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第４１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
もっと使いやすいセンターにするための意見交
換や、活動を知りあう場です。今回のテーマは「地
域がとつか区民活動センターに求める役割を一緒
に考えよう！」です。お気軽にご参加ください。
【日時】9 月 28 日（金）13:30～15:30
【場所】とつか区民活動センター会議室

今日からできるフェイスブック講座
始めてみたいけど少し不安という方に…ツイ
ッターなどソーシャルメディア全般にも触れな
がら、わかりやすく説明します！
講師：NPO 法人横浜コミュニティデザイン・ラボ
宮島真希子さん
【日時】10 月 13 日（土）13:30～16:00
【場所】とつか区民活動センター会議室
【申込】往復はがき、Ｅメール（講座名、氏名、
住所、電話番号を明記）または電話、
ファクス、来所にて 9/25（火）まで
に当センター（右上参照）へ。申し込
み多数の場合は抽選となります。

ハッピーになれる
コミュニケーション講座
コミュニケーションで感じるストレスの
原因を知り、相手との違いを乗り越えてコ
ミュニケーション力 UP をしてみません
か？ すぐに使えるスキルを学びます。

【日時】10 月 12 日（金）
10:00～12:30
【場所】とつか区民活動センター会議室
【内容】①「自分の価値観を知る･･･
あなたの大切なものは何ですか？」
講師：人材育成ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・ｺｰﾁ
宮田礼子さん
②団体紹介「とっとの芽」
【対象】0 歳児～高校生の保護者
【定員】先着 20 人 【参加費】無料
【保育】2 歳～未就学児（1 人 500 円）
先着 6 人 保育場所は隣接とっとの芽
【申込】9/11（火）より、当センター
（右上参照）へ来所・電話にて受付。
※講座はお子様と一緒にはご参加いただけ
ませんので、ご了承ください。

センター事業のご報告

とつかお結び広場運営会議 報告
とつかお結び広場運営会議を７月 5 日、8 月 23 日に開催し
ました。今後は 7 月の運営会議で決定した、“戸塚”“お結び”
“広場”の 3 グループに分かれ役割を分担し、準備を進めてい
きます。とつかお結び広場は、運営委員と出展者と参加者が一
緒になって作り上げていくイベントです。皆さまのご参加をお
待ちしています！

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
戸塚区役所駐車場
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～とつかプロジェクト 2012 が始まりました～
若い世代が市民活動・ボランティア活動を体験するプログラム「とつかプロジェクト」。
7 月 8 日（日）にオリエンテーション・お見合い会を実施、また 8 月 8 日（水）
にはフィールドワークとして、戸塚区内の農園および子育て支援施設を訪問し、
そこでの取組みや現状等について、お話を伺いました。
若い世代は就職して仕事を始めると、興味があってもボランティア活動を継続する
ことが難しくなりがちです。そこで、時間のあるうちにひとつでも多くの活動を経験することで、
人との関わり等についてこれからの長い人生に役立ててもらえたらと考えています。
報告会で、彼らがこのプログラムを通して何を得たのかを聴けることが楽しみです。

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。

ボランティアで新たな世界へ
童話の朗読活動をする登録団体から「活動を
支援してくださった外国の方にお礼状を出す
ので、手紙の英訳をお手伝いくださる方を探し
てほしい」との相談があり、センターボランテ
ィアのお一人が引き受けてくださることにな
りました。
その際、ボランティアさんは和文を英訳する
だけではなく、事前に依頼者の活動への想いを
じっくり聞き、童話の英語版も読み込んだ上で
取り組まれました。後日「今まで無縁だった童
話の世界に触れることができて楽しかった」と
喜んでくださったのは嬉しい限りです。
これからボランティアを始めてみようと考
えている方！特技を活かして新たな世界に･･･
を体験してみませんか？

広報の頼もしい味方
６月上旬のある日、当センターを
初めて訪ねてくださった方が、チラ
シのデザインや本の装丁の技術をボ
ランティア活動で活かしたいと、ボ
ランティア登録をされました。
おりよく、成年後見制度の啓発活
動に取り組んでいる「NPO 法人和
の環」が、作成中の小冊子のデザイ
ナーを探していたので、早速ご紹介
したところ、すぐに話がまとまり、
今年中には冊子ができることになっ
たそうです。

専門学校の文化祭で地域交流を！
湘南医療福祉専門学校は、当センター隣の建物の 1～3 階
にあります。学生の皆さんは、はり師・きゅう師・あん摩マ
ッサージ指圧師・救急救命士・介護福祉士・美容師になる為
に各分野の技術を学んでいます。学校から、今年の文化祭「湘
南祭」はより学生と地域の方たちとの交流の場にしたい、と
の依頼を受けて、当センターがボランティア活動をしている
方々を紹介しました。
ステージでは学生さんの出演の合間に、地域の方がヨーデ
ル、手話ダンス、フラダンス、太鼓、マジックを披露します。
また地域交流ブースでは、団体の活動を知ることができるパ
ネル展示や、小物作りなど体験もできます。皆さんぜひご一
緒にお楽しみください！！
【日時】9 月 22 日（土）23 日（日）10:00～16:00
【場所】湘南医療福祉専門学校（東戸塚駅西口）
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～これってなあに？コーナー～

