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第４４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
子育ての「わ」

ハッピーになれる～コミュニケーション講座～

７月から１シーズン毎に開催したこの講座もこれが最後です。「機会があったら･･･」「もう一
度受けたい」と考えているみなさん。満足度の高い講座です。お見逃しの無いように❤
【日時】1 月 18 日（金）10:00～12:30

【場所】とつか区民活動センター

【内容】①講座「楽～にコミュニケーション･･･お互いの違いを理解して活用する」
講師：人材育成コーディネーター・コーチ 宮田礼子さん
②団体紹介 チーム・想いをカタチに
【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 保育場所は隣接のとっとの芽研修室です。
【申込】12/11（火）より来所・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。

シニアライフの男塾

男のみだしなみ・おしゃれ学
服装の基本と、色使いやお手入れに
ついて学びます。背広を脱いで、さあ
おしゃれに街へでかけましょう！
ご夫婦同伴での参加も歓迎します。
【日時】1 月 18 日（金）
13:30～16:00
【場所】とつか区民活動センター
【内容】・服装の基本、歴史とマナー
・顔型に合わせコーディネート
【講師】中嶌敏男さん
（パリ本部 FIMT 国際デザイナー）
【参加費】無料 【定員】先着 20 人
【申込】12/11（火）より当センタ
ーへ来所、電話、またはファクス、E
メールに氏名と連絡先を記載のうえ
お申込みください。
【主催】チーム・想いをカタチに
【協力】とつか区民活動センター

ハッピーになれる～キラキラ交流会～
ハッピーになれる～コミュニケーション講座～の
番外編です。これまでコミュニケーションを学んで
来たみなさんと、新しい方も交えて楽しくお話。
みんなで一緒に新たな一歩を踏み出しましょう！
【日時】1 日 25 日（金）10:00～12:30
【場所】とつか区民活動センター【定員】先着 20 人
協力団体：チーム・想いをカタチに
【申込】12/11（火）より来所・電話にて受付。
※お子様と一緒に参加できます。

みんなで大掃除!!
今年もみなさんの活動の拠点となったセンターを
一緒にお掃除して、新年を気持ちよく迎えましょ
う！ご参加をお待ちしています。
【日時】12 月 21 日（金）16:00～17:00
【場所】とつか区民活動センター
掃除用具は準備致します。
動きやすい服装でお越しください。
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ゆめたねフェスタ～体験できる文化祭～

10/20（土）、21（日）

20 日は、スクラップブッキング、ちぎり絵、生け花、水彩画、タイル
モザイク、絵手紙の６つのアートを、参加者に実際に体験していただき、
新しい挑戦や出会いの場になりました。21 日午前は、俳句初心者と経験
者が一緒に俳句作りに挑戦、午後は英語と中国語のグループが、一緒に作
成したクイズを楽しみました。普段知り合う機会の少ない団体や個人が交
流し、当センターの活動をより理解いただくことができました。

――――◇◆◇――――――――◇◆◇――――――――◇◆◇――――
★下記のとつかお結び広場プレイベントを開催しました★

笑顔がつながる交流会

11/10（土）

アイスブレイキングでお互いが打ち解けた後、活動のＰＲが中心の自己紹介をし、今回の交流会の本
題の“もうひとつグループを作るとしたらどのようなグループをつくりたいか？”をテーマに話し合い
ました。「戸塚のミシュランをさがそう」「仕事やキャリアについて若者と大人が語り合う場を作ろう」
「戸塚の名物を作る会」などのアイデアがでて活発な意見交換がおこなわれました。

戸塚体験ツアー

11/12（月）

お結び広場の特別企画“戸塚の歩み～「現在」・過去・未来”にちなみ、
戸塚の現在を訪ね、過去や未来に思いをはせる、戸塚体験ツアーをおこな
いました。ツアー開始時には直前まで降っていた雨もやみ、足取りも軽く
出発しました、２班に分かれ、戸塚見知楽会の案内により、戸塚の歴史的
な名所を回りました。戸塚見知楽会の熱のこもった説明に「戸塚の歴史が
良くわかった」「楽しかった」との感想をいただきました。

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。

くまさんへどんぐりを・・・
ハロウィンパーティー♪
東戸塚周辺の商店などが企画した
東戸塚ハロウィンパーティーのスタ
ンプラリーに、当センターも参加しま
した。
魔女に扮したセンターボランティ
ア２名に全面協力をお願いし、飾り付
け、スタンプ押し、お菓子配布をして
もらいました。来場者 370 名のうち
子どもは 290 名で、みんなアイディ
ア一杯の仮装姿です。街の盛り上がり
にセンターも加われて、楽しいイベン
トでした。
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昨年このコーナーで、ＹＭＣＡ東とつか
学童クラブの児童が福島の熊へどんぐり
を送ったとご紹介しました。今年その児童
たちが自主的に「くまさんへどんぐりを送
ろう」と、どんぐりを集めていたんです。
どうやら昨年ボランティアさんが話した、
熊が人里に下りてくる止むを得ない事情
なども覚えていてくれたようで、熊さん型
の入れ物に納められたメッセージカード
には「下りてこないでね」と書かれている
ものがチラホラ。どんぐりは子どもたちか
ら直接ボランティアさんに手渡され、今年
も届けられることとなりました。
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地域情報･･･クローバースポーツクラブ
体を動かすのが健康にいいとわかっていても、なかなかその機会がないとい
う声をよく聞きます。汲沢に「家の近くで、自分の好きなことを、気軽にでき
る」そんな欲張りな希望をかなえるスポーツクラブがあると聞き、10 月のあ
る土曜日、会場の汲沢小学校を訪ねました。
クラブの名前は、クローバースポーツクラブ。毎月第２、４土曜日 9 時から
13 時までの間、一部と二部に分かれて、校庭・体育館・教室を使用して、さ
まざまなスポーツ教室と文化活動が行われています。クラブの特長を、運営委
員の石井さん、加藤さんに伺いました。
①手軽に参加できること。年会費は 3000 円です。用具も常備されているので、気軽に参加できます。
現在の会員は約 140 名で毎回約 100 名の方が参加しています。
②多彩な教室があって、いつでも複数の教室の利用ができること。開催されている教室はソフトバレー、
グランドゴルフ、ペタンク、健康体操、書道、ガーデニング、バドミントン、卓球、スポーツ吹矢、
ソフトボール、健康麻将の 11 教室です。
③このクラブは、地域の方々の力で運営されていること。汲沢、北汲沢、踊場の３つの連合町内会と汲
沢小にかかわるボランティアが、会員募集から当日の設営まですべてを取り仕切っています。訪ねた
日も、お話をうかがった二人のほかに 5 人の女性が受付他に携わっていました。各教室の指導者も地
域のボランティアです。
お話のあと、各教室を回りました。小学生から年配の方まで一
緒になっていろいろなスポーツを楽しんでいる姿をみて、「総
合型地域スポーツクラブのお手本」（毎回会場でこのクラブを
バックアップしている市体育協会清水さんの話）ということが、
なるほどと実感できました。（活動予定や連絡先は、クラブの
ホームページをご参照ください）

