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第４９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
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す。今回のテー
マは「地域でつながるボランティア」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】5 月 19 日（日）13:30～15:30
【場所】とつか区民活動センター会議室

下記全てとつか区民活動センターにて。
申し込み不要、参加費無料です。

第 7 回 区民が語らう広場
昭和と演歌を熱く語ろう！
5 月 24 日（金）17:00～18:00

パソコンワンポイントアドバイス
パソコン操作のちょっとした疑問に。
毎週金曜日 13:30～16:00

愛・あむ・クラブ
はじめてのボランティア活動きっかけ講座
これから地域で活動を始めたい、ボランティア
活動について知りたい、という方のための講座で
す。現在活動中の人の話や、どんな活動があるか
を聴くことができます。
【日時】6 月 8 日（土）10:00～12:00
【場所】福祉保健活動拠点 フレンズ戸塚
【申込】来館、電話、E メール、FAX で。

一緒にアクリルたわしを編み
ながら、おしゃべりで交流。
毎週木曜日 10:00～12:00

うちの茶の間
「こころ」と「あたま」の柔軟体操。
楽しくみんなで鍛えよう！
毎週木曜日 13:30～15:30

センター事業のご報告

「第４回とつかお結び広場」活動開始します！
4 月 19 日（金）にとつかお結び広場の運営委員応募者説明会を開催しました。今回は新規に
10 名の方が応募者説明会に参加し、応募動機などを語ってくれました。
とつかお結び広場は、戸塚を中心に活動しているボランティア団体、市民活動団体・個人の方
の活動発表また交流の場として、とつかお結び広場運営委員会と、とつか区民活動センターが
2010 年から開催しているもので、今年で４回目となります。運営委員の中には第１回目から参
加している方もたくさんおり、毎年さまざまな企画を考え、実現に向けて力を合わせて運営して
いきます。
今年も新しいメンバーを加え、出展者、来場者、皆さんに楽しんでいただけるとつかお結び広
場を開催できるよう頑張っていきます！
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コーディネート報告
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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。

高校生のボランティア
ブログを読んで・・・
とつか区民活動センターのホームペ
ージに「センター日記」というブログが
あり、センターで行ったイベントや講座、
センターの様子などを載せています。
以前当センター主催のとつかお結び
広場の関係で、センター内をバルーンア
ートで飾り付けた写真を掲載しました。
すると市内施設から「バルーンアートの
団体を紹介して欲しい」とのうれしいお
話が！ 団体に伝えると話はとんとん拍
子に進んで、今年の 7 月にその施設でイ
ベントを開くことになりました。
「センター日記」では本紙『ゆめのた
ね』ではなかなかご紹介しきれない、講
座の内容や雰囲気も詳しくお伝えしてい
ます。みなさんぜひ一度ご覧ください！

2 月の下旬、高校生の女の子 2 人が「高
校生でもできるボランティアってありま
すか？」と当センターに来てくれました。
「土日や春休みに時間があるからボラン
ティアをしたい」とのこと。活動先をい
くつか紹介した中で、3 月末に 2 日間、
東戸塚にある川上保育園でボランティア
をすることが決定。活動後に高校生から
話を聴くと、とても楽しくボランティア
できたようでした。
当センターでは、高校生や大学生から
のボランティア相談にももちろん対応し
ています。「空いている時間を使ってボ
ランティアをしたい」「どんなボランテ
ィアがあるかだけでも知りたい」という
学生の方、お気軽にお越しください。

情報コーナーから･･･
戸塚区役所新庁舎の 3 階に情報コーナーがオープンしてから早いもので 1 か
月がたちました。こちらでは戸塚区近隣で開催されるイベントや講座のちらしを
置き、情報の提供をおこなっています。また東戸塚のセンターと同様に市民活動、
生涯学習活動、ボランティア活動の相談にも対応しております。オープン以来、
多くの方にご利用いただき、打合せスペースで活動の打合せをするグループ、ち
らしを見ながら調べものをしている方などで毎日にぎわっています。
3、4 月は戸塚に引っ越してきた方からの区内の施設のお問い合わせも多く、また暖かくなってきた
ためか、ウォーキング関係のイベントについてのお尋ねや、マップのご希望が多数ありました。
情報コーナーは連結デッキで戸塚
駅や商業施設と直結しており、大変
便利になっています。東戸塚のセン
ター同様、多くの方のご利用をお待
ちしています。
活動の打ち合わせ、情報閲覧にご利用いただけます。
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明治学院大学「戸塚まつり」開催！

「戸塚まつり」とは、明治学院大学横浜キャンパスで行われる大学祭です。「開かれた大学祭」を理念
として 1998 年に始まり、明治学院創立 150 周年の今年で 16 回目を迎えます！環境・福祉・国際とい
う 3 つの柱を掲げ、学生はもちろん、教職員や地域の方々と共につくりあげていることが特長です。
今年のテーマは「始動、」。戸塚まつりで、何か始める勇気を、動き出す力を、一歩踏み出すきっかけ
を見つけてみませんか？フリーマーケットや模擬店はもちろん様々な楽しい企画や、彩り豊かな装飾物が、
あなたを待っています！新たな出会いと笑顔あふれる２日間に、ぜひお越しください！！
開催日時：5 月 25 日（土）13 時 30 分～18 時
26 日（日）10 時～16 時
場
所：明治学院大学横浜校舎
連 絡 先：明治学院大学戸塚まつり準備会
TEL/FAX
863－2192
＊戸塚まつりでは、自分のはし＝「Ｍｙはし」を持ち歩いて使
う「Ｍｙはしキャンペーン」を行っています。当日、ぜひご自
分のはしをご持参ください。
また、「キャップ・プルタブキャンペーン」として、ペットボトルのキャップとアルミ缶のプルタブの
回収をしています。集めたキャップはワクチンに、プルタブは車いすになります。ご協力お願いします！

