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第４６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
第 3 回とつかお結び広場

♪ミニコンサートカフェ♪

ポストイベント開催します！

ウクレレとフラダンスで寒さを吹き飛ばそう！

12/2 の「とつかお結び広場」に
参加できなかった方、会場を回りき
れなかった方、どうぞゆっくりご覧
ください。場所は当センター ミー
ティングコーナーです。

ベテランボランティアのウクレレ寺子屋「ＨＡＭＡＴ
ＯＭＯ」さんと、これからボランティアを始めようと思
っている Na pua hau（ナープアハウ）が夏を運び
ます。常夏のハワイに想いを馳せて、楽しい時間を過ご
しましょう♡ 申込不要、参加費無料です。
お気軽にお越しください。
【日時】2 月 23 日（土）12:15～12:45
【場所】とつか区民活動センター

◆パネル展◆
第 3 回とつかお結び広場出展者の
パネルを展示します。[張替あり]
【期間】2 月 1 日（金）～28 日（木）
◆ダイジェスト映像展◆
ケーブルテレビで紹介された当日
の映像や、写真を音楽にのせてご紹
介します。イベントについてご質問
があれば お気軽に運営委員まで♪
【日時】
2 月 12 日（火）～17 日（日）
12:15～/12:25～/12:55～

第４回 区民が語らう広場

昭和と演歌を熱く語ろう！
～集え！昭和と演歌に恋する男女～
昭和歌謡の弾き語りと共に懐かしい時間を過ごしまし
ょう！申込不要、参加費無料。お気軽にお越しください。
【日時】2 月 22 日（金）17:00～18:00
【場所】とつか区民活動センター
【主催】聴楽会
【協力】とつか区民活動センター

～登録団体・登録個人・センターボランティアのスキルアップ研修が始まります～
とつか区民活動センターでは登録団体・登録個人・センターボランティアの方を対象に、市民
活動や生涯学習活動の支援の一環として毎年研修会を開催しています。今年度は下記の内容で、
２月に 5 回の研修を予定しており、登録者にご案内しています。みなさまの活動に役立ち、今後
の活動発展につながる内容を企画しました。まだ登録されていない方で、このような研修にご興
味のある方は、とつか区民活動センターへの活動登録を検討されてはいかがでしょうか。
※申込みはすでに終了しております。

①幸せを呼ぶ聞き上手･･･傾聴のプロが聞き上手になるコツをお話
②行列のできる講座、チラシの作り方･･･企画力を上げるポイントを学ぶ
③空気を読む･･･相手を思いやる心を実感し、自己の悟りを体感する
④対話力を身につける･･･異なる経験、価値観、判断基準を持つ人同士のコミュニケーション術
⑤次世代へのメッセージ･･･現在から過去、未来を体感し、活動へのきっかけや想いを見つめる
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～利用者交流会から～

とつかのおもちゃ箱 2012（Re）
“おみせ”でふれあい だがしや楽校！

11 月 18 日（日）に利用者交流会を行
いました。今回は「地域でみんなが支え合
う場をつくろう！」というテーマで、9 名
の方が参加されました。当日は飛び入り参
加の方もいて、様々な活動をしている人や
これから何か始めたいと思う人が交わり、
お互いの話をじっくりと聴くことができま
した。これをきっかけに団体さん同士意気
投合し、その後お互いの講座に参加するな
ど、新たな交流も始まりました。また、活
動の幅を広げたいと話してくれた団体さん
には、ボランティア先を紹介することが出
来ました。利用者交流会に参加すると、き
っと新しい出会いや発見があります。みな
さまの参加をお待ちしております！

工作やゲーム、パフォーマンスなど、子ど
もから大人まで、みんなが自分の特技や好き
なことを見せる“みせ”を出します。赤ちゃ
んからおじいちゃん、おばあちゃんまで参加
できるイベントで、当センターも協力してい
ます。当日お客さんとしての来場は申込不要
です。ぜひ足を運んでみてください。
※12/15 に事情により延期となったイベントの
再開催です。

