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とつか区民活動センター情報紙 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３２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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター事業のご報告 
 

10 月 22 日（土）23 日（日）に行った、とつかお結び広場プレイベントのご報告です。 

★「子どもの力を伸ばすコーチング」ワークショップ･･･ＮＰＯ法人ハートフルコミュニケーション チーム

湘南によるワークショップには、子育て中のママを中心に幅広い世代の方が参加しました。皆さんと

意見を交換することにより、改めて自分の子育てについて考えることができました。 

★ワールドカフェ＆トークショー･･･高校生から人生の達人迄、年齢や立場を超えて、大切な人や自分の住む

町について思いを巡らせ語り合いました。東日本大震災の支援活動をしている、ＮＰＯ法人カフェ・

デラ・テラの成田さんの「今こそ地域と心の復興を」というお話が心に残りました。 

★出展団体・個人交流会･･･“お結び広場に期待すること”というテーマの発表では「他の団体との関わ

りを深めたい」「たくさんの人に知ってもらいたい」と意気込みを感じました。 

★地域にデビュー講座･･･講師の時任さんが、今の生活から一歩踏み出すためのポイントをお話ください

ました。ご自身の経験を交えてのお話には、皆さんも心当たりがあるようで思わず苦笑。参加者はそ

の後、センターのボランティアとして活躍中です。 
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～みなさんの交流の場～おしゃべりサロン 
 

姿勢やマッサージなど自分で簡単にできる健

康管理のミニ講座（講師：ふたば鍼灸整骨院 平

林幸二先生）と、おしゃべりタイムで心身ともに

元気に！申込不要、参加費無料です。 
 

【日時】12 月 16 日（金）13:15～16:00 

【場所】とつか区民活動センター会議室 

みんなで大掃除!! 
 
今年もみなさんの活動の拠点となったセンタ

ーを一緒に掃除して、新年を気持ちよく迎えま

しょう！ご参加をお待ちしています。 
 

【日時】12 月 21 日（水）14:00～15:00 

【場所】とつか区民活動センター 

掃除用具は準備致します。 

動きやすい服装でお越しください。 

冬休み親子童話の会 

カレル・チャペック作 

「郵便屋さんの話」朗読会 
 
宛名も切手もない手紙でしたが、その手

紙に込められた真心を届けたいと、国中を

回って探す郵便屋さんの、ほのぼのとした

心優しいお話です。この絵本のために製作

された、心温まる音楽と絵にあわせて朗読

します。チャペックの心優しさに耳を澄ま

せてみませんか。 

【日時】12 月 23 日（金・祝） 

11:00～12:00 

【場所】とつか区民活動センター会議室 

【脚本・朗読】絵本の友ひびき 虻川典久 

申込不要、参加費無料です。当日直接お越

しください。 
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クリスマスイベントへの出演 
 

 秋になるとセンターにはクリスマス

イベント出演の依頼が増え、1 団体また

は、事情により多くの団体を望まれる場

合があります。今年は新戸塚病院のデイ

サービスから５団体の依頼（病院も独自

に頑張っていました！）。登録団体の天

優（二胡）、久保田青山会（尺八）、秋

葉マジシャンズクラブと、ご登録は頂い

てはいませんがヘルマンハープと落語

をご紹介することができました。これを

きっかけに地域とのつながりが 

深まっていけばと思います。 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王滝村と戸塚区民の交流 
 

2010 年度まで行われていた市と他市町村と

の職員交換制度を利用して、長野県王滝村から

1 名の職員が横浜市に来ていました。その方が

「これを機会に村のことを戸塚区に知ってもら

いたい」と当センターに相談に来たのは、セン

ターオープン間もなくのこと。その後試行錯誤

の中、映像シリーズでの村の紹介等を経て、今

年秋には登録団体戸塚レクリエーション協会の

王滝村訪問に至りました。 

王滝村は御岳山の麓にあり、協会は昔登山に

訪れたことがありましたが、今回村民との交流

を目的に再訪。村のどんぐりハウスでのトチノ

ミを使ったソバ（ソバ粉なし！）、ドングリの

クッキー、パン、コーヒーなど珍しくも素朴な

料理に感激されたとのご報告がありました。 

再来年の来訪も検討しているそうです。 
 

小学校で防災教室 
 

10/27（木）に東品濃小学校で
ＰＴＡ主催の防災教室が開催され、
当センターからとつか災害救援活
動ネットワークの加藤吉昭さんを
ご紹介しました。 

当日は災害に備えて自助・共助の
大切さや、非常持出品リストの必要
性など具体的な話を聞くことがで
き、皆さんメモを取ったり質問をし
たり熱心に受講していました。ま
た、非常食の試食等の楽しい企画も
盛り込まれ、とても充実した内容の
防災教室でした。 

