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第４０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

おはなし・童話の会

夏休み親子 ECO 教室

子どもも大人も楽しめる朗読会。申込不要で
す。お気軽にお越しください。
【日時と内容】
8 月 17 日（金）13:30～15:30
13:30～おはなし「ちいちゃい、ちいちゃい」
絵本「よかったねネッドくん」
（協力：とつかおはなしの会）
14:10～朗読会「郵便屋さんの話」
（協力：絵本の友ひびき）
【場所】とつか区民活動センター 会議室

お手軽ハーブ活用術
身近なハーブを利用して、石鹸と入浴剤作り。
おしゃべりしながら手作りを楽しみましょう。
【日時】8 月 21 日（火）10:00～12:00
【場所】とつか区民活動センター 会議室
【定員】先着 12 人【費用】500 円（材料費）
【申込】電話、ファクス、メール（右上参照）
または来館で。親子で参加もできます。
【主催】想いをカタチにプロジェクト
【協力】とつか区民活動センター

第 3 回とつかお結び広場

親子で体験して、ECO と節電を考えよう！
【日時】8 月 26 日（日）10:00～15:00
【場所】とつか区民活動センター
＜体験＞ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ、ｳｯﾄﾞｸﾗﾌﾄ、ｹｲｿｳ粘土額、
手作りおもちゃ、ﾏｸﾞﾈｯﾄ
＜展示＞LED 電球と白熱電球の比較、各種
ｿｰﾗｰｸﾞｯｽﾞ、ｿｰﾗｰｸｯｷﾝｸﾞ(晴天時のみ)、ﾊﾟﾈﾙ
地球環境を楽しく学べる映像上映もあり
ます。申込不要、直接お越しください。
【主催】とつかアースプロジェクト
とつか区民活動センター

はじめてのボランティア活動きっかけ講座
地域で何か始めたいという方のための講座。
ボランティアの先輩の体験談が聴けます。
【日時】8 月 29 日（水）10:30～12:00
【場所】とつか区民活動センター
【申込】当センターまで電話、来館、メール、
ファクスなどで。

出展団体・個人募集中！

市民活動・ボランティア活動・生涯学習活動をしている団体、個人と何か始めたいと思っている人が
交流するイベントです。あなたの活動を紹介する絶好の機会です。
【開催日時】12 月 2 日（日）10:00～15:30
【会場】戸塚小学校体育館、フレンズ戸塚他
【募集内容】①パネル展示 ②映像による紹介 ③パフォーマンス ④作品などの展示 ⑤体験コーナー
【応募条件】①当日参加でき、プレイベント、ポストイベントにも協力できること ②参加者との交
流・連携を目的とすること ③政治、宗教、営利目的以外で活動する団体・個人
【 説 明 会 】どちらか一日、ご出席ください。内容はどちらも同じです。
9 月 21 日（金）14:00～16:00 とつか区民活動センター 会議室
9 月 26 日（水）17:00～19:00 戸塚区役所 4 階 1 号会議室
【申込】８月 31 日（必着）までに、とつか区民活動センター、区役所４Ｆ45 番窓口ほか（とつか
区民活動センターのホームページでも入手可）で配布の申込用紙に記入し FAX、E メール、
郵送か直接当センターまでお持ちください。
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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。

ケアハウスゆうあいの七夕祭り
あいにくの雨になってしまった今年７/7 の七夕ですが、皆さんそれぞれ
に楽しまれたことと思います。センターの近隣施設であるケアハウスゆうあ
いでも素敵な七夕祭りが開催されていました。昨年度このコーナーで幾度と
ご紹介してきた学童保育との交流は現在も続いており、施設内には児童と入
居者の皆さんで作った七夕飾りがありました。様々な催しの中、センターは
バザーとボランティア演奏で協力させて頂きました。ご協力下さった皆さん
も、ご自身の出番が終わった後にお祭りを楽しんで帰られたようです。
バザーは本紙先月号でご紹介した「NPO 法人 中途障害者地域活動セン
ター とつかわかば」の品々の販売。演奏はアイリッシュハープとキーボー
ドのＹ＆Ｓが癒しの音色に素敵な歌声で会場と一緒に歌い、フラダンスの
ＰＯＥ ＰＯＥ HＵＬＡは日本の歌謡曲からハワイアンソングを大人が
素敵に踊り、子どもが愛らしく踊るという楽しい時間でした。

