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第３９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

「わざ」を覚えてボランティアをはじめよう！ ～バルーンアートに挑戦～
誰でもできる簡単なバルーンアートを体験しましょう。戸塚区を中心に活動しているバルーン
アートグループが指導します。おまつりや子ども会など、いろいろな場面で活用してみませんか？
【日時】７月 27 日（金）10:00～12:00
【場所】とつか区民活動センター会議室
【講師】バルーンメロディ
【定員】先着 20 人 親子で参加もできます
【参加費】100 円（ポンプ代） ※ポンプ持参の場合は無料
【申込】電話、ファクス、または来館にて、当センター（右上参照）まで

区民が語らう広場
日ごろ思っている事、感じて
いる事を、話し合いませんか？
みなさんが主役です。
【日時】7 月 24 日（火）16:45～18:00
【場所】とつか区民活動センター会議室
申込不要、参加費無料です。

利用者交流会
もっと使いやすいセンターにするために、み
んなで意見交換をしたり、お互いの活動を知り
あう場です。新しい出会いや、活動の幅が広が
っています！お気軽にご参加ください。
テーマ：力を合わせて！住みやすい地域づくり

【日時】7 月 31 日（火）13:30～15:30
【場所】とつか区民活動センター会議室

センター事業のご報告
今年度のキャッチフレーズ 決定!!

～笑顔がつながり、あなたの想いが育つまち～
5 月 29 日、6 月９日・20 日に運営会議を開催しました。
とつかお結び広場に対するイメージもさまざまな運営委員と、何
のために行うのか、他のイベントとはどう違うのか、話し合いま
した。そしてとつかお結び広場の目的を共有し、今年度のコンセ
プトとキャッチフレーズを決定しました。企画にもたくさんのア
イデアが集まり、今後、実施に向けて検討していきます。

第 3 回とつかお結び広場
【日時】12 月 2 日（日）
10:00～15:30
【場所】戸塚小学校
フレンズ戸塚
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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。

高校生と警察が協力した防犯活動
昨年秋、神奈川県警察本部生活安全サポート班の方が地域の防犯活動
の助けになりたいとセンターを訪ねて来ました。その助力の一環に振り
込め詐欺抑止の寸劇があり、横浜市立戸塚高等学校のボランティアセン
ターをご紹介しました。年度が変わり 6/17、戸塚高校、神奈川県警察
本部生活安全サポート班と戸塚警察署による振り込め詐欺の寸劇が、踊
場地区センターで実現しました。
当日は地域にお住まいの幅広い年代が 30 人を超え集まり、高校生の
寸劇が始まりました。声は聴きとり易く、内容は分かり易く「振り込め
詐欺」を知っていてもだまされてしまう、犯人の心理操作が非常に良く
表現されていました。生徒たちは県警の指導のもと練習を重ね、当日を
迎えたそうです。警察から「詐欺は騙されなければ成り立たない犯罪。
みんなが騙されなければ発生を０に出来る」という話があり、詐欺撲滅
のためにもこの寸劇は一見の価値があると感じました。
戸塚高校ボランティアセンターは地域に根差したボランティア活動を
積極的に行っています。その一つとしてこの寸劇も何かの機会に披露し
て頂ければと思いました。

引っ越してきたら･･･
とつか区民活動センターには戸塚に住まいを移された方が、「戸
塚はどんな場所ですか？」「（地域に）友人を見つけたい！」「時
間に余裕ができたのでボランティア活動に参加してみたい」等々、
新たな心持でみえます。そんなご要望には戸塚散策の企画をご案内
したり、趣味が発展するような講座やお仲間を紹介したり。介護施
設でのボランティアデビューを果たす方も生まれました。
お引越しの荷ほどきも終えて、さあ！何をしよう？そんなときは
当センターを覗いてみてはいかがですか？！

ボランティアにつながるきっかけは色々
～これってなあに？コーナー～

「コーディネート」って？
ボランティア活動を行いたい
人と応援を受けたい人や組織な
どを対等につなぎます。一人ひと
りが豊かな地域づくりに参加し、
その力と可能性を発揮できるよ
うに応援します。地域にはこのよ
うなことを使命として運営され
ている施設がいろいろあります。
当センターもそのひとつです。
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当センターに寄せられるボランティア依頼に、子育てサ
ークルから親子で楽しめる活動を援助してくれる団体を
紹介して欲しいというものがあります。ある団体はこの依
頼でよくセンターを活用されており、その為少しずつご紹
介出来るボランティアが減ってしまうという現象が･･･。
そんなとき、センターを利用し毎週ボランティア活動を
されている方から、以前伺った特技を思い出しました。そ
の方に「持っている特技を（今回の）ボランティアに活か
せないか」とお聞きしたところＯＫとのこと。毎週センタ
ーに来ていらっしゃるのでお人柄もわかり、安心して子育
てサークルにご紹介できました。何気ない会話から新たな
ボランティアにつながることがあるものだと思いました。