「登録個人」って？
自分の技術をボランティ
アに活かしたいとセンターに
ご登録頂いている個人の方で
す。こんな技術を持っている
けれどそれが「地域に活かせ
たらいいな」そんなお心をお
持ちの方々です。その技術を
求めてのボランティア依頼が
あった時にお声かけをしてい
ます。

2012 年 9 月 1 日

地域情報･･･“アートの時間”地域での取り組み
とつか区民活動センターの登録団体 アートの時間は、戸塚区を拠点にアートイベントやプログラムの
企画運営をしています。代表の菰方(コモカタ)さんは「チェロの演奏をすぐ真横で見たことがあるんですが、
恐ろしく早い指の動き、弦の擦れる音、奏者の息遣い、それらを全身で感じて魅了されました。そんな出
会い方をすればチェロが好きにならずにはいられないでしょう？」と語ります。今まで演奏会だけでなく、
区内の小学校で演劇・造形・音楽・ダンスなどのワークショップを通して肌で感じるアートを提供してき
ました。アートという非日常を体験することにより、子どもたちが日常を捉え直し、より豊かに生きるこ
とができる･･･「アートにはそんな力がある」といいます。
今回アートの時間では、東日本大震災のあと成長した子どもたちを受け入
れる社会はこのままでいいのかと考え、鎌仲ひとみ監督作品『ミツバチの羽
音と地球の回転』の自主上映を決めました。題して「とつかＤＥ子どもの未
来を考える映画会」。この映画は、瀬戸内海の祝島で長きにわたり原発建設
反対運動をする人々が描かれ、島民の「地域で覚悟をもって生きる」という
姿に共感したそうです。
センターで最も注目したのは、主催が「アートの時間＋地域のお母さん」であったこと。運営の段階か
ら一緒に作り上げて行ったお母さん達は皆、日々の暮らしの中でちょっとした生活の変化になる“何か”
ができないかと参加され、自分達が住む地域の力になる企画に携わることで、素晴らしい達成感を得たそ
うです。上映日、皆さんの丁寧な対応と、いきいきとした素敵な姿が印象的でした。併せて行われた監督
のトークショー、製作者がその思いを語る臨場感、
「ここで生きていく決意が世界を動かす」と本編の人々
の生き方を表現する監督の思い、それは見事にアートの時間の活動とリンクしていました。
「ワークショップを行うアーティストはどうやって探すんですか？」という問に、「それは企業秘密で
すが、自分が実際に観て、聴いて、すごい！と思ったアーティストしかコーディネートしません。」との
答え。アーティスト探しが最も苦労する仕事であり、また醍醐味でもあるそうです。
アートの時間についてお問合せは artnojikan@yahoo.co.jp まで。メンバー募集中！

登録団体の紹介
～地元の歴史ワンポイント紹介 No.21～

戸 塚 区 美 術 協 会
戸塚区美術協会は昭和 23 年に結成されて以来、60 年余に至
る長い歴史を歩んできました。この間、毎年会員の創作活動を中
心に会員展を開催してきましたが、４年前から新しい戸塚の街づ
くりに呼応した文化芸術活動の一環として、戸塚区民及び周辺地
域住民が気楽に参加できるテーマ展、自由課題展、スケッチ会及
びスケッチ作品展など「戸塚アートサロン」を開催しています。
今年は８月に「戸塚の風景画展」公募（戸塚区役所後援）によ
る作品展を開催しました。９月には絵画を通じて、地域交流の活
性化を図るため「地域交流特別絵画展」を開催します。地域の皆
様とともに絵画による交流の輪を広げることを目指しています。
是非、ご参加下さい。
「地域交流特別絵画展」（後援：戸塚区役所、戸塚文化協会）
会員、区民及び周辺市民による自由課題展。水彩、油彩、アク
リル画、パステル画等約 1３0 点展示予定。
会期：９月 12 日（水）～17 日（月）10:00～18:00
（最終日 15:00 まで）
会場：栄区民文化センター「リリス」ギャラリーＡ／Ｂ
ＪＲ本郷台駅 徒歩３分（入場無料）
問合せ先：戸塚区美術協会事務局
〒233-0015 横浜市港南区日限山 2-17-18
電話＆Fax 045-844-4661 事務局 吉田

