
  

（1） 

とつか区民活動センター情報紙 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４７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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2013 年 3 月 1 日 
ゆめのたね 第 47 号 
 
【編集・発行】 
とつか区民活動センター 
〒244-0805  
横浜市戸塚区川上町
91-1 モレラ東戸塚 3 階 
TEL  045-825-6773 
FAX  045-825-6774 
http://totsuka-kumin
-center.jp 
MAIL:staff@totsuka-ku
min-center.jp 

 

 

もしも戸塚で大地震が起きたら！ 
「2 時間でわかる、あなたがすべきこと」 

 

自分は何を準備したか、 

何をしたらよいか？ もしもの 

時の新常識を学び、シミュレー 

ションしましょう。 

 

【日時】4 月 12 日（金）10:00～12:00 

【場所】とつか区民活動センター会議室 

【定員】先着 20 人 

【申込方法】3/12（火）より電話、ファクス、E

メールに氏名、電話番号を記入、または来館にてお

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 

利用者交流会 
 
利用者交流会はセンター運営につ

いての意見交換の場であると共に、毎

回のテーマに沿った話合いと、参加者

同士の交流の場でもあります。今回の

テーマは「趣味や特技を生かしたボラ

ンティア活動を知ろう！」です。 

申込み不要、参加費無料で、どなた

でもご参加いただけます。 
 

【日時】3 月 15 日（金） 

13:30～15:30 

【場所】とつか区民活動センター 

会議室 

第 4 回とつかお結び広場 運営委員募集説明会 
 

区民の皆さまに活動のきっかけをご提供し、交

流や連携を図る、地域交流イベント「とつかお結

び広場」を 2013 年度も開催いたします。 

「第 4 回とつかお結び広場」をとつか区民活動センター、

区役所とともに企画・運営する運営委員を募集します。ご興

味のある方、まずはぜひ説明会にお越しください。とつかお

結び広場を一緒に盛り上げていきましょう！ 
 

【日時】4 月 19 日（金）14:00～16:00 

【場所】とつか区民活動センター 会議室 

【申込】4/18（木）までに、E メール、ハガキ、ファクス（住

所、氏名、フリガナ、電話番号、応募動機を記入）または来

館にて受け付けます。宛先は本紙右上をご参照ください。 

 
パソコン 

ワンポイントアドバイス 
 
パソコン操作で「ここが

よくわからない」「何かいい

方法はない？」と困った時、

この相談室をぜひご利用く

ださい。 
 

【日時】毎週金曜日 

13:30～16:30 

【場所】とつか区民活動ｾﾝﾀｰ 

【主催】とつかパソコン交流会 

【協力】とつか区民活動ｾﾝﾀｰ 

※予約は不要です。貸出用パ

ソコンはご用意しています

が、持込みも可能です。 

毎週金曜日は！ 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊田中＆秋葉中 職業体験の受け入れ 
 
1／24 と１／29、豊田中学校と秋葉中学

校から、それぞれ男子４名ずつが当センタ

ーへ職業体験にやってきました。 

中学生には、チラシの配架作業や、近隣施

設への、本紙「ゆめのたね」のお届けをお

願いしたほか、当センター利用者の方から

彼らにボランティア活動について話をして

いただきました。 

緊張しながらもひとつひとつに真面目に

取り組んでくれましたが、初対面の人と長

時間接することに慣れないせいか、終了間

際には少しお疲れのご様子でした。 

今回の体験が、少しでも彼らの世界が 

広がるきっかけになったらいいな… 

と願っています。 

お疲れさまでした！ 

～利用者交流会から～ 
 

1 月 29 日（火）に利用者交流会を

開催しました。「NPO 法人の活動を知

ろう！」というテーマで、13 人の方が

参加されました。当日は様々なジャン

ルのＮＰＯ法人のみなさんから法人化

のメリット、また悩みなども聞くこと

ができました。これから法人化を考え

ているという団体さんにとっても、具

体的な話が聞けて、とても良い機会に

なったようです。 

利用者交流会では、他の団体さんの

生の声が聞け、新たな出会いや発見が

あります。当センターとしても、ここ

での声を今後の事業に生かしていきた