2012 年 7 月 1 日

地域情報･･･中途障害者地域活動センター

とつかわかば

戸塚駅東口徒歩 5 分ほどのところに、中途障害者の方々の活動場所があります。所長の工藤さんに施設
のご案内をしていただきました。
『「とつかわかば」(通称)は、若くして脳血管疾患等によって障害を持った方々が、軽作業・学習・地域
交流などを通じて、地域社会で自立して生活することを目指して活動する場所です。利用する方の状況に
応じて、リハビリ教室(発症から間もない方のための)と活動センター(定期的な社会参加の場)があります。
・心身のリハビリ･･･軽作業（エコクラフト、木工、編み物、手芸等）、軽スポーツ（体操、ボッチャ、
グランドゴルフ、卓球等）、学習活動（書道、絵手紙，音楽、体操教室、パソコン教室等）を通し
て心身の機能維持、増進を図ります。
・参加者相互の交流･･･レクリエーションなどを行い、参加者および家族の交流を深めます。
・地域との交流･･･地域の行事等に積極的に参加して、地域交流を図ります。
利用登録者（平成 24 年 6 月現在）は活動センター30 名、リハビリ教室 7 名。とにかく一度お出かけ
下さい。一目瞭然、皆さんが活き活きと楽しく活動していますよ。』
施設内は皆さん仲良く、ボランティアさんも温かく見守っていて、
オープンで明るい雰囲気です。訪問した日は、朝の会で東京ドイツ村
にバスハイクに出かけた思い出話に花が咲いていました。プロのデザ
イナーと一緒に企画作成した作品が生まれるなど、新たな活動の広が
りも楽しみな所でした。
連絡先：戸塚区上倉田町 449 番地
Tel/Fax 870-4460
URL http://totukawakaba.web.fc2.com/

登録団体の紹介
～とつかで出会える小さな生き物⑥～

とつか環境エコプロジェクト
自然に恵まれた戸塚の、美しい緑の豊かな環境を未来
の子供達に貴重な遺産として贈るために、戸塚で生活す
る同志が集まって環境保全活動を 5 年間にわたって推
進して来ました。省資省エネ活動、森林保全の為の間伐
材の問題、更に食糧の確保の問題等を取り上げ講座等で
学習しています。
環境の問題を、年齢や経験の有無に関らず、判り易く
出来るだけ実体験を通して理解を深めて頂くことや、環
境に関心ある方々にこの運動に参加して、ご協力頂くよ
う、私共チーム一同努力しております。
毎年の具体的な活動内容は次のとおりです。
１．明治学院大学戸塚まつりで環境問題 PR（5 月）
２．夏休み親子 ECO 教室・とつか区民活動ｾﾝﾀｰ（7 月）
３．東戸塚オーロラモール ECO フェアで活動（8 月）
４．柏尾川魅力づくりフォーラムに参加し、大清掃や
エコ活動を実践。（3 月及び 9 月）
５．とつかお結び広場に参加し、地域の環境保全活動
について PR。（12 月）
６．その他の環境についての講座や施設見学を通じて
のエコ学習会。(随時)
美織会をはじめとする各種団体との協同活動等によ
り、効果的な成果を重ねて来ております。環境について
興味のある方、是非一緒に活動してみませんか。
連絡先：代表 齋藤雅彦 Tel 090-4842-6887
メール bhwe@po1.dti2.ne.jp

『クマゼミ･･･』
生きたセミを見たり鳴き声を聞いたりし
た時の喜びは、本や図鑑では味わえないもの
です。
セミは、卵・幼虫・成虫と不完全変態の
昆虫で、鳴いていただけでは発生・分布して
いるとは云えません。抜け殻を発見して初め
て生息と云えます。クマゼミは飛ぶ力が強い
ので、飛んでいるのが見えても、抜け殻を見
つけないと生息していると云えません。
クマゼミは以前は主に関西に生息し、相
模川を越え、1984 年に藤沢で小学生が発
見したそうです。繁殖地域北上化の現象も、
地球の温暖化を裏付ける一つの証拠として
おります。戸塚区内でも舞岡公園で、ここ数
年クマゼミの抜け殻を探していますが、まだ
数は少ないです。
一匹の雌ゼミから数百の卵が産まれます
が、成虫に育つ率はごく僅か、でも昆虫の世
界では珍しい事ではありません。数年間のひ
っそりとした土中生活。最後は 2～3 週間の
華やかな地上生活。これが普通のセミの一生
です。 （自然大好き戸塚塾 島谷健一）
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情 報 掲 示 板
ｶﾚﾙ･ﾁｬﾍﾟｯｸ作「郵便屋さんの話」朗読会

“がんばろう日本ﾁｬﾘﾃｨ”

