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第３１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 

 

 

 

 

 

 
日時 ： 12 月 4 日（日） 10：00～15：30 （開場 9：30） 
会場 ： 戸塚小学校 体育館・校庭 （雨天決行）   入場無料 

 

今年も、戸塚を中心に色々な分野で活動している約１００の団体・個人が戸塚小学校に集ま

ります。パネルや映像、パフォーマンス、体験コーナーなどで、団体の活動内容をわかりやす

く紹介します。どなたでも気軽に参加して、交流していただき、地域活動を始めるきっかけに

してみませんか？ みなさんのお越しをお待ちしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
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利 用 者 交 流 会 
 

利用者交流会はセンター運営についての意見

交換の場であると共に、毎回のテーマに沿った

話合いと、参加者同士の交流の場でもあります。

今回のテーマは「自分たちの楽しみをみんなの

喜びに」どなたでもご参加いただけます。 
 

【日時】11 月 25 日（金）10:00～12:00 

【場所】とつか区民活動センター会議室 

～みなさんの交流の場～おしゃべりサロン 
 
様々な人と出会って、人生を豊かに！ 

お楽しみタイムでシャンソン歌唱を楽しん

でから、語り合いましょう。参加費無料、

申込不要です。お気軽にお越しください。 
 

【日時】11 月 18 日（金）13:15～16:00 

【場所】とつか区民活動センター会議室 

 

◇パネル展示（福祉、環境、国際交流、まちづくり、子ども・青少年など） 

◇作品展示（書道、絵画、エコたわしなど） ◇体験コーナー（折り紙、シール作りなど） 

◇健康コーナー（指圧、体操など）     ◇つながろう戸塚コーナー（震災、防災の取り組み） 

◇ウナシー劇場（ゴスペル、踊りなど）   ◇井戸端会議 （交流コーナー） 

◇戸塚宿（歴史資料展示）         ◇お結び茶屋 （軽食、お休み処） 

◇販売コーナー（パン、野菜、菓子、木工品）◇子ども・青少年ｺｰﾅｰ（鉄道模型、バルーン作り） 

プログラム（予定） 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録団体の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

トツカーナモール・戸塚東急プラザ 

地域交流イベント 
 

12/3（土）に戸塚公会堂ホールで、戸塚

区民ゴスペルコンサート実行委員主催の「戸

塚ゴスペルコンサート 2011」が開催される

のはご存知でしょうか？ 実行委員も出演

者も戸塚区在住・在勤の皆さんで、たくさん

の方が出演されるので練習も時間を合わせ

るのがとても大変だそうです。そんな皆さん

がトツカーナモール・戸塚東急プラザ地域交

流イベントに出演します。昨年は 12 月にサ

ンタや赤鼻のトナカイに扮装して、楽しいパ

フォーマンスを見せてくれました。今年はど

んなものを見せてくれるのか楽しみです。 

イベントの日時は 11/26（土）1 部 14:00

～14:30 と 2 部 15:00～15:30 です。 

亀谷さんの不思議なフォトイラスト  
ちょうど 1 年前このコーナーで、高

齢者施設ケアハウスゆうあいが、亀谷

さんの野菜を使ったフォトイラスト

を展示していることを取り上げまし

た。１年間毎月施設が展示を変えたお

かげで、今ではどんな野菜が何に変身

しているかと入居者の話題になるほ

どだそうです。亀谷さんが所属すると

つかアートプロジェクトの「戸塚の街

をアートで元気にしたい」という思い

が花開き、うれしく思います！ 

園芸ボランティアの紹介 
 
泉区にある高齢者施設『ヴィラ泉』

より「施設内に飾るお花をプランター

に植える作業やその手入れなどを、施

設利用者と一緒にしていただけるボ

ランティアはいないだろうか」との相

談があり、センターボランティアをお

ひとりご紹介しました。先日その第 1

回目には、20 名くらいの利用者の方

と鉢にお花を植える作業を、1 時間ほ

ど行ったとのこと。今後は月 1 回のペ

ースで活動していくそうです。 

 
「とつかプロジェクト」報告会 
 
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」。同プロジェクトに参加した学生たち

による活動報告会を開催します。興味のあ

る方はどうぞお越しください。 
 

【日時】11 月 19 日（土） 

15：20～17：00 

【場所】上倉田地域ケアプラザ 

 

