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第３６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とご報告

2012 年度 とつか区民活動センター事業予定
桜の花が開き、新年度が始まりました！とつか区民活動センターでは
今年度も様々な講座やイベントを企画しています。
★4～翌 3 月 戸塚区社会福祉協議会と共催のボランティア入門講座、つながりを育む利用者交流会
★春期
座学と街歩きに写真撮影や俳句を絡めた連続講座
★夏期
ネパール出身の音楽家の演奏と話から、外国人を隣人と感じる講座
若者ボランティア活動のきっかけ作り「とつかプロジェクト」
子育て世代に向けた「子育ての『わ』」シリーズ
★秋期
芸術の活動団体による文化活動、IT を活動に生かせる入門講座
ボランティアのきっかけとなる「技術を身に付ける」講座
★冬期
とつかお結び広場、登録者のスキルアップ講座

はじめてのボランティア活動きっかけ講座 ～やりたいことみつかる～
地域での「絆」の重要性が再認識される中、自分も地域で何か始めたい、そんな方のための講座
です。ボランティアの先輩が活動を始めたころの体験談や、どんな活動があるかなどがきけます。
【日時】4 月 27 日（金）10：30～12：00
【場所】とつか区民活動センター 会議室
【申込】当センターまで、電話、来館、メール、ファクスなどでどうぞ。先着 20 人
※この講座は、戸塚区社会福祉協議会との共催で、4 月から偶数月に開催します。
4 月 27 日（金）8 月 29 日（水）12 月 5 日（水）：とつか区民活動センター
6 月 15 日（金）10 月 18 日（木）2 月 14 日（木）：フレンズ戸塚（戸塚区役所前）
※内容と時間は、各回とも同じです。希望される方は、ボランティア登録もできます。

モレラ東戸塚 3 周年イベント
とつか区民活動センターが入っているビル、モレラ東
戸塚が 3 周年を迎え、記念イベントを開催します。登
録団体である美織会と愛あむクラブが出展します。当セ
ンター企画「盲導犬とのふれあい」もお楽しみください。
※雨天延期、ステージや出展は他にも多数あります。
【日時】4 月 21 日（土）11:00～14:30（予定）
盲導犬は 12 時頃に当センターへ、その後東戸塚駅西
口前のモレラパークに移動します。

スキルアップ講座を開催しました
当センター登録団体、登録個人、
センターボランティア向けのスキ
ルアップ講座を、2～3 月に行いま
した。定員を超える応募で抽選とな
りましたが、皆さまご参加ありがと
うございました。今年度もご要望の
多い心理系や、団体運営に関わる講
座を企画します。
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コーディネート報告

輪

つなげた

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。

子どもの勉強に寄り添う実り隊
戸塚中学校で、ボランティアが子どもた
ちに勉強を教える「実り隊」の活動が定着
し、もうすぐ満 5 年を迎えます。「実り隊」
から新しいボランティアを募集したいとい
うお話をいただき、当センターから声をか
けた結果３名の方をご紹介できました。2
名は社協ボランティアセンターに登録され
ていた方で、1 名は当センターで活動して
いる「おっちー塾」でも活躍中の青年です。
実り隊では、引き続きボランティアを探
しています。教科は数学と英語、特に資格
は必要ありません。ご興味のある方は、当
センターまで。

高校生のボランティアデビュー
１月のこと、ひとりの高校生が「ボラ
ンティアをやりたい。」と少し緊張した
面持ちで当センターを訪れてくれまし
た。話をうかがうと、同級生にボランテ
ィア活動をしている友達がいて、そのイ
キイキとした姿を見たり、活動の話を聞
いたりして、自分も一歩を踏み出したい
と思ったそうです。早速とつかお結び広
場のポストイベントと運営会議のボラン
ティアに参加してくれました。
ボランティア活動、市民活動に興味の
ある若い皆さん、ぜひお気軽に当センタ
ーにお立ち寄りください！

くまさんからのお便り
１年以上前のご相談に・・・
当センターのあるご利用者から一昨年、ボ
ランティアの希望を頂き、いくつかの施設に
問い合わせたのですが、ご希望とニーズが合
わなかったということがありました。その方
はその後もセンターを利用されていました
が、結局そのままの状態でした。それが今年
になって、ボランティア依頼の中にその希望
と合いそうなものがみつかり、早速連絡を取
ってご紹介することができました。
ボランティアに関心のある方は、ぜひ当セ
ンターにご登録ください。すぐにはご希望に
合った案件がなくても、スタッフが
継続的にコーディネートしています。

