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あなたの｢才｣発見講座 

戸塚の魅力再発見「未来編」 
 

戸塚の過去を学び、現在を感じ、未来を考

えるシリーズも、とうとう最後まで来まし

た。一緒にこれからの戸塚を想像してみませ

んか？11 月開催予定の臨床美術講座にご興

味のある方も、どうぞご参加ください。 
 

【日時】10 月６日（木）13:00～15:00 

【場所】戸塚区役所地域会議室中会議室 A 

（JR 戸塚駅東口 県税事務所上） 

【内容】 

①戸塚駅周辺工事の裏話やこれからを聞こう 

講師：横浜市都市整備局 戸塚駅周辺開

発事務所（再開発課、区画整理課） 

②行政ではない企業の取組を知ろう 

講師：株式会社ブリヂストン 

③区民だってがんばってる 

講師：とつかアートプロジェクト 
 

【申込】9/1１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） 
 
※9/14（水）13:30～15:00『戸塚の魅力

再発見「現在編」』は、申込受付中です。 

おしゃべりサロン 
 

みんなで語り合って、人生を豊かに！ 

お楽しみタイムは、手話ダンスさつきの皆さん

と一緒に“上を向いて歩こう”を踊りましょう。

申込不要、参加費無料。お気軽にどうぞ。 
 

【日時】9 月 16 日（金）13:15～16:00 

【場所】とつか区民活動センター会議室 

 