福島のクマさんにドングリを贈ろう！ 
 
コナラ、シイ、クリ･･･木の実をいろいろ

ご存知のことと思います。今回地域の見守り

や、色々な団体で大変活躍されているボラン

ティアさんから「福島の熊にどんぐりを贈り

たい」との話がありました。    

YMCA 東とつか学童クラブのお子さん

に、ドングリ集めをお願いしてみると快諾♪ 

早速集めて、11/10 にドングリの引き渡し

をしてくれました。その際、森の不作が自然

の中で生きる生き物の生活を脅かす話があ

りました。熊がお腹を空かせて人里に下りて

きてしまう実情を知り、子どもたちはクマさ

ん型の色紙に「どんぐりをいっぱい食べて町

におりてこないでね」などとメッセージを寄

せていました。森が豊かになって熊や他の動

物達と人間が共生できるといいですね。 

ﾄﾂｶｰﾅﾓｰﾙの地域交流ｲﾍﾞﾝﾄ 
 
来年 3 月まで出演団体が決まっ

ている程の人気イベント。12/10

に登録団体のハーモニカ愛好会明

日葉が出演します。毎月開催して

いてセンターが紹介した団体も多

数参加しています。詳細はセンタ

ーにあるチラシか戸塚東急プラザ

のホームページをご覧ください。 

12/10（土）は 13:00～と 14:00

～の各 30 分間です。 
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地域情報･･･神奈川県警からボランティア活動支援のお知らせ 
 
 

 
 

生活安全サポート班は、県内で活動されているボランティア団体 
 等に対する支援を専門的に行うため、今年４月１日に神奈川県警察 

 本部に設置されました。 

  当班は、各警察署や区役所等と連携して、ボランティア団体等に 

 対する支援を実施することにより、より一層地域のコミュニティを 

 強化して、犯罪や交通事故のない、安全で安心して暮らせる地域社 

 会の実現を目指しています。 
 

○ 主な支援内容 

    ・ 防犯活動のアドバイス 

    ・ キャンペーンやイベントの支援 

    ・ 防犯講話や講習会の実施 等  様々な支援を行っています。 
 

○ ボランティアサポートダイヤル 

    「ボランティア活動に興味があるけど、どうすれば参加できるの？」 

    「パトロールってどんな風にやればいいの？」「活動がマンネリ化している」等 

    ご意見・ご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。 
 
   連絡先  ０４５－６６２－５５１１ 
          ボランティアにここちいいサポート 
 

神奈川県警察本部 生活安全部 生活安全総務課 

生活安全対策室 生活安全サポート班（担当：星・小澤・佐藤・中村） 

 

登録団体の紹介 
 

 

小学生ドッジボールチーム 

Yokohama TOPS（ヨコハマトップス） 
 

～ドッジボールすきな子あつまれ！～ 
 

４月に発足したばかりの小学生公式ドッジボールチーム

「Yokohama TOPS」です。小学生が大好きなドッジボー

ルを競技スポーツとして楽しんでいます。 

公式ドッジボールは学年混合・男女混合で行う競技スポ

ーツです。小１～小６までの男女どなたでも参加ＯＫ。 

ぜひ一緒にドッジボールをやりましょう。そしてもちろん、

子どもたちの保護者もさまざまな交流を楽しんでいます。 

一緒にいて「童心に帰ることができる」相手は誰ですか？

私たちにも無心でボールを追いかけたり、小さな石や紙切

れや眺めた夕焼けが宝物だった･･･そんな時代もありまし

た。ぜひその頃を思い出して、あのころの目で世界を見て

みませんか。 

主に水曜日・土曜日・たまに日曜日、戸塚区内やその周

辺の体育館の予約が取れた時に活動しています。スケジュ

ールはチームのＨＰで確認できますので、お気軽にご見

学・お問い合わせを。ぜひ参加をお待ちしています。 

 http://yokohamatops.web.fc2.com/ 

yokohamatops@hotmail.co.jp 

～地元の歴史ワンポイント紹介 No.19～ 
 

『旧境橋・寺前橋と旭町用水路』 
 

戸塚大踏切のすぐ東の戸塚駅東口

入口交差点の位置に、かつては東海

道に架かる橋がありました。それ程

大きな橋ではありませんが、矢部町

と吉田町の境になるので境橋と呼ば

れたり、或いはすぐ傍に（駅前ラピ

スⅡ北側）移転前の宝蔵院があった

ので、寺前橋とも呼ばれていました。 

もう一つ、ここに堰が作られてい

て、旭町の田へ用水を流していたの

ですが、今では知る人も少ないでし

ょう。この地点からモディ北側を抜

け、鉄道を潜り、元の松本屋酒店の

南側を通り、旧三菱銀行裏から区役

所通りの一本西の小路を辿りまし

た。戸塚駅西口開発で、その痕跡も

全く姿を消すのは一寸淋しく思いま

す。 （戸塚歴史の会 及川治雄） 

ははじじめめままししてて！！  生生活活安安全全ササポポーートト班班でですす！！  
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情 報 掲 示 板 