【日時】2 月 23 日(土) 10:00～15:00
【会場】横浜市立品濃小学校 ※駐車場はござ
いません。お車の来場はご遠慮ください。

【持ち物】上履き、上履き入れ、
お買い物用の小銭、暖かい服装
【主催】とつかのおもちゃ箱実行委員会

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。

オデット姫❤は大人気！
10 月に開催した「ゆめたねフェス
タ」、そこで腹話術のオデット姫の出
演を目にした 3 団体から「地域に呼び
たい！」と依頼がありました。その依
頼に応じたオデット姫は、なんとボラ
ンティア先でもまた他の方の目にとま
り「うちにも来て！」と次々と呼ばれ
て･･･。
ご覧頂いた方からは「プロ？」とい
う疑問が飛び交うほどの腕前。ご本人
は「違います」と恐縮されますが、勤
勉な上に笑いのツボも押さえていて、
皆さんの目にとまるのも納得です。
当センターには色々な特技を持った
方が登録しているので、ご興味のある
方はお気軽にお問い合わせください。
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ボランティアへの第一歩は
ミニコンサートカフェ♪
2/23（土）に当センターで行われる
ミニコンサートカフェに出演する Na
pua hau（ナープアハウ）はフラダン
スを通じた居場所づくりを目的とした
団体です。「いつかフラダンスで地域貢
献をしたい」という想いを抱えていまし
たが、経験が浅いということで、なかな
か一歩を踏み出せずにいました。今回
「そろそろ･･･」とのお申し出があり、
ボランティアにつながる初披露の場と
して、ミニコンサートカフェに出演が決
まりました。
既に様々なボランティアを引き受け
てくださっているウクレレ寺子屋
「HAMATOMO」とのコラボも決まり、
初めての不安も少し和らいだようです。

2013 年 2 月 1 日

地域情報･･･ぐるーぷ・ちえのわ
子どもたちの健全な発育は、私達みんなの願いです。でも現実には、家庭には家庭の、学校には学校の
事情があり、親や先生が「この子には、こうしてあげたい」と思ってもできないことが様々あります。
当センターには、子ども達を応援する地域のグループがいくつも登録されていますが、小雀にも活発に活
動している団体があると聞き、現地でリーダーの奥山さんと黒瀬さんにお話をうかがいました。
グループの名前は、「ぐるーぷ・ちえのわ」。1987 年に発足、「障
がいのある人もない人も、地域の中で様々な人たちと出会い、生き生き
と活動できる場を作る」ことを目標に、25 年の長きにわたって活動し
ておられます。特に 2005 年からは、常設の場所を確保できたことで、
活動が質量ともに充実したそうです。現在、柱となっている活動を教え
て頂きました。
①ちえのわ寺子屋・・・ひとりひとりの学習状況に応じて、マンツーマ
ンのきめ細かい支援を行う。
②ちえのわルーム・・・不登校の子どもたちへの支援としてパン作りや造形活動、個別学習を行う。
③日曜ちえのわサロン・・・5～6 名の子どもたちがグループを作って、パンやピザの調理や、造形活
動、自由遊びなどを組み合わせて行う。
④さをり織り教室・・おとな向け、色とりどりの糸で機織りを楽しみます。（染めの会も月一回実施）
活動拠点の小雀は、戸塚区の中でも特に自然が豊かな所で、教室の周りは緑に囲まれています。そのう
え、教室は普通の民家を借り上げた一軒家で、子ども達は自分の自宅にいるのと同様にくつろいでいるの
が印象的でした。
連絡先：戸塚区小雀町 1115 第 2 ちえのわホーム
Tel 090-1251-0776 奥山さん

登録団体の紹介
彩 の 会
「絵手紙を描いてみたいけど、絵も文字も苦手
で･･･。」そう思っている方は是非、一度見学にい
らっしゃいませんか? そんな仲間が集まり、自由
に気楽に絵手紙を楽しんでいます。
画材は四季折々の花や野菜、果物等、自分の描き
たい物を持参しています。
いつも目にする物でも、新しい発見がありますよ。
そして何より嬉しいのは、相手に喜んで頂ける事で
す。絵手紙を通じ、楽しいひとときをご一緒しませ
んか？
月 2 回（第 1・3 木曜日）10:00～12:00
参加費 500 円/月
連絡先 Tel 045-825-0398 安江
045-821-6371 磯野