正調江差追分 横浜鴎舟会 
 

一度聞いて惚れる、二度聞いて酔う、三度聞いて

涙する。日本を代表する民謡の王様と言われる、正

調江差追分を唄ってみませんか？ 

基本をマスターすれば、誰にでも唄えます。戸塚

区内４ヶ所で江差追分の他に祝唄、盆唄、舟唄とい

った各地の民謡も稽古をして、老人施設などへ年間

30 ヶ所以上にボランティア活動中です。 

民謡の好きな人、唄ったことのない人、 

関心のある人、ひとり暮らしの方、 

民謡を唄う仲間になりませんか！ 

会の雰囲気を見に来てください。 

見学大歓迎です。 

連絡先：822-3491 

横浜鴎舟会（おうしゅうかい） 
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どれにしようかな～♪ 

 

地域情報･･･「だがしやしなの」に行ってきました 
 

JR 東戸塚駅東口を出て、お店が立ち並ぶ品濃町の通りを５分ほど歩いていくと、昔懐かしい（？）だ

がし屋さんがあります。それが、「だがしやしなの」です。場所は常盤商店の軒先。町内会長で品濃小学

校初代 PTA 会長でもある常盤さんと、常盤商店さんのご好意で、シャッターの下りた休業日にその軒先

を借りてお店を開いています。 

きっかけは、一昨年の 12 月、品濃小学校で開催された「とつかのおもちゃ箱２００９」での「だがし

や楽校」でした。（とつかのおもちゃ箱２０１１については下記を参照）「だがしや楽校」は、参加者が

得意なことや好きなことを見せる手作りの“おみせ”が並び、子どもから高齢者まで年齢に関係なく楽し

めるイベントです。不思議なことにこれらの“おみせ”では、昔だがし屋さんでお店のおばちゃんと子ど

もがしていたようなやりとりが自然と生まれます。 

「もっと日常的にこのイベントを品濃町で開きたい」「そこへ行けば顔見知りが座っている、という場

所を作りたい」「『○○ちゃん、いらっしゃい！』と声を掛けられる関係を地域で築きたい」との想いか

ら、品濃小学校 PTA のＯＢを中心とする任意団体「しなのサポーターズ」のメンバーが昨年６月より始

めました。高い家賃を払ってお店を持つのは無理でも、定期的にどこかでお店を出すことならすぐ始めら

れるかも…と品濃小学校のまちとともに歩む学校づくり懇話会で話したところ、常盤さんが軒先を貸すこ

とを快諾してくださり、実現したそうです。 

「駄菓子を売ることではなく、地域の人とおしゃべりをすることが目的」と

発起人の山田さん。お店を始めてからの感想を伺うと、「地域にいろんな人が

いることがわかった」とのこと。また、1 年が経過したこともあり、前はお母

さんに抱かれてお店に来ていた赤ちゃんが、自分でお菓子を選べるようになる

など、子どもの成長ぶりを見られるのだそう。 

お伺いした日は、おなじみの「うまい棒」「焼き肉さん太郎」「ミニドーナ

ツ」などが並ぶ中、子どもに混じって大人の方も数人買いに来ていました。幼児

が来ても大丈夫なように、との配慮からタマゴボーロも置いています。 

「だがしやしなの」は毎月第 1・３水曜日の 14：00～17：00 に常盤商店前で開いています。運が

よければ、お菓子の他におまけがもらえるかも？？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～地元の歴史ワンポイント紹介 No.18～ 
 