キララの教室 ボランティア募集 戸塚ウォーキング倶楽部からご案内 

大人の教室～ あなたの企画実現！～ 

コミュニケーション力や創造力を磨きながら、ゼロか

ら講座作りを学びます。来年こそは新しいことチャレ

ンジしてみたいあなた、「楽しく学べる」講座を企画し

てみませんか？ 
 

【日時と内容】全て 10：00～12：00 

①1 月 19 日（木）コミュニケーションのツボ 

②1 月 26 日（木）柔らか頭で創造力ＵＰ！ 

③2 月 2 日（木）魅力的な企画づくり 

④2 月 9 日（木）思いをカタチに！ 

【講師】佐々木英和氏（宇都宮大学生涯学習教育研

究センター 准教授） 

戸室憲勇氏（国際医療福祉大学 講師） 

【場所】①②④戸塚公会堂 1 号会議室 

③戸塚地区センター会議室Ａ 

【定員】 20 名（多数時抽選）  【参加費】無料 

【保育】2 歳以上の未就学児 10 名（事前申込） 

【申込方法】ハガキまたは FAX に、講座名、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、12/15（木）までに下記へ 

【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  【主催】戸塚区役所 

外国につながる（保護者が外国の方）児童への日

本語・学習支援のボランティアを募集しています。 

経験等は問いません。週 1 回を基本とし、子どもに

「寄り添う」をキーワードに活動しています。 
 

【活動場所】とつか区民活動センター 

【問合せ先】キララの教室 Tel 741-1756 飯塚 

旧東海道の難所であると言われていた権太坂を下

り、かながわの公園 50 選に選ばれた保土ヶ谷公園

と、常盤公園を歩き、和田不動尊を巡行致します。 
 

【日程】12 月 3 日（土）、12 月 14 日（水） 

二日間とも同じコースを歩きます。 

【集合】JR 東戸塚駅東口下車、オーロラシティ前広

場 9：30 集合 ※事前申込不要。直接集合場所へ 

【コース】東戸塚駅～品濃一里塚～境木地蔵～権

太坂～保土ヶ谷公園（昼食）～常盤公園～和田不

動尊＜真福寺＞～相鉄線和田町駅（14：30 頃） 

【持ち物】弁当、飲み物、雨具 

【主催】戸塚ウォーキング倶楽部 

【問合せ先】千々輪（ﾁﾁﾞﾜ） Tel 090-7219-1821 

初心者一眼レフデジカメ教室 

講座５回と写真展。経験豊富なスタッフが指導します。 
 

【日程と内容】 

①1 月 12 日（木）9：20～11：30  カメラの使い方 

②1 月 19 日（木）9：30～11：30  撮影方法 

③1 月 26 日（木）9：30～11：30  室内撮影教室 

④2 月 2 日（木）9：30～11：30  野外撮影教室 

⑤2 月 9 日（木）9：30～11：30  撮影結果の講評 

2012 年 2 月に修了写真展。１人１点提出。 

【場所】①②③⑤戸塚地区センターＢ会議室 

④大船フラワーセンター  【定員】20 名（多数時抽選） 

【参加費】2500 円（全 5 回分） 

【申込方法】往復ハガキで往信面に氏名（ふりがな）、

住所、電話番号、Ｅメールアドレス、返信面に申込者の

宛先、氏名を記入し、12/20（火）までに戸塚区役所地

域振興課〒244-0003 戸塚町 157-3 へ 

【問合せ先】フォト夢とつか 岡谷（ｵｶﾉﾔ） 

 080-1201-8727（受付 9：00～17：00） 

【主催】フォト夢とつか  【後援】戸塚区役所 

 
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 

センターからのお知らせ 

「センター日記」更新中！！！ 

とつか区民活動センターのホームページにて、

イベントのご紹介やセンターでの出来事などを

綴る「センター日記」を月に 2～3 回ほど更新

しています（*^_^*）ぜひチェックしてみてくだ

さい。とつか区民活動センターのホームページ

はこちら http://totsuka-kumin-center.jp 