センターで出会ってコラボ♪♪
JR 戸塚駅西口のトツカーナモールで毎月第二日曜日に行われている「ふれ
あいフェスタ」。開催当初からセンターで応援していることもあり、音楽系ボ
ランティアの出演依頼が来ます。今回はウクレレ寺子屋「HAMATOMO」と
フラダンスのラビット１１のコラボになります。この春、2 団体は素敵な出会
いをしました。それは・・・、センターの会議室で隣り同士で練習中。聞こえ
てくるウクレレの生演奏に、
ラビット１１の皆さんが会議室を飛び出して見学。
それから意気投合し、一緒にボランティア活動をすることになりました。団体
間の交流が生まれるのは嬉しい限りです。
子どもから大人まで楽しめるイベントです。絆を育む当センターから生まれ
たウクレレとフラダンスのコラボを、一緒に楽しんでみませんか？
【日時】8/12（日） 1 部 13:00～13:30 2 部 14:00～14:30
【場所】JR 戸塚駅西口 トツカーナ４Ｆ トツカーナスクエアＡ
【主催】トツカーナモール商店会、東急プラザ 戸塚

かわいい子には旅をさせよ
明治学院大学の学生が、この夏に旅行会社等と協力し
被災地、陸前高田を訪れ体感する小学生のためのスタデ
ィーツアーを企画しました。開催は 8/19～8/22 の民
泊ありの 4 日間。応募の締め切りは 8/12 頃･･･。締め
切りまであまり日がないため、今回の話に当センターと
して「今できる協力は？」と、いくつかの広報媒体への
ご紹介をしました。現地での体験は、子どもたちの未来
の貴重な礎になるのではないかと思います。ご興味のあ
る方はセンターにチラシ＆ポスターがありますので、一
度お越しください。
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～これってなあに？コーナー～

「登録団体」って？
皆様の活動を応援するため、当セン
ターは、会議室やロッカー、メール
ボックス、印刷機などをご利用いた
だいています。ご利用にあたっては、
事前に利用登録が必要になります。
登録できる団体は、非営利性・自主
性・公益性の要件を満たす団体です。
登録団体には、当センターの各種イ
ベントや講座のご案内を差し上げ
ます。

2012 年 8 月 1 日

地域情報･･･竹灯籠の夕べに行ってきました！
やと や べ い け

6 月 23 日（土）、横浜市立矢部小学校向かいの谷矢部池公園にて開催され
たイベント「竹灯籠の夕べ」に伺いました。今年、矢部小学校とスプリングヒ
ル小学校（アメリカ合衆国）との間で交換留学プログラムが実施されたことか
ら、この留学生に対する歓迎の意味も込められたイベントです。「谷矢部池公
園愛護会」や「わかぎの会」、「ふれあい樹林」、「公園利用団体」、矢部小
学校のボランティアグループ「きずな」、「矢部小学校」、「矢部小学校 PTA」
の代表者によって構成された実行委員会により開催されました。
おにぎりなどの軽食販売やフリーマーケット、
「竹とのふれあいコーナー」
などが設けられた第 1 部の後、フリータイムを挟み、第 2 部として夕方か
らはステージ発表が行われました。ここでは地域の方々が見守る中、矢部小
学校児童やスプリングヒル小学校児童、戸塚中学校合唱部、PTA などの方々
がそれぞれ和太鼓や合唱を披露したり、矢部小学校教員の方々によって結成
やと や べ い け
されたバンドの演奏もあり、盛り上がりを見せていました。また、谷矢部池
公園の奥にある竹林では、子どもたちによって絵が描かれた竹灯籠が至ると
ころに飾られており、訪れた方々がロマンチックな灯りを楽しんでいたほか、
会場内でも竹を用いた手作りの楽器が展示・紹介されていました。
この日は会場で地域の方をはじめ先生方や保護者の方などが活躍されてい
て、学校と保護者、地域の方々が一緒になってひとつのイベントを作り上げて
いる様子を、肌で感じ取ることができました。アメリカからやってきた子ども
たちにとっても、思い出に残るイベントとなったのではないでしょうか。