『競馬場と縁深かった駒立橋』 
 

柏尾川の大橋の一つ下流に架かるのが駒

立橋です。東へ渡ると日立製作所がありま

す。この工場が建つ前、昭和 8 年ここに競馬

場ができました。畜産組合が経営するもの

で、開催時には見物客が大勢訪れました。そ

のために昭和 12 年戸塚駅東口が開かれたと

いうくらいです。 

出走する馬の厩舎が矢部町の善了寺門前

付近にあって、競走に出る時、この橋を渡っ

たので、駒立橋と呼ばれたようです。 

戦時色が濃くなり、競馬場は軍用馬の調練

場に変わり、昭和 17 年汲沢に移りました。

戦後競馬が復活しましたが、川崎競馬ができ

たこともあり、昭和 25 年に終了しました。 

（戸塚歴史の会 及川治雄） 

とつかのおもちゃ箱 ２０１１ 
 
今年もまた『とつかのおもちゃ箱』が開催

されます！ 

現在、工作やゲーム、パフォーマンスなど

でだがしや楽校に出店なさる方を募集してい

ます（１１月中旬まで）。「私も出店したい！」

という方は、とつか区民活動センターまでご

一報ください。 

また、このイベントは赤ちゃんからおじい

ちゃんおばあちゃんまで参加できます。お客

さんとして当日参加したいという方も、ぜひ

足を運んでみていはいかがでしょうか。 
 

【日時】12 月 10 日(土) 

10：00～15：00（予定） 

【会場】横浜市立川上小学校 体育館棟 

【主催】とつかのおもちゃ箱実行委員会 
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情 報 掲 示 板 

コミュニケーションスキル学習講演会 

民 謡 講 習 会 

ベビーとママのための音楽タイム 

初めての音楽体験にぴったりの講座。身近な童謡や

質の高い和洋の音楽を楽しみながら、同年齢の友達

づくりもできます。 
 

【日程と内容】 

11 月 30 日（水） 親子で童謡を楽しもう 

12 月 6 日（火） 日本の小鼓の音を体験しよう 

12 月 13 日（火） サックスの生演奏を聴こう 

【時間】10：30～11：10（受付 10：00～） 

【場所】戸塚地区センター和室 

【定員】 0 歳から乳幼児と保護者 20 組（多数時抽選） 

【参加費】1 組 1500 円（全 3 回分、初回徴収） 

【申込方法】11/14（必着）までに、往復ハガキまたは

FAX、E メールに、講座名、開催日、住所、氏名、電

話番号、お子さんの名前（ふりがな、年齢、人数）を記

入し下記へ 

【申込先】戸塚区役所地域活動係（〒244-0003 戸塚

町 157-3  Fax 864-1933）  または 

相模小鼓の会（E メール eatplaynap@yahoo.co.jp） 

【問合せ先】Tel 090-4424-9332 森澤 

【主催】相模小鼓の会  【共催】戸塚区役所 

コミュニケーションスキル学習「アスパラの会」は、

県民センターで「ピアカウンセラー養成講座」を受

講したメンバーが中心になり、東戸塚で学習を続

けていこうと、昨年秋結成されました。 

「ピア」とは仲間という意味です。親密さが違うだ

けで、社会の中で出会った人みんながピアです。

仲間は支えあうものです。ふだん、仲間の話を聴

けていますか？カウンセリングとは、特別なことで

はありません。悩みがあること＝前に進んでいる

ことなのです。カウンセリングを学んで、仲間同士

の問題解決にかかわってみませんか？結成１周

年を記念して、無料講演会を開催します。 
 

【日時】 11 月 27 日(日)13:30～15:30  

【場所】とつか区民活動センターＡＢ会議室 

【テーマ】 「カウンセリングによる仲間作り」 

【講師】東北薬科大学准教授 杉山雅宏氏 

【定員】４５人(先着順。11/20 締切) 

【主催】アスパラの会 

【申込・問合せ先】mori_hisanori@yahoo.co.jp（森） 

お名前と連絡先をお知らせください。 

日本の民謡をより楽しんでもらうために、民謡の歴

史を学び、発声練習をして、民謡を 1～2 曲唄う初

心者向けの講習会です。 
 

【日時】11 月 29 日（火）9：30～11：00  または  

11 月 30 日（水）13：00～14：30 どちらか１日 

【場所】大船学習センター 

【講師】伊丹浩子（戸塚区生涯学習ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、藤

本流民謡総師範）【参加費】200 円（プリント代 他） 

【主催】民謡常盤会 

【申込・問合せ先】Tel 0467-46-0295 伊丹 

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
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ともすみの会（研究会） 

ひとり暮らしが物足りない方へ。「ともすみの会」は、

人間同士のつながりを大事にする方々が知り合っ

て、数人で一緒に住まう暮らし方を研究する会です。 

ご関心のある方、定例会にお越しください。 
 
【日時】12 月 11 日（日）10：00～11：30 

【場所】とつか区民活動センターB 会議室 

【参加費】200 円  

【主催】ハッピーバトン 

【申込先】Tel 090-2405-9215 金光 

 