URL: http://cloversports.web.fc2.com/

～これってなあに？コーナー～

「外国につながる子ども」
って？
こども支援活動で使われる用語
で、両親またはどちらかの親が外国
人で、日本語で勉強するためには支
援が必要な子どものことです。両親
が日本人でも、外国に生まれ育った
子どもにも使います。

～地元の歴史ワンポイント紹介 No.24～

『徳川家ゆかりの清源院』
旧東海道は大踏切を西へ越えると、左へ緩くカーブ
しますが、その右手高台に清源院があります。最近ま
で東海道に面していた入口が、西口再開発の関係で、
東海道から矢沢道に入った所に移されています。
鎌倉から戦国期は、安達盛長の一族長林家の長円寺
がありましたが、江戸初期に徳川家康の側室お万の方
が尼となり、当地に改めて開創したのが清源院です。
お万の方は致仕後、岡津に隠棲しましたが、家康の
病篤しと聞き、駿府へ見舞に行った際、歯吹阿弥陀と
呼ばれる持仏を賜り、これを本尊として開創しまし
た。本堂正面の戸に葵の紋があり、由緒を偲ばせます。
なお、清源院の寺号はお万の方の法号に由来します。
（戸塚歴史の会 及川治雄）
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情 報 掲 示 板
皆で歌おう！ 珠玉の歌声の集い

とつか歴史セミナー
「古文書に見る地域の歴史」

みなさんで懐かしい素敵な歌に親しむひとときで
す。（冬景色、夜明けの歌、雪が降る 他）

江戸時代の人々の暮らしを知る上で、古文書は
当時の人々が残した記録として、貴重な資料にな
っています。古文書を読むための基礎的な技術を
学び、戸塚にまつわる古文書を読み、戸塚の歴
史に理解を深めていきます。

【日時】1 月 10 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です。
先着 100 人、定員になり次第締め切り。
【申込・問合せ先】Ｔｅｌ 045-715-4074 山藤
090-4675-7219 藤原

【日時】1 月 23 日、2 月 6 日、2 月 27 日（水）
全て 13：00～15：00
【場所】戸塚地区センター Ｂ会議室
【講師】戸塚歴史の会会長 有馬純律氏
【定員】30 人（応募者多数の時は抽選）
【参加費】500 円（当日受付で 3 回分として徴収）
【申込方法】1 月 9 日（必着）までに 3 回分一括申
込として、往復ハガキ（1 枚のハガキで 2 人まで申
込可）に氏名、住所、電話番号、および「とつか歴
史セミナー参加希望」と記入し、戸塚区役所地域
活動係（〒244-0003 戸塚区戸塚町 157-3）へ申
込んでください。
参加の可否は 1 月 16 日ごろに返信ハガキでお知
らせします。入場に際し受付に返信ハガキを提示
してください。
【主催・問合せ先】 戸塚見知楽会
Tel 080-5545-4163（9：00～17：00）
【後援】戸塚区役所

株式の基礎とお金に係る被害防止講座
ファイナンシャル・プランナーによる「株式基礎講
座」（ライフプラン講座）と、C の会による「未公開
株の電話勧誘」・「振込め詐欺」の事例紹介・対処
方法（消費者被害未然防止講座）
【日時】1 月 23 日（水） 13：30～15：30
【場所】とつか区民活動センター 会議室
【講師】神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協
同組合 滝田知一氏
消費者問題に取組む「C の会」
【参加費】無料
【定員】30 人（先着順）
【主催】C の会
【申込・問合せ先】氏名・TEL・住所を記入し、FAX
にて 「かながわ県民センター9 階 C の会 レタ
ーケース No.124」宛へ。（Fax 045-312-1862）
またはとつか区民活動センターへ持参か郵送で
お申込みください。（宛先：〒244-0803 戸塚区川
上町 91-1 モレラ東戸塚 3 階 とつか区民活動セ
ンター メールボックス No.9）
締切：1/19（土）（必着）

センターからのお知らせ
本紙「ゆめのたね」は毎月 1 日発行です。
ご希望があれば、町内会・自治会の回覧用に、
毎月お送りしています。送付先（町内会・自
治会名、氏名、住所、電話番号）と回欄部数
を当センターまでお知らせください。
ホームページにも掲載していますので、ぜひ
ご覧ください。

http://totsuka-kumin-center.jp
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３Ｆ

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