登録団体の紹介
久保田晴山会
日本人として生まれてきたからには、一度は日
本の伝統的楽器、尺八を吹いてみたい！そんな願
いを簡単に叶える楽しい会です。たった四つの穴
しかない只の竹筒なのに、民謡、青春歌からクラ
シックまで何でも吹けてしまうのです。
これ迄、民謡の花笠音頭、ソーラン節、黒田節、
青春歌謡の月の砂漠、母さんの歌、水色のワルツ、
歌謡曲の君恋し、りんご村から、湖畔の宿、外国
曲、クラッシックのブンガワンソロ、カッチーニ
のアヴェマリア等々、広い分野のものを扱い、自
分達だけでなく、たくさんの方々に喜び楽しんで
貰っています。
現在、会員男女 10 人程で、唄、三味線、アコ
ーディオン奏者も会を盛り上げています。常会練
習は、毎週金曜日の午後 6 時から 8 時頃迄を基
本にしています。（場所：東戸塚地区センター他）
連絡先：代表 久保田晴山
Tel 823-6963／090-3202-4224

～とつかで出会える小さな生き物⑦～

『赤トンボ』
赤トンボとは、腹部が赤くなるトンボのこと
です。夏も終わりに近づき、秋風が吹く頃、赤
トンボの群が姿を見せ始めます。夕焼け空の下
で飛ぶ姿は、秋の到来を告げます。
その代表的なものがアキアカネです。盛夏を
山や高原で過ごしたアキアカネは、秋風がたち
始める頃飛ぶようになります。アキアカネは６
月頃に平地の沼や池で羽化し、未熟なまま山地
に移して一夏を過ごします。山地にいる頃の体
色は黄色です。盛夏を山で過ごし、涼しくなっ
てから平地に戻ります。この頃には体もすっか
り赤くなります。アキアカネは翅を体の下に徐
々に下げて休みます。
アキアカネは一時より減っていますが、今で
も田んぼの中を飛ぶのを見かけます。お盆を過
ぎると秋の気配が漂ってきますね。真夏を山で
過ごしたアキアカネは、秋口に平地に群をなし
て降りて来ます。涼しくなるとアカネ色も鮮や
かさを増してきます。平地に戻ったアキアカネ
の仕事は子孫を残すことです。
（自然大好き戸塚塾 島谷健一）
（3）

とつか区民活動センター情報紙 ゆめのたね 第 40 号

2012 年 8 月 1 日

情 報 掲 示 板
シニア･ハマ･カレッジ 一周年記念シンポジウム

郷土の自然観察～自然の生い立ちと観察のつぼ～

団塊の世代地域デビューの年を迎え、身近な地域で新し
い長寿時代の過ごし方を考え合う時。シニアの経験・教養
は地域の宝、あなたはどんな生き方をしてみたいですか？
【日時】9 月 2 日（日）13：00～16：30
【内容】～地域のつながりの中で期待されるシニアの活躍～
○基調講演「人生の円熟期を生きる」～未曾有の時代を生
きるヒント～ 筑波大学名誉教授 山本恒夫氏
○シンポジウム「生涯活躍・居場所と出番を考える」
【場所】フォーラム（男女共同参画ｾﾝﾀｰ横浜）【参加費】1000 円
【申込方法】講座名「期待されるシニアの活躍」、〒住所、
氏名、年齢、電話/FAX 番号、Ｅメールを明記し、ＦＡＸ
（390-0472）またはＥメール info@senior-hama-college.com
ホームページ http://www.senior-hama-college.com/
【主催】「ｼﾆｱ･ﾊﾏ･ｶﾚｯｼﾞ」運営委員会 Ｔｅｌ 390-0472

