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第３５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

利用者交流会

子育ての「わ」～ワイワイ子育て～

ハッピーになれるコミュニケーション
レクチャー＆子どもと楽しく遊ぼう

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

あなたと私は違っているのが当たり前。このこと

に、毎回のテーマに沿った話合い

を再認識して、よりハッピーなコミュニケーション

と、参加者同士の交流の場でもあり

のコツを掴みましょう。

ます。今回のテーマは

○コミュニケーションのレクチャー

「地域でつくる子育てのワ」です。

○30 分でできる思い出アルバム！

どなたでもご参加いただけます。

○一緒に遊ぼう

手遊び・歌遊び

お待ちしています。

など

【日時】3 月 16 日（金）10：00～12：30
【場所】とつか区民活動センター

会議室

【対象】乳幼児と保護者
【申込】3 月 1 日（木）より電話にて先着で受付。

第 3 回とつかお結び広場

【日時】3 月 23 日（金）
13:30～15:30
【場所】とつか区民活動センター
会議室

運営委員募集説明会

区民の皆さまに活動のきっかけをご提供し、交流や連携を図る、地域交流イベント「とつかお
結び広場」を 2012 年度も開催いたします。「第 3 回とつかお結び広場」をとつか区民活動セ
ンター、区役所とともに企画・運営する運営委員を募集します。ご興味のある方、まずはぜひ説
明会にお越しください。とつかお結び広場を一緒に盛り上げていきましょう！
【日時】①4 月 20 日（金）17：30～19：30
②4 月 24 日（火）14：00～16：00
※①、②は同じ内容、どちらかにご参加ください。
【場所】とつか区民活動センター

会議室

【申込】4 月 19 日（木）までに、メール、ハガキ、ファクス（参加希望日、住所、氏名、
フリガナ、電話番号、応募動機を記入）または来館にて受け付けます。宛先は本紙
右上をご参照ください。
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コーディネート報告
とつかお結び広場 ポストイベント

出展団体・個人 意見交換会 報告
とつかお結び広場を一日だけのイベン
トに終わらせずに、一年間を通して団体同
士の交流を深める機会を持ちたいという
運営委員の意見から、出展者の意見交換会
を 2/11（土）に開催しました。
まず運営委員から当日どのような様子
であったかの報告があり、映像が流れると
皆さん懐かしそうに見ていました。
次に交流会は、ワールドカフェ形式で行
われました。リラックスした雰囲気の中
で、新しいアイディアや楽しい企画がたく
さん出て、次回への期待が高まりました。
現在当センターの会議室およびミーテ
ィングコーナーに、とつかお結び広場で展
示したパネルを貼りだしております。皆さ
んが工夫を凝らして作った団体紹介のパ
ネルです。ご来所の折りは是非ご覧くださ
い。
※会議室内をご覧いただくのは、使用して
いない時に限られます

衣類のリサイクル
区内小学校の先生から「不要になった衣服
のリサイクル方法を教えてくれる方はいな
いだろうか」との相談があり、当センター登
録団体である「美織会」を紹介しました。
美織会は昨年の夏休みに行われた先生方
の研修会でも活躍した団体です。今回も小学
校の家庭科の授業の中で、NPO 法人 WE２
１ジャパンとつかの方とともに、子どもたち
が不要となった T シャツを使ってシュシュ
を作る作業などをサポート。後日美織会の方
にお話を伺ったところ「今回学んだリサイク
ル・リフォーム・リユースの方法を今後に活
かすのはもちろん、それを親から褒められる
ことで子どもたちの自信につながれば…」と
話していました。こうした交流をきっかけ
に、地域の方と子どもたちの関係性が築かれ
ていくと良いですね。

（2）

つなげた

輪

和

みんなの

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。

中学生職業体験の受け入れ
1/27 に豊田中学校から女子３名、男子１
名がセンターに来てくれました。業務一つ一
つに真剣に取り組み、緊張の面持ちで役目を
果たしていく姿に、利用者の方々から「たい
したものだ」との感心の声があがりました。
本人たちの感想は「疲れた」と、とても素
直なものでした。職員から見れば丁寧な姿勢
に安心していたのですが・・・馴れないこと
なので仕方がないですよね。またセンターを
「優しいところだと感じた」との嬉しい言葉
も残してくれました。地域の居場所づくり
グループへのインタビュー
もして、利用者のみなさん
の温かい心が伝わったので
はないでしょうか。生徒さ
んお仕事お疲れ様でした。

