアイスを楽しみましょう♪（ア

イス代は自己負担になります） 
 
【日時】9 月 14 日（水）13:30～15:00 

【場所】とつか区民活動センター会議室 

【定員】30 人 定員になり次第終了 

【申込】8/11 より受付開始。来所または電話、

E メールにて住所、氏名、電話番号をお知ら

せください。（宛先は本紙右上参照） 

男の生き方教室「語り合い」 
 

男の生き方教室では、１月から６月ま

で５回にわたって計 10 人の講師の生き

方をうかがいました。延べ 75 人が受講

され、講師の方々の真剣な生き方は大い

に刺激になったという感想を沢山いただ

きました。 

9 月には、総集編として、受講生同士

の語り合いの会を開催します。今回初め

て参加される方も大歓迎です。 
 

【日時】9 月 10 日（土）13:30～16:00 

【場所】とつか区民活動センター会議室 

【語り合いテーマ】 

“自分の人生これからこうする” 

（小人数グループでの語り合いを、 

複数回行います） 

【申込】不要、直接お越しください。 

第２回とつかお結び広場  出展団体・個人募集中！ 
 

 市民活動・ボランティア活動・生涯学習活動をしている団体・個人と、何か始めたい 

と思っている人が交流するイベントです。あなたの活動を紹介する絶好の機会です。 
 
【開催日時】12 月 4 日（日）10:00～15:30  【会場】戸塚小学校 体育館と校庭 

【募集内容】①パネル展示（Ａ2 サイズ１枚） ②スクリーンへの映写による紹介 

③パフォーマンス ④作品などの展示 ⑤体験コーナー 

【応募条件】政治、宗教、営利目的以外で活動する団体・個人で 

①プレイベントや当日に参加でき ②参加者との交流・連携を目的とすること 

【 説 明 会 】どちらか一日、ご出席ください。内容はどちらも同じです。 

9 月 ８日（木）17:30～19:30 とつか区民活動センター会議室 

9 月 13 日（火）17:30～19:30 戸塚区役所 4 階 1 号会議室 

【申込】８月 31 日（必着）までに、とつか区民活動センター、区役所４階 45 番窓口ほか 

（とつか区民活動センターのホームページでも入手可）で配布の申込用紙に記入し、 

FAX、E メール、郵送か直接当センターまでお持ちください。 
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手話ダンスボランティア 
 

6/22 当センター登録の手話ダンス
グループが、介護付き老人ホーム「リア

ンレーヴ上大岡」でボランティアを行い
ました。ボランティアの皆さんの楽しい
手話ダンスにあわせ、入居者の方々も一
緒に踊り、歌い、とても温かな交流の時
間となりました。懐かしい日本の曲にあ
わせた手話ダンスを見て、涙を流される

方もいました。 
施設の方からも感謝の言葉を頂き、今

後もボランティアに行くことが決まり、
更に交流が深まることとなりました。 

日本語を学ぶインド人 
 

日立関連のソフトウェア開発で、イン

ドから大勢の方が来日して戸塚区内に
お住まいです。仕事自体は英語で行われ
ているようですが、日常生活で日本人と
ぜひ交流したいと、当センターに相談に
見えました。フォーラム横浜で日本語教
室を運営しているＪＣＣというグルー

プを紹介したところ、体験教室を経て、
レッスンを受けることになりました。 

私たちにとって、知っているようで遠
いインド。これがきっかけで、少しでも
近い国になるといいですね。 

ママカフェ （ワールドカフェ）  
子育て中のママ、何か始めたいと思っているマ

マ。年齢は問いません。お茶とお菓子を食べなが

ら、みんなで楽しくお話しませんか♪  
【日時】9 月 2 日（金）10:00～12:30 

【場所】とつか区民活動センター会議室 

【申込】来所または電話、E メールにてお申し込

みください。8/20 締切（宛先は表紙右上参照） 

 

いずみ・とつか 2 区合同 
夏の夕べミニライブ on ステージ 
 

【日時】8 月 28 日（日）16:00～18:00 

【場所】戸塚駅東口ペデストリアンデッキ 
 

当センターといずみ区民活動支援センタ

ー、戸塚高校ボランティアセンターの生徒さ

んが一緒に、ミニライブを企画しています。

お楽しみに！！  

学童クラブが公園清掃 
 

 6/29、YMCA 東とつか学童クラブの

子ども達が、柏尾第 1、2、3 公園愛護会
作製（作画：上矢部高校美術部）の紙芝居
で公園の使い方などを学びました。 

その後土木事務所の注意をしっかり聞
き、子どもたちはグループに分かれて「煙
草の吸殻だ！」「ゴミ捨てちゃだめだよね」

などと話しながら清掃をしました。１０分
もするときれいになりゴミを探し回る程
でした。集めたゴミを分別し終わると、土
木事務所より公園のルールブックとカバ
（？）の人形だいちゃんストラップを 