宛名も切手もない手紙に込められた真心を届けたい
と、国中を回る郵便屋さんのほのぼのとした心優しい
お話です。オリジナルな音楽と絵にあわせて読む童
話に、親子で耳を澄ませてみませんか？申込みは不
要、参加費無料です。
【日時】7 月 28 日（土）10：30～11：30（開場 10：00）
※開演後の入場はできません
【場所】栄区民文化センター リリス （本郷台駅下車）
【主催】絵本の友ひびき
【問合せ先】Ｔｅｌ 823-9341 虻川典久
【後援】チェコ共和国大使館

地域医療講座「足の障害と靴」
【日時】8 月 1 日（水）14：00～15：30
【場所】サンフラワービル 5 階（戸塚駅西口徒歩 5 分）
【講師】医学博士 内田俊彦
【定員】60 人 【参加費】無料
【主催・申込先】（医）柏堤会（はくていかい） 企画広
報室 Tel 881-1115 電話でお申込みください。

樹木医にチャレンジ
樹木医のお話や、柏尾川の桜を元気にする作業を
します。夏休みの自由研究はこれで決まり！！
【日時】8 月 1 日（水）13：00～15：30
【場所】フレンズ戸塚、柏尾川
【募集人数】小学生 20 人（応募多数の場合は抽選）
※作業を伴うため 3 年生以下は保護者同伴
【参加費】100 円（保険・資料代）
【申込方法】7 月 20 日（金）までに①講座名②氏名
（ふりがな）③学年④住所⑤電話番号を記入し、FAX
か往復葉書で 〒244-0003 戸塚区戸塚町 157-3
戸塚区役所地域活動係
Fax 864-1933
【問合せ先】戸塚桜セーバー事務局（駒井）
Tel 825-0708 t-sakurasaver＠komainoboru.com
【主催】戸塚桜セーバー 【共催】戸塚区役所

まちの先生と一緒に、夏休みの宿題や思い出作りに親
子で体験してみませんか。作品展示もあります。
【日時】8 月 3 日（金）10:00～16:00
【場所】戸塚地区センター 2Ｆ会議室Ａ、Ｂ
体験：創作折り紙、和紙ちぎり絵、竹と木のﾌﾞﾛｰﾁ、
布製ｶｰﾄﾞｹｰｽ、ﾊﾟﾝﾌﾗﾜｰのﾌﾞﾛｰﾁ、ｽｸﾗｯﾌﾟﾌﾞｯｷﾝｸﾞ、
子どものための詩吟、ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、童謡
展示：ｸﾛｽｽﾃｯﾁ刺繍、油彩、写真、書道、文化刺繍
【定員】 制限あり（予約不要・当日先着順）
【参加費】工作・手芸体験 500 円/ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ体験 300 円
※参加費のうち 200 円は子ども支援の団体に寄付
【主催】とつかアートプロジェクト http://totsuka-ap.net/
【後援】戸塚区役所
【協力】タウンニュース社、戸塚宿ほのぼの商和会、
エフエムとつか、とつか区民活動センター

「セミのぬけがらを調べよう」

【日時】8 月 11 日（土）9：30～15：00
【場所】舞岡公園（午後は南舞岡小学校で標本作り）
集合場所は舞岡公園管理事務所前を予定
【対象】小学校 3 年生～6 年生
【募集人員】児童 30 人、および同伴保護者
保護者の同伴を歓迎します。特に 3 年生は必ず保護
者が同伴して下さい。未就学のお子様同伴はご遠慮
下さい。※申込多数の場合は抽選（8/4 までに連絡）
【参加費】児童 1 人 700 円（当日いただきます）
【申込方法】①参加者の名前②ふりがな③性別
④学校名⑤学年⑥住所⑦電話番号⑧FAX 番号
⑨保護者名⑩同伴の有無を記載し、FAX(862-0378)
で送信／往復葉書(〒244-0816 横浜市戸塚区上倉田
町 2007-2 佐々木勇二)で送付。申込締切 7/29（日）
インターネット“ http://www.tankenkobo.com/ ”から
【問合せ先】Tel 080-6591-6323 佐々木まで
【主催】おもしろ科学たんけん工房
交通のご案内

〒244-0805

至横浜

休

館

至戸塚

土･日･祝日 午前 9 時～午後 5 時

JR 東戸塚駅西口から徒歩 1 分

日：月曜日（祝日と重なる場合でも休館）

お車の方はモレラ駐車場を
ご利用ください

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
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オーロラ
モール

開 館 時 間 ：火～金曜日 午前 9 時～午後 8 時

モレラ
東戸塚３F

東口

http://totsuka-kumin-center.jp

西口

東戸塚駅

JR

横浜市戸塚区川上町 91-1 モレラ東戸塚 3 階
URL

おもしろ科学体験塾

セミのぬけがら調査は、自然をこわさずに調べることが
できるよ。みんなで夏休みの自由研究に取り組もう！

とつか区民活動センター

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

夏休み親子体験ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

『ゆめのたね』第 38 号情報掲示
板において掲載した、戸塚ウォー
キング倶楽部の電話番号に誤り
がありました。正しくは下記の通
りです。訂正してお詫び申し上げ
ます。
戸塚ウォーキング倶楽部
Tel 090-7219-1821