『ゆめたねガイド』 
サークル掲載のお願い 
 

このたび戸塚の活動情報誌である『ゆめた

ねガイド Ver.2』を、12 月に発行する運び

となりました。『ゆめたねガイド』は戸塚を

中心とした地域で行われている市民活動や、

生涯学習活動、サークル活動の情報を掲載

し、これから何か始めたい方へのヒントにな

ることを目指しています。サークル代表者の

方は是非、『ゆめたねガイド』に掲載してみ

ませんか？ 

申込方法は、当センターホームページより

申込書をダウンロードしてご記入の上｛来

所、郵送、FAX、メール｝でお送りくださ

い。締切は９月３０日（金）です。多くの皆

さまからのお申込をお待ちしています。 

とつかお結び広場運営会議報告 
 
6 月の運営会議後、運営委員会は進行・企画・出

展・広報の 4 チームに分かれて企画・運営を行って

います。７月 29 日の運営会議では各チームの役割

分担を確認し、進行状況を報告し合いました。10 月

22 日（土）23 日（日）にとつかお結び広場のプレ

イベントを計画中です。詳細は決定次第お知らせし

ます。ふるってご参加ください！ 

 
みんなで結ぼう！戸塚の輪 心の和 

 
第 2 回とつかお結び広場 
 

【日時】12 月 4 日（日）10:00～15:30 

【会場】戸塚小学校 体育館＆校庭 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

戸塚高校ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの施設見学 
 

戸塚高校のボランティアセンターは

福祉部が母体になって発足し、顧問の先

生と生徒で運営されています。その生徒

達が７月下旬、キャベツ畑・窓（横浜市

地域活動支援センター精神障害者作業

所型施設）に見学に行ってきました。 

生徒には、「窓」が開所したことが地

域の新しい繋がりを作るきっかけにな

った話が印象的だったそうです。帰りに

は畑で育てている野菜をお土産にもら

ったとか。施設側も今回の見学を喜んで

下さいました。多くの方に様々な施設を

見学していただけたらと思います。 

福島ひまわり里親プロジェクト 
 

土壌から放射能物質を吸収するとしてひ

まわりが注目されているのはご存知です

か？ 福島から種を取り寄せ育て、採れた種

を福島へ戻すのがこのプロジェクト。土木事

務所が公園愛護会を通して地域の方からお

話を頂き、種を取り寄せました。公園愛護会

で 1700 程の苗を育て、学校や保育園に分

けられました。その一部をセンターのボラン

ティアの方が頂き、YMCA 東とつか学童ク

ラブとケアハウスゆうあいが一緒に４月に

作った花壇のある庭で育てています。フェン

スに看板を取り付けたのでお気づきの方も

いるかもしれませんね。今は細く弱い苗です

が、立派に育ちたくさんの種を福島に返せる

と信じています。 

学童クラブの地域交流  
夏休中も大忙しの YMCA 東と

つか学童クラブに、地域の方が工

作を教えに行き、ゆらゆらする人

形や磁石で動くおもちゃを作りま

した。子どもたちはとても楽しか

ったようで、お迎えの保護者に作

品を見せている子が殆どだったと

か。子どもたちはお世話になった

地域の方々へお礼を兼ねて、夏祭

りを企画し、ご招待するそうです。 

 
～とつかプロジェクト 進行中です～ 

 
『ゆめのたね』5 月号にて、地域と学生がともに地域社会の課題に取り組むことを目指す「とつか

プロジェクト」をご紹介しました。その後の経過をご報告しますと、計 9 名の学生から参加申込みが

ありました。ほとんどが 1 年生で、「大学入学を機に初めて戸塚へ来た」という学生が多いフレッシ

ュな顔ぶれです。中には「今まで戸塚を知らなかった」という学生もいました。 

8/5(金)に実施したオリエンテーションで、参加学生たちから戸塚の印象について聞いてみると、

『横浜市なのでもっと都会かと思った』『意外と田舎だった』という意見が目立っていました。です

がその後、戸塚の課題や、それを解決するために自分たちができることは？ということをテーマにワ

ークショップ形式で話し合ったところ、まだよく知らない戸塚をこれから知っていこうという学生た

ちの姿勢が感じられ、うれしい限りです。 

学生の受け入れには、ドリームハイツ地域運営協議会や上倉田地域ケアプラザ、とっとの芽など、

計 7 カ所の団体あるいは施設にご協力をいただいています。現在それぞれの受け入れ団体で 7～10

日間ほどの活動が始まっており、当センターでも 1 名、学生が活動中です。当センター利用者をはじ

めとする色々な世代の方と話をするほか、先日 FM 戸塚へも職員と一緒に出演してもらいました。 
これからの活動を通じて、参加学生たちの戸塚の印象がどのように変わっていくのか楽しみです。 
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地域情報･･･ハビタットＭＧＵの活動報告 
 

～明治学院大学戸塚キャンパス ハビタット MGU の学生による活動報告です～ 

 

私達は国際ＮＧＯ Habitat for humanity の日本学生支部として、明治学院大学で活動している、海外

での貧困居住問題の改善に取り組む海外支援団体です。 
 

《ＶＩＳＩＯＮ》『すべての人が家という幸せの鍵を持ち、可能性を発揮出来る社会を目指す』 

《理念》Do for others, Home to happiness, because we are family of The earth. 
 

を元に、住居支援のＧＶ（Global Villedge）、フィリピンのコミュニティ自立支援のＰＰＰ(Philippines 

Partnership Project)という二つの海外での活動を柱として活動しています。長期休暇（8、9 月と 2、

3 月）を利用して年に２回、実際に現地を訪問しています。 

 

2011 年 3 月には、住居支援のＧＶでインドに行き、建築活動を行って

きました。南インドのポンディシェリからバスで１時間ほどかかる小さな村

で、村の中でも特に住居環境が悪い５軒の家の建築を行いました。元の家と

いうのは家庭にもよりますが、非常に狭く、夜はお父さんだけ外で寝ていた

り、屋根や壁が葉を編んだような脆いもので穴があいていたりしました。雨

の日には水浸しになり、蛇やネズミの侵入に日々怯えながら生活していまし

た。作業は土台作りが中心で、レンガの土台の枠に砂を入れていく作業でし

た。他にはセメントを作って土台の枠に流し込む作業や、レンガを運び積ん

でいく作業を行いました。基本的に作業はホームオーナーさん家族と一緒に

行い、絆を深めることができました。 

 

登録団体の紹介 

 
 
セルフヘルプグループ『たいよう』 

 
子育ての最中、子どもが成長してもその時々でい

ろんな悩みが出てきますよね。お子さんの生活の中

で気になっている事、発達上の問題、集団行動、対

人関係、ちょっとしたくせ、その他何でも、日頃気

になったり心配に思っている事を、気軽に話したり

聞いたりすることで、少しでもほっとできるひと時

を過ごせたらと思っています。お母さんはいつもニ

コニコ、太陽のように家庭を明るく照らす存在でい

たい・・・そんな気持ちをこめて「たいよう」とい

うグループを作りました。 

現在の活動は月に 1 回程度、とつか区民活動セン

ターで座談会のような形ですすめています。まずは

聞くだけでもＯＫ！話したいことや悩んでいること

を相談、共有しましょう！会員制ではありません。

ご都合に合わせてご参加下さい。一人で抱え込まな

いで、悩まないで・・・まずはいらしてみませんか？ 

ブログで活動紹介をしていますので、ご覧下さい。

http://momtaiyo.blog25.fc2.com/ 

～地元の歴史ワンポイント紹介 No.16～ 
 

『柏尾川の大橋は交通の要衝だった』 
 

浮世絵東海道五十三次で、戸塚宿は

「こめや」前の馬の乗り降り場面が最も

ポピュラーですが、この絵の右手に描か

れている橋が現在の大橋に当ります。 

橋の袂にある道標を見ると「左かまく

ら道」と描かれています。橋の手前を左

（つまり下流）へ辿ると、大船から鎌倉

へ出ます。鎌倉・江ノ島にお詣りの人々

に利用されました。 

他方、現在の大橋の西詰を上流へ約

50ｍ進んだ所に「ほしのや道・八王子

道」の道標があります。ここから座間の

星谷寺へ行く参詣道（さらに八王子まで

進む道）があったことを示しています。 

このように、大橋は東海道と鎌倉道・

八王子道の交わる交通の中心だったの

です。  （戸塚歴史の会 及川治雄） 
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情 報 掲 示 板 