いと思います！ 

行ってきました！『とつかのおもちゃ箱』 
 

2/23（土）品濃小学校で『とつかのおもちゃ

箱 2012(Re)だがしや楽校』が開催されました。 

子ども達や地域のみなさん手作りのカラフルな

小物やゲーム・くじ、暖かい食事、体験コーナー

など、工夫を凝らしたおみせがいっぱい！おみせ

のお手伝いを案内する「ハローワーク」は、子ど

もがおみせとお客さんどちらも楽しめる素敵な仕

組みです。はしゃぎまわる子どもと、お買いもの

に夢中？の大人の熱気で、みなさん寒さも吹き飛

ぶ１日になったことと思います。 

ひだまりサロン名瀬でのふれ合い 
 

名瀬地域ケアプラザで毎月 20 日に行

われているミニデイサービス「ひだまり

サロン名瀬」では、毎回趣向をこらした

おたのしみ企画が用意されています。 

1 月は、当センターが紹介した「NPO

法人和の環」のメンバー2 人が、成年後

見制度について紹介しました。普通の講

座形式では堅苦しいということで、落語

風にアレンジした話の中で、御隠居さん

と八つぁんが、認知症と後見制度につい

て珍妙な会話を繰り広げました。 

後日、和の環のメンバーに感想を伺っ

たところ、ボランティアさん手作りの彩

豊かな心のこもった昼食に感激、貴重な

交流の場となったという感謝の言葉を

いただきました。 
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市民活動現場体験ツアーに行ってきました！ 
 

様々な活動現場を実際に見ていただく機会として、1/26（土）にバスツアーを行いました。行く先々

で温かく迎えていただき、自身の活動の参考になったと、参加者 20 人の皆さんに大変好評でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録団体の紹介  

 

        自然大好き・戸塚塾 
 

春のお花見、旧東海道（宿）・古都鎌倉巡り、地

元の史跡を訪ね工場見学など、歴史や自然をテーマ

に楽しいコース設定と親切な解説が売りの散策の

会です。会設立当時より、女性会員を中心に明学戸

塚まつりに「折り紙教室」を出展し交流して来まし

た。平成２４年度は、戸塚区民企画運営講座を「郷

土の自然観察」として実施しています。総勢５０名

を超える会員と家族的輪の中で、出会いと自然を育

むそんな活動が楽しくて集まる仲間です。 
 

定例会：毎月一回・第一土曜日 10:00～15:00 

参加費：＠500/回 

連絡先：Tel 881－9100 根岸 

Tel 821－3330 島谷 

②クローバースポーツクラブ 

汲沢小学校で毎月第２、４土曜
日に地域の方々が運営している
スポーツクラブです。バドミン

トン、スポーツ吹矢等の 
様子を拝見しました。 

～地元の歴史ワンポイント紹介 No.27～ 
 

『戸塚宿の大金持上伊勢屋鈴木家』 
 

現在の戸塚 4129－30 番地付近（現香

梅の辺り）、東海道沿い西側に、江戸時代

広大な敷地を持つ上伊勢屋鈴木源七家が

ありました。屋号に見るとおり伊勢出身

で、三代目富長が財を積み、四代長温の時

には、戸塚三大資産家と云われるまでにな

りました。（あとの二家は下伊勢屋鈴木小

助家、升屋内山仁右衛門家） 

 単に裕福なだけでなく、飢饉や大火で町

民が困った時、私財を提供し救済するな

ど、気配りする人達でした。 

また、俳句・和歌・狂歌などを嗜み、図

書を集め、近隣の村や江戸の著名人とも交

流して、戸塚の文化水準を大いに高めまし

た。同家は墓は上倉田の蔵田寺、一番奥ま

った高台にあります。 

（戸塚歴史の会 及川治雄） 

①戸塚中学校実り隊 
校内環境整備、夜間の学習支援、読書活動等
を行っています。学習支援の様子を見学し、 

お話を伺いました。 

③深谷地域運営協議会 
ドリームハイツエリアの、子育て支援・
高齢者障がい者支援・まちづくり推進の
活動団体を紹介してくださいました。 
 
④ふらっとステーション・ドリーム 
ドリームハイツに隣接した、地域のみな

さんの交流の場です。手作りの美味しい
昼食をいただきました。 

⑤ちえのわホーム 
小雀の緑に囲まれた一軒家
で、子ども達への支援活動を
行っています。個別学習やパ
ン作り、造形教室、大人向け
の機織教室もあります。 

⑥ふれあい広場よつば 
地域の皆さんの居場所、情報

交換の場として、ワーカー
ズ・コレクティブたすけあい
戸塚が運営しています。ちょ
っとひと息、お茶とケーキを
いただきました。 
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情 報 掲 示 板 

トツカーナ ふれあいフェスタ 日本橋～箱根迄の東海道をガイドと歩こう!! 