～これってなあに？コーナー～

「とつか区民活動センター」って？
戸塚区役所と NPO 法人くみんネットワ
ークとつかが協働で運営しています。豊
かな地域づくりを目指し、みなさまのボ
ランティア活動や地域課題を解決する
働きのお手伝いをしたり、時には一緒に
悩んでいるのがとつか区民活動センタ
ーです。
※協働、NPO については次回から順次
このコーナーでご説明します。
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12 月にお知らせした「福島のくまさ
んへドングリを贈ろう！」を覚えてい
らっしゃいますか？ なんとくまさん
から YMCA 東とつか学童クラブにお
礼のお手紙が届いたんです。といって
も支援している団体の方からです
が･･･。今年は山の実りが期待できない
ので、この夏ごろから山にドングリを
撒く予定でいるそうです。保護してい
る熊の様子も書かれていました。

新たなつながりが出来ました

「畜産農家を観光化して市民に親しんでもら
うため、協働してくれるまちづくり団体や企業を
探している」という男性が当センターに相談に見
え、アースプロジェクト（環境分野で活動する登
録団体のネットワーク）へおつなぎしました。同
プロジェクト連絡会にてその方が畜産臭の解消
についてのアイデアを紹介したところ、農業支援
や住宅地内での畜産、消臭など、様々な観点から
の意見が出されました。実現に向け、すぐに動く
のは難しいですが、輪は広がっていきました。ま
ずはアースプロジェクトのメンバーと共に、8 月
開催予定のイベント「夏休み親子エコ教室」への
参加が決定。新しいつながりが生まれました。
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地域情報･･･戸塚ゴスペルコンサート
プロのアーティストの指導を受けた区民が共に舞台で歌う「戸塚ゴスペルコンサート」。昨年までの７
回で延べ 600 人が市民クワイアとしてステージに立ち、ここ数年は抽選をしなくてはならないほどの大
変好評な企画です。
コンサートの企画・運営は、市民クワイアの有志から成る戸塚ゴスペルコンサート実行委員会が行って
います。実行委員は毎年 10 名程度で、出演アーティストとの交渉やポスターの作成、ワークショップの
運営や PR 活動等を、ほぼ１年を通して行っています。
今年も第８回戸塚ゴスペルコンサートを 11 月に開催することが決まり、本格的に始動しています。
今回、新たにワークショップとコンサート当日のステージ運営をお手伝いしてくださるボランティアス
タッフを募集することとなりました。年齢・経験は問いません。やる気のある方、興味のある方、ぜひ一
緒に感動のステージをつくり上げましょう！
申込み：住所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢、性別、
お持ちの方はメールアドレスを記入し、ハガキ
または E メールで。 ４月 30 日必着
申込先：戸塚ゴスペルコンサート実行委員会
〒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メールボックス No.7
E メール：gospel_totsuka@yahoo.co.jp
問合せ：上記メールまたは戸塚区役所地域活動係
TEL 866-8413
FAX 864-1933

登録団体の紹介
シェークスピア文学を楽しむ会
シェークスピアの戯曲ときくと、難しそうで縁が
ないと思われがちですが、実はロンドンの庶民が劇
場で野次をとばしながら楽しんだ「お芝居」の台本
で、だじゃれや掛け言葉など言葉遊びが満載です。
「シェークスピア文学を楽しむ会」は、もともと
舞岡高校で行われていた公開講座が発展したもの
で、これまで「Sonnet」「Romeo and Juliet」
を 8 年間少しずつ読んできましたが、二つともちょ
うど読みおわりました。英語で読むのですが、ゆっ
くりしたペースで進みます。高校卒業程度の英語力
があれば、徐々に昔の英語に慣れて読めるようにな
るので、それが楽しみです。会のメンバーは、約
20 人で男女の数は同じくらい、平均年齢はたぶん
60 台後半かと思われます。
4 月からは、新しく「ハムレット」に取り組みま
す。新しく入会されるにはちょうどいいタイミング
です。ぜひ私たちの仲間に加わりませんか。活動日
は第 1 と第 3 土曜日の 10 時からで、活動場所は
主に戸塚地区センターです。
ご連絡は間世田（ませだ）まで。Tel 894-0889