もらって大喜びでした。 

 

 
ケアハウスゆうあいで七夕  

YMCA 東とつか学童クラブとゆうあい

が一緒に七夕飾りを作り、七夕祭りを 7/2

に開催、学童のお子さんもご家族と遊びに

来ていました。ゆうあいはこの七夕を通し

て地域との繋がりを大切にしたいと、地域

活動ホームのしもごうやひかりの参加を当

センターに相談し、それぞれ実現されまし

た。また独自に近隣の店舗の参加を取り付

け、積極的に動かれました。センターでご

登録いただいている東戸塚オカリナ教室、

ポエポエフラ、東戸塚詩吟同好会も参加し、

各々が様々な方法で高齢者との交流を図る

ことが出来る、素敵な七夕でした。 

～お知らせ～ 6/25 に当センターで開催

したチャリティ・ミニコンサートカフェに

おける募金は、宮城学院女子大学災害復興

ボランティア基金に寄付致しました。 

モレラ東戸塚 夏まつり 
 
8/27（土）モレラ東戸塚にて夏まつり開催。

センター登録団体のフレンドリー・フラと、品濃
町内会婦人部（盆踊り）が出演します。みなさん
でお楽しみください！ 
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畑ではナスが育っています 

 

地域情報･･･戸塚実り隊 
 

800 人以上の生徒が通う戸塚中学校に、学校や生徒を想って活動してい

るボランティアグループがあります。「戸塚実り隊」です。 

「戸塚実り隊」は 4 年前、当時の校長先生が地域の方々へ声を掛け、校舎

のペンキ補修を始めたことをきっかけに発足しました。 

今では環境整備活動（花檀の整備など）の他に、平日夜間の学習支援（英

語・数学）、生徒からの質問形式で行う土曜教室、読書活動支援、外国から

来た生徒への日本語学習支援など、活動は多岐にわたります。 

先生方にも実り隊の活動が定着しつつあり、「実り隊の方に○○をお願いできないか」と校長先生へ

相談があるほどです。 

実り隊の方にお話を伺っていると、学校や生徒の目線に立った活動をされていることが、強く伝わっ

てきます。例えば、学習支援においては、生徒が何を学びたいかに重点があり、まず「戸塚中学校の生

徒ありき」が基本理念となっています。環境整備活動では、実り隊の方々が手をかけて耕し再生させた、

もとは荒れていたという畑を「今では授業の一環として生徒がここで野菜を育てているんだ」とニコニ

コしながら案内していただきました。 

実り隊は、学校近隣の地域の方や教員を目指す大学生も含めて総勢 38 名の

ボランティアで構成されていて、上は 70 代から下は 20 代までの多彩なメン

バーです。訪問した日も、地域交流室にて年齢に関係な

く共に談笑している様子が印象的でした。 

現在、実り隊では平日夜間の学習支援・環境整備活動

を担当するメンバーを募集しています。 

興味のある方は、当センターまでお問合せください。 

 
 
 

登録団体の紹介 
 

英語勉強サークル横浜 
 

社会人が自主学習方式で英語を学習するサークル

です。設立は 2001 年 1 月、メンバー数は 120 人

（平均年齢 60 歳、女性 70%）です。 

各 10 人程度のミニサークル 25 個に分かれ、各サ

ークルが目標をもって、楽しい家族的雰囲気で学習し

ています（基礎、会話、読書、新聞、歌、映画など）。 

開催日はサークル毎に月 1 回、２回、毎週などと決

めています。会場は戸塚駅、東戸塚駅、横浜駅、桜木

町駅近くの公共施設です。費用は４か月 2000 円（ミ

ニサークルにいくつ参加しても同額）＋会場費の頭割

りです。運営は、ボランティアのミニサークルリーダ

ーと選挙で選んだ幹事（10 名）が担当しています。 

ほかに月１回1時間ほど、全員が集まるGENERAL 

MEETING を持ち、サークルの動向説明とゲスト（主

として外国人）による講演があります。 
 

連絡先：簀
す

戸
ど

徳彦 090-8433-4615 

norrysdow@yahoo.co.jp

～地元の歴史ワンポイント紹介 No.15～ 
 

『かまくら道道標のある妙秀寺』 
 

旧東海道の元町バス停の傍の角に、日

蓮宗妙秀寺入口の看板があります。ここ

を東へ約 100ｍ程行った左手に、同寺が

見えます。 

山門を入ると「かまくら道」の道標石

がありますが、柏尾川の大橋袂にあった

ものが移されたと考えられます。少し破

損し接ぎ直されていますが、古風で（延

宝年間銘）雰囲気があります。 

同寺の 33 世日玲上人は、現在は歴代

合同の墓碑に祀られていますが、以前は

個別で筆子塚形式の墓碑だったので、寺

子屋の師匠をされていたことがわかりま

した。近隣の子供達を集め、読み書きの

指導をされていたと思われます。 

（戸塚歴史の会 及川治雄） 

地域交流室にて 

地域交流室に生徒の手作
りクッキーがありました 
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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 