東海道の宿場を中心に、史跡や先人の思いが数多く

残された旧東海道を、「日本橋」から「箱根旧街道」ま

でガイドと共に訪ねます。歴史的興味と健康の保持の

両方が満足できる 10km 程度の楽しいウォークです。 
 
【日程】4 月～3 月迄 毎月 2 回開催 

(1 回目：第 2 土曜日、2 回目：1 回目翌週の木曜日) 

4 月は 13 日（土）と 18 日（木）、コースは箱根宿です。 

【場所】各コース共 9:30 集合 

各回の集合場所やコースは、当会のホームページや

チラシ、「かながわ歩け」会報等でお確かめください。 

【参加費】一般 500 円、中高生 250 円 

【持ち物】弁当、飲料水、雨具 

【申込方法】参加月日、住所、氏名、電話番号を明記、

下記の方法でお申込みください。 

①ハガキ：〒221-0835 神奈川区鶴屋町 2-24-2  

かながわ県民サポートセンター内 レターケース

No.128 「神奈川東海道ウォークガイドの会」宛 

②FAX ：Fax 312-1862  かながわ県民活動サポート

センター内レターケース No.128    

③E メール:re＠tokaido-wg.com 

当会のホームページからも予約できます。 

【主催】NPO 法人神奈川東海道ウォークガイドの会 

ホームページ http://www.tokaido-wg.com/ 

毎月第 2 日曜日、地域の方々が活躍されるふれあ

いフェスタ。ワークショップ「春の生け花体験」で、

一緒に楽しく遊んでみませんか。作品はお持ち帰

りいただけます。 

【日時】3 月 10 日（日） 

1 部 11：00～11：50  2 部 13：00～13：50 

【場所】トツカーナ 4F  トツカーナスクエア C 

【申込受付】当日 10：30 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 

地域
こ こ

から広がれ！ 

      みんなのワ（和・輪） 
 

とつか区民活動センターは、さまざまな

市民活動・生涯学習活動・ボランティア活

動の情報提供や、講座・研修・交流会など

の実施、会議室など活動拠点としての場の

提供、印刷機・紙折機・コピー機・貸しロ

ッカーなどの貸出しをしています。 

 

とつか区民活動センター 

〒244-0805  

横浜市戸塚区川上町 91-1 モレラ東戸塚 3 階 

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

URL  http://totsuka-kumin-center.jp 

開 館 時 間 ：火～金曜日 午前 9 時～午後 8 時 

土･日･祝日 午前 9 時～午後 5 時 

休 館 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 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 

交通のご案内 

JR
東
戸
塚
駅 モレラ 

東戸塚３Ｆ 

西口 

至横浜 

至戸塚 

オ
ー
ロ
ラ 

モ
ー
ル 

 東
口 

お孫（子）さんの心が見えるセミナー 

～心の成長に楽しくやさしく役立とう～ 

お孫（子）さんとのコミュニケーションが一層深まり

ます。お孫（子）さんが自ら考え、責任をもって行動

するという「主体性」と、「自らを動機づける力」を高

める方法を、カードを使って楽しくお伝えします。 
 
【日時】3 月 27 日（水）13：30～15：00 

【場所】とつか区民活動センター会議室 

【参加費】無料     

【持ち物】筆記用具 

【参加条件】お孫（子）さんの年齢が 4～9 歳前後

で、月 1 回以上お孫（子）さんと話す方  

【申込方法】セミナー名、氏名、連絡先 FAX または

TEL 番号、お孫（子）さんの年齢と続柄（祖父母ま

たは父母等）、同居・非同居の区別 を記載し、

FAX にて申込み。 Fax：812-2217 

【主催】シニアライフモティベーション研究会 

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に親しむひとときです。

（花、カチューシャ、柿の木坂の家 他） 
 
【日時】4 月 8 日（月）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】楽団 NHG 

【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 715-4074 山藤   

Tel 090-4675-7219 藤原 