仕事をテーマにしたグループワーク開催 

“うちの茶の間”へいらしてください！ 

とつカレッジ ～戸塚のいいとこ学び隊～ 

自分の住んでいるまちのことをもっと知りたい！全然知ら

ないけれど、機会があれば･･･そんなあなたに必見！見

て、聞いて、感じて、楽しく学ぶ、いいとこ取りの戸塚学。 
 

【日程と内容】 

①10 月 18 日（火） ようこそ とつカレッジ ～意外と知ら

ない！戸塚プロフィール～ 

②10 月 25 日（火） 震災から学ぶ！知っておきたい防災術 

③11 月 1 日（火） 江戸時代へタイムスリップ！戸塚宿 

④11 月 8 日（火） 東海道史跡めぐり＜戸塚宿編＞ ～上

方見付から江戸方見付～ 

⑤11 月 15 日（火） 公開講座： 薬でわかる体の秘密  

～実は誰もが特異体質！？～ 

⑥11 月 22 日（火） 秋を探しに里山へ ～舞岡散策～ 

⑦11 月 29 日（火） 戸塚自然再発見！ 

【時間】全回 10：00～12：00 

【場所】①②③戸塚区役所 4 階 1 号会議室、④旧東海道

戸塚宿付近、⑤地域会議室（県税事務所 4 階）、⑥舞岡

地区、⑦戸塚区役所 1 階 2 号 A・B 会議室 

【対象】戸塚区在住、在学、在勤で、7 回全て参加できる

人（5 回目のみの参加も可） 

【定員】30 人、5 回目のみ 100 人（応募多数の場合抽選）

【参加費】無料   

【保育】2 歳以上の未就学児 10 人（事前申込制・抽選、全

7 回受講の方優先） 

【申込方法】ハガキまたは FAX に、講座名、参加回数（全

7 回か 5 回目のみ）、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、

FAX 番号、保育希望の場合は子どもの名前（ふりがな）・

性別・アレルギーの有無・生年月日を記入し、下記へ 

【申込締切】全 7 回受講の場合：9/16（金）必着 

5 回目のみ受講の場合：10/31（月）必着 

【主催】戸塚区役所  

【申込・問合せ先】戸塚区役所 地域振興課 地域活動係 

〒244-0003 戸塚町 157-3 Tel 866-8412 Fax 864-1933 

「仕事」についての考え方や想いを、グループワ

ーク形式で語り合いませんか。 
 

【日程】9 月 18 日（日） 

【時間と内容】13：30 開場 

①14：00～15：30 グループワーク「仕事とは？」 

②15：45～16：30 繋がりの会活動発表と意見

交換会  ※①または②のみの参加可 

【場所】神奈川県立青少年センター別館サポー

トプラザ 2 階活動室 2 

【対象】20～40歳位の仕事について悩んでいる方  

【主催】繋がりの会 

【申込方法】9/17（土）迄に下記へ、メールにて

氏名、連絡先、参加時間をお知らせください。 

souzoutokuukan@docomo.ne.jp 

 

気軽にちょっと立ち寄れて、お茶でも飲みなが

ら、お話しできたら・・・そんな場所があります。

少しずつ顔なじみになって、居心地のいい場所

にしていきましょう。おしゃべり、相談、愚痴こぼ

し・・・何でもいいのです。予約は要りません。ま

ずはいらしてみてください。ボランティアスタッフ

がお待ちしています。 
 

【日時】毎週木曜日 13：30～15：30 

【場所】とつか区民活動センターミーティングコ

ーナー 

【内容】脳トレタイムで頭の柔軟体操、ストレッチ

でリラックス、情報交換や相談、ホッと一息ティー

タイム 等 

【対象】おおむね 65 歳以上の方 

 

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。 

 

とつか区民活動センター 

〒244-0805  

横浜市戸塚区川上町 91-1 モレラ東戸塚 3 階 

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

URL  http://totsuka-kumin-center.jp 

開 館 時 間 ：火～金曜日 午前 9 時～午後 8 時 

土･日･祝日 午前 9 時～午後 5 時 

休 館 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） 

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３ 

西口 

至横浜 

至戸塚 

オ
ー
ロ
ラ 

モ
ー
ル 

 東
口 