登録団体の紹介
かにのまえあるき
かにのまえあるきは子どもを
対象に、20 代 30 代の社会人
が主体となって活動しているボ
ランティア団体です。主に横浜市内の小学校や、地
域のイベントを活動場所としています。
現代ではテレビゲームのような「用意された遊び」
に溢れています。こうした遊びは子どもの成長にと
ってよいものなのでしょうか。私たちは「子どもが
自ら考え体感し、創造力を発揮できる機会を提供し
たい」という思いから、体験型のワークショップを
開催しています。不思議いっぱいのスライム作りや、
新聞紙・割り箸のような身近なものを材料とした玩
具作りを通して、「どう作るか」「どう遊ぶか」を
工夫してもらいたい、と考えています。
活動のご依頼は随時募集しておりますので、お気
軽にお問い合わせ下さい。
・連絡先 Tel 080-3554-3713（浅沼）
Mail kanimae@urip.net
・活動履歴 http://kanimae.ldblog.jp/

～地元の歴史ワンポイント紹介 No.29～

『戸塚町問屋場跡と宿の中心街』
江戸の粋人太田南畝（蜀山人）は紀行
文の中で、戸塚の友人、上伊勢屋鈴木源
七を訪ねたこと、その住まいが問屋場向
いであることを記しています。同家は東
海道西側、香梅付近にあったので、問屋
場は東側、戸塚 3983 番地前後にあった
と推定されます。
ここで毎月 12－晦日の宿場の仕事･･･
荷の引継、馬・人足手配が行われました。
戸塚町の問屋役は固定・世襲ではなかっ
たのですが、朝倉三左衛門家が務めるこ
とが多く、澤辺家の親類であり、本陣向
いに住居があったようです。
なお、戸塚町問屋場周辺一帯は、二つ
の本陣と三つの脇本陣、さらに大型の旅
籠屋が立ち並び、戸塚宿の中心的な地区
でした。
（戸塚歴史の会 及川治雄）
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情 報 掲 示 板
科学体験活動推進スタッフ養成講座

戸塚ウォーキング倶楽部例会
戸塚ウォーキング倶楽部は 200 回を超える例会を実施
してきた、ゆっくり楽しく歩くグループです。例会の歩行
距離は 10km くらいを限度にしています。
申し込み不要で、どなたでも参加できます。当日直接
集合場所までお越しください。

科学の面白さを子どもたちと楽しむスタッフの養成
講座です。子育てを終わった方や、定年退職を迎
えた方々に最適な、生きがいのある地域貢献活
動です。子どもが好きならどなたでもできます。
【日時と内容】
＜集合研修＞時間は全て 10：00～16：30
①6 月 16 日（日） 実習オリエンテーション
②7 月 21 日（日） 集合実習
③8 月 25 日（日） 集合実習、特別講話
④9 月 23 日（月・祝） 事例研究、実践へのオリ
エンテーション
＜現場実習・自由実習＞
6～9 月の間の土曜日、「おもしろ科学体験塾」の
実施予定から、現場実習（アシスタント体験）と自
由実習（参加者体験）を、それぞれ 2 コマ以上選
択。
【場所】①④横浜市青少年育成センター（関内）
②③横浜市青少年交流センター（日の出町/桜木
町） 現場実習・自由実習は横浜市内各地
【受講料】2500 円 + 実習費 2000 円
【主催】公益財団法人よこはまユース
NPO 法人おもしろ科学たんけん工房（企画・実施）
【申込期間】5 月 25 日(土)まで
【申込方法】ホームページから申し込み。
または FAX で、郵便番号、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号、FAX 番号、PC メールアドレ
ス、携帯メールアドレスを送信した後、必ず電話で
着信確認してください。
【募集定員】20 人 応募多数の場合抽選
【申込・問合せ先】
Tel/Fax 713-0672 島田
http://www.tankenkobo.com/

こ

こ

地域から広がれ！
みんなのワ（和・輪）

情報は FM 戸塚でもお届けしています
毎週木曜日 12:15 頃から、暮らしに役立つ地元情
報を届ける番組「ハートフルキッチン」の中で約 10
分間、当センタースタッフが出演して、当センターの
活動内容、おりおりの講座やイベントについてご紹介
しています。
当センターが応援するイベントを紹介するときは、
主催する団体の方にも出演していただくので、裏話も
きけますよ。パーソナリティの宅野さんとの楽しい掛
け合いもききどころです。
さあ木曜日昼は、83.7MHZ にチューンイン！

4 月から当センターに新しいスタッフ
が 3 名入りました。みなさまの活動の
お手伝いができるように頑張ります。
どうぞよろしくお願い致します。

とつか区民活動センター

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 9 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

【日時・集合場所・コース】
5 月 11 日（土）9:30 地下鉄踊場駅 （予備日 5/18）
踊場駅から二つの遊歩道を歩き、大池公園を満喫する
6 月 8 日（土）9:30 JR 北鎌倉駅 （予備日 6/15）
源氏山から鎌倉中央公園へ切り通しと尾根道を楽しむ
※雨天中止の場合は、予備日に実施します。
※おおむね 15 時にお帰りの駅で解散予定です。
【参加費】300 円（レクリエーション保険料）
【持ち物】昼食、飲み物、雨具
【主催】戸塚ウォーキング倶楽部
【問合せ先】Tel 090-7219-1821（9：00～15：00）

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