地域ケアプラザに
書類のお届けです！

中学校で職業講話
2/22 豊田中学校で 1 年生を対象
に職業講話が行われ、警察官、消防官、
獣医の方々が講師としてお話されま
した。どれも「命」の大切さが重要な
職業です。その中でセンターからは獣
医の先生をご紹介しました。生徒から
は「言葉の通じない動物とどうやって
コミュニケーションを取るのですか」
といった質問が上がったそうです。
仕事に就くための道筋（資格免許
等）、やりがいや喜び、苦労、仕事上
で大切な事等のお話は、生徒の皆さん
にとって将来を考える良い機会にな
ったのではないでしょうか。

2012 年 3 月 1 日

センター事業のご報告･･･ぐるり戸塚バスめぐり
とつか区民活動センターでは、戸塚区内で地道に市民活動を積み重ねている団体を日頃ご紹介していま
すが、実際に見ていただく機会はなかなかありません。そこで初めての試みとして、マイクロバスを借り
切って市内 5 箇所をめぐるツアーを、1/28（土）に実施しました。18 人の参加者のみなさんは、各々
の施設を熱心に見学され、自分の活動の参考にしたいという意見を多数いただきました。

とっとの芽（当センター隣）
若いママの子育てを支援する
施設で、来所制限になるほど
の人気です。スタッフも設備
も充実していて、自分の若い
時にここがあれば、という感
想がありました。

WE ショップ東戸塚
（名瀬）
不用品の リサイ クル
で発展途 上国を 応援
するお店。買い物を楽
しみました。

南舞岡ボランティアセンター（南舞岡）
一軒家を改装して、地域の居場所となってい
る施設です。「ただ場所を作っても人はこな
い。イベントを企画し、みんなに来ていただ
くという気持ちが大事
です」という運営責任者
の言葉に、みなさんうな
ずいていました。

登録団体の紹介
NPO 法人 みろく山の会
今年 30 周年を迎える山登りの会です。会員
は横浜市を中心とした神奈川県の住民がほとん
どですが、一部東京にお住まいの人もいます。
約 750 人の会員が、自主的に活動しています。
活動内容は、登山（高い山の縦走、日帰りの
ハイキング、外国の山のトレッキング）、岩登
り、沢登り、スキー、公園歩き、街歩き等から
山の自然を守るための活動（山の清掃、植樹、
登山道整備等）まで、生涯登山とオールラウン
ドの山行をめざし、会員一人ひとりが成長する
ことを目指しています。月に 50 回以上の山行
が計画されており希望する山行に参加できます。
現在の会員構成は 60 代の男女（男女比率は
50％イーブン）が多数ですが、40 代、50 代
の人もおり、若い年齢の会員を大募集していま
す。横浜駅近くに事務所があり、問合せ、申込
み等の電話をお待ちしています。
電話：045-317-2369（平日 13～17 時）
ホームページもぜひ御覧ください。
http://www.mirokuyamanokai.org/

ふらっとステーション・ドリーム
む ー み ん

と いこいの家 夢みん（俣野町）
高齢者中心の居場所です。
ここではヘルシーでおいしい昼
食を手ごろな価格(500 円)でい
ただきました。電気使用量をチ
ェックすることで、独居世帯を
見守る先進的試みのお話も聞き
ました。地域での支え合い活動
の取組みを知ることができまし
た。