～とつかで出会える小さな生き物③～

『魚にはヒレがいくつある？？』
みなさん、ご存じでしょう？ 多くの魚には
「ヒレ」は五つあります。背びれ、尻びれ、尾
びれ、胸びれ、腹びれを持っています。胸びれ
と腹びれは左右一対ですが、背びれ、尻びれ、
尾びれは対になっておりません。ヒレは泳ぐと
きに欠かせない手足、尾びれを左右に動かして
泳ぎます。ヒレの形を見ると、その魚がどのよ
うな生活をしているかがある程度わかるそうで
す。例えば二股形の尾びれをもつ魚は泳ぎが得
意。円形の尾びれをもつ魚はあまり泳ぎ回りま
せん。柏尾川や舞岡川で見かけるオイカワやア
ブラハヤとも二股形です。オイカワのオスは産
卵期に近づくと模様が鮮やかに、頭部に追い星
ができ、尻びれが大きくなります。
生き物の体の部位は基本的に環境に適応する
形で作られていきます。川にも海にもさまざま
な環境があります。すべての魚の「ヒレ」の形
や大きさは、それぞれ異なっていると言うべき
なのかもしれません。
（自然大好き戸塚塾 島谷健一）
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情 報 掲 示 板
トツカーナ ふれあいフェスタ

東戸塚生まれの 男声コーラス発表会

トツカーナでは毎月第 2 日曜日、地域の皆様が出演す
るイベントを開催しています。４月は大道芸人 アスカ
さんが、テンポの良い音楽とトークにのせて、ジャグリ
ングを中心としたコメディ大道芸を披露します。お子様
から大人まで楽しめるイベントです。

【日時】5 月 4 日（祝・金）14：00 開演（13：30 開場）
【場所】神奈川県立音楽堂 【入場料】1000 円
【主催】横浜メールクワイア
http://yokohama-mail-choir.com/
【後援】神奈川県合唱連盟、朝日新聞横浜総局
【問合せ先】Ｔel 823-9053 うるし崎

【日時】4 月 8 日（日）
１部 13：00～13：30 ２部 14：00～14：30
【場所】戸塚駅西口 第 1 交通広場 3Ｆデッキ
【出演】大道芸人アスカ
【主催】トツカーナモール商店会、東急プラザ 戸塚

戸塚まつり 参加者募集
戸塚まつりは、明治学院大学横浜キャンパスで行
われる大学祭です。今年は５月２６日（土）、５月
２７日（日）に開催します。
戸塚まつり準備会では、持ち込み企画・フリーマ
ーケット・模擬店・ステージパフォーマンスの参加
者を募集しています。多くの方のご参加をお待ち
しています！

地域医療公開講座 「突然死はなぜ起こる？」
【日時】4 月 13 日（金）14：00～15：00
【場所】戸塚公会堂 1 号会議室
【講師】戸塚共立第 2 病院 救急科医師 安西兼丈
【定員】60 人 【参加費】無料
【主催】医療法人 柏堤会（はくていかい）
【申込・問合せ先】電話にてお申込みください。
（医）柏堤会 企画広報室 Tel 881-1115

鉄道模型＆プラレール運転会
幼稚園から中学生の鉄道大好きなお子さん、一緒に鉄
道を通して楽しみませんか？お友達を誘ってぜひご参
加ください。参加費無料、事前申込不要です。
【日時】4 月 22 日（日）13：00～16：00
【場所】東戸塚地区センター 中会議室
【主催】鉄道子ども会
【問合せ先】ホームページ http://rail-fan.jp
または Facebook 鉄道子ども会
Tel 070-6652-8494 竹内（平日昼間は除く）

【開催日時】 5 月 26 日（土）13：30～18：00
5 月 27 日（日）10：00～16：00
【参加費】 無料
【申込方法】
まずは戸塚まつり準備会にお電話ください。必要
書類をお送りいたします。必要事項をご記入の
上、提出書類を以下までご郵送ください。
〒244－8539 戸塚区上倉田町 1518
明治学院大学横浜校舎総務課 「明治学院大学
戸塚まつり準備会」宛

【申込締切】4 月 7 日（土）
【主催】2012 年度明治学院大学戸塚まつり準備会
【申込・問合せ先】Ｔel・Ｆax 863-2192
受付時間 （日曜・祝日は除く）
平日 9：15～18：00 土曜 9：15～14：00
いち
男声合唱団「キュラヌッセ」団員募集
メールアドレス maturi@mail 1 .meijigakuin.ac.jp
ホームページ http://www.meijigakuin.ac.jp/
いろいろな歌を一緒に歌いませんか。初心者歓迎。
matsuri/2012/top.html
【活動日】第 2・4 火曜日 18：30～【場所】戸塚地区センターほか
【問合せ先】Tel 080-6505-3471 か 861-2023 北澤
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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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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