『矢部町問屋場跡と
その後の変遷』
戸塚は江戸時代東海道の大き
な宿場でした。宿場の主な任務
は、前の宿から運ばれた荷物を
受け、次の宿へ送ることです。
実際に仕事する所は問屋場とい
い、責任者の問屋はじめ宿役人
が詰めて捌きました。
戸塚宿では、矢部・吉田・戸
塚の 3 町に問屋場があり、それ
ぞれ 1～4 日、5～11 日、12
～晦日を分担しました。矢部町
の問屋場は旧東海道沿いの東
側、矢部 11 番地（現在はマン
ション）にありました。
明治になり問屋場が廃止にな
ると、新しい学校矢部学舎に転
用されました。また戸塚で初の
キリスト協会が出来、明治 41
年まで存続し信者を受容れまし
た。（戸塚歴史の会 及川治雄）
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情 報 掲 示 板
トツカーナ ふれあいフェスタ

民謡講習会のお知らせ

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。9 月は「ダンス！
ダンス！チアダンス」と題し、ちびっ子から大人まで
のチアダンスチームがパフォーマンスを披露
します。お気軽にお立ち寄りください。

【日時】10 月 3 日（水）13：00～15：00
【場所】大船学習センター3 階１教室 (大船駅徒歩 5 分）
【講師】伊丹浩子 （民謡慶友会会主）
【参加費】無料 （但し 資料プリント代 200 円）
【内容】・民謡の唄い方とこつについて
・練習曲 ソーラン節、花笠音頭、武田節、黒田節、
鹿児島小原節など
【申込問合せ先】Tel 046-746-0295 伊丹

【日時】9 月 9 日（日）
１部 13：00～13：30 ２部 14：30～15：00
【場所】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
※次回 10/14（日）は戸塚高校ダンス部が出演予
定です。

とつカレッジ公開講座
『ボランティアの力』～私が変わる・地域が変わる～

高齢期の安心と楽しさをつかむ

ボランティア活動が盛んな明治学院大学の准教授を
講師に迎え、「ボランティアとは何か」ということを学び
ます。ボランティアを始めたいと思っている方は勿論、
「ボランティアは難しい、敷居が高い」と考えている方
や、すでに活動をしている方にも役立つ視点や事例を
紹介します。

シニア生活学講座
昨年好評を得たシリーズの第２弾。「老年医学」「介
護」「各種生活必須情報」の専門分野講師陣による
講座です。仲間作りにも活かして下さい。
【日時と内容】すべて水曜日・13：30～15：30
①9 月 26 日 ようこそ《シニア・生活学講座へ》
②10 月 3 日 高齢期の心身の特徴と暮らし方
③10 月 10 日 最新介護制度情報・地域包括ケア
④10 月 17 日 暮らしの「困った！」消費者トラブル
⑤10 月 24 日 一度は訪れたい有名人のお墓
⑥10 月 31 日 活動紹介・地域デビュー実践
【場所】戸塚地区センター②のみ戸塚・フォーラム
【申込方法】はがきかファクスに、講座名「シニア生
活学」と明記し、住所、氏名、電話、FAX 番号、メー
ルアドレスを記載して、戸塚区役所地域活動係
（〒244‐0003 戸塚区戸塚町 157－3
Fax 864-1933）へ。または
Ｅメールで info@senior-hama-college.com へ。
締切：9 月 10 日（月）
ホームページから申込みも可
http://www.senior-hama-college.com/
【主催】シニア・ハマ・カレッジ事務局
【問合せ先】Tel 390‐0472 中村
こ

こ

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

動の情報提供や、講座・研修・交流会など

開 館 時 間 ：火～金曜日

の実施、会議室など活動拠点としての場の
ッカーなどの貸出しをしています。
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http://totsuka-kumin-center.jp
土･日･祝日

休

館

午前 9 時～午後 8 時
午前 9 時～午後 5 時

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
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モレラ
東戸塚３Ｆ

オーロラ
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横浜市戸塚区川上町 91-1 モレラ東戸塚 3 階
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提供、印刷機・紙折機・コピー機・貸しロ

至横浜

〒244-0805

市民活動・生涯学習活動・ボランティア活

交通のご案内

東口

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

東戸塚駅

地域から広がれ！
みんなのワ（和・輪）

【日時】10 月 26 日（金）10：00～12：15
【場所】地域会議室大会議室（県税事務所 4 階）
【講師】猪瀬浩平氏 (明治学院大学教養教育ｾﾝﾀｰ准教授)
【定員】100 人（多数時抽選）
【参加費】無料
【保育】2 歳以上の未就学児・抽選 10 人
【申込方法】はがきかファクスに講座名、〒住所、氏名
（ふりがな）、電話番号、FAX 番号、保育希望の場合、
子の名前（ふりがな）、性別、生年月、アレルギーの有
無 を記入し、戸塚区地域振興課地域活動係
（〒244-0003 戸塚町 157－3 Fax 864-1933）へ。
締切：10 月 9 日（火）（必着）
【主催】戸塚区役所
【問合せ先】戸塚区地域振興課地域活動係
Tel 866－8412 Fax 864-1933
※詳しくは区役所のホームページ、または区役所、戸
塚公会堂、区内地区センター、コミュニティハウス、と
つか区民活動センター等に配布しているチラシをご覧
ください。

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