あとりえ窓（戸塚町）
障がい者の居場所で、手作
業でか わい い木 工品 を作
っています。緻密な出来栄
えにみな感心しました。

～とつかで出会える小さな生き物②～

『台湾リス』
リスは、どんぐりや松ぼっくりの実も食べ、親
しみのある生き物です。台湾リスはニホンリスよ
りも一回り大きく木の枝から枝へ 1ｍ程飛べるリ
ス。台風の時江ノ島の台湾リスの檻が壊れ、檻か
ら逃げたリスは弁天橋を渡り、鎌倉に棲みついた
というのが通説です。リスにとって鎌倉の自然環
境の残る大規模樹林は大変良い地でした。その後
森から森へと、今では戸塚区のほぼ全域、舞岡公
園や小雀公園、下郷、汲沢、前田町でも生息して
います。
人気のない平日には小径を小走りに行き来して
おり、人の気配を感じると慌てて身を隠します。
リスは繁殖期、細い木の枝を集めて樹上に巣（樹
上性）を作ります。公園では木の葉が落ちるころ
の巣は丸見えです。木の高いところにある巣をご
覧いただけるかと思います。でも台湾リス、樹木
の樹皮をかじってはがしたりもします。繁殖力が
強い外来種は分布を広げ、生態系が変わりつつあ
ります。
（自然大好き戸塚塾 島谷健一）
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情 報 掲 示 板
パソコン講座のご案内

日本橋～箱根迄の東海道を、ガイドと歩こう!!

（1）インターネット入門講座
【日時】4 月 4・11・18 日（いずれも水）の 3 回
9：30～12：10
【場所】とつか区民活動センター 【定員】7 名

史跡や先人の思いが数多く残された街道を、歴史的
興味と健康の保持、その両方が一度に満足できる
10km 程度の楽しいウォークです。江戸日本橋を出発
点に品川、保土ヶ谷、戸塚と 10 の宿場を順に西へた
どっていきます。

（2）デジカメ初級講座
【日時】4 月 6・13・20・27 日（いずれも金）の 4 回
10：00～12：00
【場所】とつか区民活動センター 【定員】7 名

【日程】4 月～3 月迄 毎月 2 回開催
(①第 2 土曜日、②①の翌週の木曜日)
【場所】各コース共 9:30 集合(各回の集合場所やコー
スは、ホームページや当会のチラシ、「かながわ歩け」
会報等でお確かめ下さい。
【参加費】一般 500 円、中高生 250 円
【持ち物】弁当、飲料水、雨具
【申込方法】参加月日、住所、氏名、電話番号を明
記、下記の方法でお申込み下さい。
①はがき：〒221-0835 神奈川区鶴屋町 2-24-2 か
ながわ県民サポートセンター内 レターケース NO.128
「神奈川東海道ウォークガイドの会」宛
②FAX ：かながわ県民活動サポートセンター内レタ
ーケース No.128
Fax 312-1862
③E メール:yoyaku＠k-tokaido-guide.com
当会のホームページからも予約できます。
【主催】NPO 法人神奈川東海道ウォークガイドの会
ホームページ http://www.k-tokaido-guide.com

【参加費】3000 円＋テキスト代（約 1000 円）
【申込方法】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、Win7
など）⑥パソコンの持ち込みの有無 を記入
〒244-0805 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
（No2）」宛
【申込締切】(1) 3/22 (2) 3/24
※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。（有料：1000 円/1 講座、台数に限
りがあります）
【問合せ】Tel 862-1726 黒田
【主催】とつかパソコンナビゲータ

（3）パソコン初級講座
なお、上記コース以外に「東海道を歩き通す」、毎月
【日時】4 月 8・15・22・29（いずれも日）の 4 回
第 4 土曜日開催、完全予約定員制(60 人)、13km 程
13：30～15：30
度、全 9 回一括予約制も並行して開催します。内容、
【場所】東汲沢小コミュニティハウス 【定員】15 名
申込方法は、当会のホームページをご覧下さい。
【参加費】と【申込方法】は主催者に電話による問
合せ要
【主催】東汲沢小コミュニティハウス
本紙の『情報掲示版』に掲載する講座やイベントの情報を募集して
（Tel 864-6632 火・金は休館）
います。日時、場所、内容、申込方法、問合せ先、主催者等を、E メー
ルまたは FAX にてお寄せください。なお、応募多数の場合は文字数を
変更、または掲載を次号に見送ります。またセンターの目的に合致し
ない情報は、お断りする場合がございますのでご了承ください。

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