新スタッフからこんにちは 
6 月から新スタッフとして仲間入りさせて
いただきました。とつか区民活動センター
を利用している方々の元気と明るさに負け
ないよう頑張ります。（K.K） 

情 報 掲 示 板 

夏休み絵本の部屋「ミュージックドロップ」 

講演会：シェイクスピアが花とハーブに 

託したよりよく生きる知恵 

「柏尾川の桜」～知って得する楽しいお話～ 

桜がますます楽しくなる、桜の魅力と夢を盛り込んだ

「柏尾川の桜」入門編です。桜の観察も行います。 

【日程と内容】 

①10 月 8 日（土）【桜は街を元気にする】鈴木佳昭氏

（ＮＰＯ法人横浜・櫻守）…櫻守が語る桜の持つ力 

②10 月 22 日（土）【ソメイヨシノの生い立ちから】池本

三郎氏（樹木医）…桜に関する豆知識 

③11 月 12 日（土）【桜を守る！素敵でおしゃれな園芸

講座】酒井久雄氏（（財）横浜市緑の協会）…家庭で

も活かせる楽しいガーデニング 

④11月26日（土）【未来に残す「柏尾川の桜」】みんな

の夢を盛り込んだ、桜マップをつくります。 

【時間】13：30～15：30 

【場所】①③上倉田地域ケアプラザ、②④戸塚公会堂 

【定員】30 人（抽選）  【締切り】9 月 12 日（月） 

【参加費】1000 円（全 4 回分、初回集金） 

【主催】戸塚桜セーバー  【共催】戸塚区役所 

【申込】講座名「柏尾川の桜」、お名前（ふりがな）、郵

便番号・住所、電話番号・Fax 番号を記入し、往復葉

書か Fax で、戸塚区役所地域振興課 〒244‐0003 

戸塚区戸塚町 157-3 戸塚区役所地域活動係 

Fax 864-1933 へ 

【問合せ】戸塚桜セーバー事務局（駒井） 825-0708 

メール：t-sakurasaver＠komainoboru.com 

みなさんを絵本と音楽の世界にお連れします。 

お子さんと一緒に、楽しい夏のひとときを過ごしま 

せんか？只今申込受付け中です。 
 

【日時】8 月 21 日（日）13：30～14：30 

【場所】横浜山手エリスマン邸 

【内容】影絵紙芝居、絵本の読み聞かせ（音楽付き）、

バイオリン演奏、手遊び歌など 

【対象】小学校低学年位までの親子 

ご家族、おひとりでも参加できます。 

【参加費】親子１組 1000 円（3 歳未満は無料） 

追加１人 500 円 

【主催】おと工房ぽりま 

【申込・問合せ】エリスマン邸 Tel 211-1101 

100 万人の心を持つといわれるシェイクスピアの世

界。シェイクスピア作品をとりあげて、今をよりよく

生きる知恵をご紹介します。 
 

【日程】9 月 4 日（日）13：00～15：00 

【場所】戸塚地区センター 

【講師】熊井明子（エッセイスト） 

【定員】先着 50 人  【参加費】1000 円 

【主催】湘南シェイクスピアの森 

【申込】往復葉書に、住所、氏名、電話、メール、 

参加人数を記入して下記まで 

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 282-1-804 

       渡 弘幸 

【問合せ】渡 090-9306-5267 

 

センターからのお知らせ 

「おしゃべりサロン」は、８月はお休みで
す。９月から第 3 金曜日開催（次回は
9/16）となりますのでお楽しみに！ 

第 9 回戸塚駅周辺魅力ｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ in 柏尾川 

柏尾川の魅力に触れる、年に１度の楽しいイベント 
 
【日時】9 月 11 日（日）10：00～13：00 雨天中止 

【場所】柏尾川、戸塚小学校校庭 

【内容】魚とり、ウォークラリー、屋台店など 

【主催・問合せ】柏尾川魅力づくりフォーラム事務局 

Tel 866-8327 