～地元の歴史ワンポイント紹介 No.26～

『本陣の一つ、内田七郎右衛門家』
旧東海 道と 長後 街道 の分 岐点 の西 南
角、大和證券のあるビル付近に、江戸時
代戸塚宿の本陣、内田七郎右衛門家があ
りました。（当時長後街道は未だ無く、
家並でした）
東海道の各宿場には、大名・公家や幕
府公用人等貴人の泊まるべき本陣があり
ました。その土地の有力者、富裕者で広
い家屋敷を持つ家が選ばれました。
戸塚宿では、本陣が二つありました。
内田本陣と澤辺九郎右衛門本陣ですが、
いずれも先祖は武士の出で、土地に根付
き有力者となって、本陣に選ばれました。
内田家は本陣のほか、問屋を引き受け
ることもあり、また俳諧など文化面でも
活躍したようです。墓所は高松寺の高台
にあります。
（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

地域医療公開講座「子どもの予防接種」

2/14 はバレンタインデー♪好きな人、大切なお友達
や家族へ、カードに愛を込めてメッセージを贈りませ
んか？お子様から大人まで、可愛いバレンタインカ
ードが簡単に作れます。

【日時】2 月 26 日（火）10：30～11：30
【場所】戸塚公会堂 2 号会議室
【講師】戸塚共立おとキッズクリニック 成戸史絵（小
児科専門医）
【定員】30 人
【参加費】無料
【主催・申込先】電話でお申込みください。
医療法人柏堤会（はくていかい） Tel 881-1115

【日時】2 月 10 日（日） 1 部 13：00～ 2 部 14：00～
【場所】トツカーナ 4F トツカーナスクエア C
【申込受付】当日 12：30 より整理券を配布、1 部・2
部各先着 15 人
【参加費】無料
【主催】トツカーナモール商店会、東急プラザ 戸塚

とつか歴史講演会「戸塚の寺と仏像」
戸塚は旧鎌倉郡の東側に位置し、歴史的にも古く
から仏教文化が広まった地域でした。戸塚とその近
郊の寺院には、地域の人々が信仰していた仏像が
今も残っています。なかには人知れず祀られている
仏像もあります。時代を経て残された仏像が、どの
ような寺院にあって、どのような特徴をもつのかな
ど、お話していただきます。

歴史講座「舞岡村の生い立ち」
舞岡の民俗、むかしと今の生活習慣を聞いて、次世
代へ受け継いで行きましょう。
【日時】2 月 16 日（土） 13：30～16：00
【場所】舞岡地区センター 2 階中会議室
【参加費】300 円（テキスト代）
【申込方法】舞岡地区センターへ電話または来館で
お申し込みください。Tel 824-1949
【主催・問合せ】舞岡まちづくり塾 Tel 821-3330 島谷
【共催】舞岡地区センター

【日時】3 月 9 日（土）13：00～15：00
【場所】戸塚地区センター A 会議室
【講師】（公財）横浜市ふるさと歴史財団
埋蔵文化財センター所長 遠藤廣昭 氏
【定員】50 人（応募者多数の時は抽選）
【参加費】300 円
【申込方法】2 月 22 日（金）（必着）までに、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「3 月 9 日とつか歴史講演会参加
希望」と記入し、戸塚区地域振興課（〒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 3 月 1 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

自然大好き・戸塚塾 散策のご案内
毎月第一土曜日は自然に触れ、楽しい一日を！
一度ぜひご参加ください。申込は不要です。
【日程と場所】10：00 集合～14：30 頃解散
2 月 2 日（土）お花見 大倉山梅林～鶴見川周辺
（東急東横線 大倉山駅改札口集合）
3 月 2 日（土）川崎宿と川崎大師、川崎競馬を楽しむ
（JR 川崎駅改札口集合）
【持ち物】昼食、雨具
※小雨決行
【参加費】各回とも 500 円
【主催・問合せ】自然大好き・戸塚塾
Tel 881-9100 根岸
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