皆で歌おう！珠玉の歌声の集い
みなさんで懐かしい素敵な歌（荒城の月、浜辺の歌、人生
の並木路）に親しむひとときです。
【日時】9 月 6 日（木）14：00～（開場 13：30）
【場所】サンハート 5Ｆ 音楽ホール（相鉄線二俣川駅）
【参加費】500 円（施設使用料） 【主催】ＮＨＧ楽団
【申込方法】前日までの電話予約が必要。先着 100 人
【問合せ先】Ｔｅｌ 715-4074 山藤 090-4675-7219 藤原

第 12 回戸塚駅周辺魅力ｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ in 柏尾川
柏尾川の魅力に触れる、年に１度の楽しいイベント。
【開催日】9 月 9 日（日）10：00～13：00 雨天中止
【会場】柏尾川周辺 【内容】魚とり、ウォークラリーなど
【問合せ先】柏尾川魅力づくりﾌｫｰﾗﾑ事務局 Ｔｅｌ 866-8327
みんなの手話ﾀﾞﾝｽ ﾌﾗﾜｰ東戸塚 ｺﾝｻｰﾄへのお誘い
戸塚区で生涯学習の一環として「手話ダンス」サークルを
発足し、多くの方々のご支援で 10 周年コンサートを開催す
る運びとなりました。歌詞のイメージを見る言葉（手話）に
変え、リズムの楽しさを合わせて踊ります。当日は 100 余
名の会員が笑顔でお迎え致します。
【日時】9 月 17 日（月・祝） 13：00～（12：30 開場）
【場所】戸塚公会堂
※入場無料、手話通訳あり
【主催・問合せ先】フラワー東戸塚 Tel 826-3791 中村
こ

こ

地域から広がれ！
みんなのワ（和・輪）

【日時】＜Ａｺｰｽ＞①9 月 23 日（日）13：30～16：00 講義
②9 月 30 日（日）13：30～16：30 体験
＜Ｂｺｰｽ＞③10 月 14 日（日）13：30～16：00 講義
④10 月 21 日（日）10：00～15：00 体験
＜ＡＢ＞⑤11 月 4 日（日）13：30～16：00 戸塚の自然の
未来を語る
【場所】①③戸塚地区ｾﾝﾀｰ ②俣野園 ④横浜自然観
察の森と瀬上市民の森 ⑤ﾌｫｰﾗﾑ（男女共同参画ｾﾝﾀｰ横浜）
【定員】ＡＢコース共各 20 人先着、⑤はＡＢ全員
【参加費】ＡＢコース各 500 円
【申込方法】9/10（月）までに①講座名②お名前（ふりが
な）③住所④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
【主催・問合せ先】自然大好き・戸塚塾 根岸
Ｔｅｌ 881-9100 メール m.negisan@c3-net.ne.jp

樹木医に聴く柏尾川の桜
東海道戸塚宿の頃も親しまれていた「柏尾川の桜道」
桜が語りかけている言葉を樹木医の通訳で聴く三日間
です。普段観ることのできない樹木医による樹勢回復も
体験。最終回の柏尾川散策もお楽しみください。
【日時と内容】時間は全て 13：00～16：00
①9 月 25 日（火）講演「桜を守る現場から」
②10 月 9 日（火）柏尾川で桜の診断
③10 月 20 日（土）桜を観察しながらウォーキング
【場所】①②戸塚地区センターＡ会議室、③上倉田地域
ケアプラザ。②③柏尾川にも出ます。
【講師】NPO 法人自然への奉仕者・樹木医協力会
【募集人数】20 人（応募多数の場合は抽選）
【参加費】500 円（保険・資料代）
【申込方法】9/14（金）までに①講座名②お名前（ふりが
な）③住所④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 ﾒｰﾙ t-sakurasaver＠komainoboru.com
【主催】戸塚桜セーバー 【共催】戸塚区役所

とつか区民活動センター
〒244-0805

至横浜

URL

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。

（4）

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）

JR

西口

モレラ
東戸塚３Ｆ

東口

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

オーロラ
モール

横浜市戸塚区川上町 91-1 モレラ東戸塚 3 階

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

交通のご案内

東戸塚駅

とつか区民活動センターは、さまざまな

戸塚近郊の緑豊かな自然、その生い立ち、生態系に触
れ、癒され、素晴らしい自然を後世に引き継ぎます。

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

