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下記開催場所は全てとつか区民活動センター。

申込み不要、参加費無料です。 

 

利 用 者 交 流 会 

 

センター運営への意見交換の場であり参加

者同士の交流の場。今回のテーマは「いろいろ

な国の人と助け合って暮らす」です。 

【日時】【日時】【日時】【日時】7 月 26 日（金）10:00～12:00 

 

第 8 回区民が語らう広場 

    昭和と演歌を熱く語ろう! 

 

昭和歌謡の弾き語りと共に、懐かしい時間を ! 

【日時】【日時】【日時】【日時】7 月 26 日（金）17:00～18:00 

【主催】【主催】【主催】【主催】聴

き

楽会

らくかい

【協力】【協力】【協力】【協力】とつか区民活動ｾﾝﾀｰ 

 

ミニコンサートカフェ ♪オカリナ♪ 

 

美しいオカリナの音色に耳を傾けませんか！ 

【日時】【日時】【日時】【日時】7 月 27 日（土）12:15～12:45 

【出演【出演【出演【出演】】】】オカリーナ赤いくつ・東戸塚 

夏休み親子 ECO 教室 2013 

 

親子で体験して、ECO と 

節電を考えよう！申込不要、 

体験は当日先着順です。 

    

【日時】【日時】【日時】【日時】7 月 28 日（日）10:00～15:00 

【場所】【場所】【場所】【場所】とつか区民活動センター 

 

＜体験＞＜体験＞＜体験＞＜体験＞ネームプレート、ウッドクラフ

ト、ケイソウ粘土磁石、、、、手作りおもちゃ、 

マリンアクセサリー    

＜展示＞＜展示＞＜展示＞＜展示＞LED 電球と白熱電球の比較、沖

縄からの贈りもの、各種ソーラーグッズ 

ソーラークッキング（晴天時午後のみ）、

パネル 

地球環境を楽しく学べる、映像上映やス

タンプラリーもあります。 

【主催】【主催】【主催】【主催】とつかアースプロジェクト 

とつか区民活動センター 

【協力】【協力】【協力】【協力】一般財団法人  

熱帯海洋生態研究振興財団 

孫の心が見えるセミナー 

 

お孫さんが自ら考え、行動し、自らを動機づ

ける方法を、カードを使って楽しく学べます。 

 

【日時】【日時】【日時】【日時】7 月 23 日（火）13:30～15:30 

【場所】【場所】【場所】【場所】とつか区民活動センター会議室 

【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】無料    【定員】【定員】【定員】【定員】先着 12 人 

【持ち物】【持ち物】【持ち物】【持ち物】筆記用具       

【対象【対象【対象【対象】】】】お孫さんの年齢が 5～10 歳で、月 1

回以上お孫さんと話す機会のある方  

【申込方法】【申込方法】【申込方法】【申込方法】電話、メール又は来館で、氏名、

電話番号、お孫さんの年齢をご連絡ください。 

【主催】【主催】【主催】【主催】チーム・想いをカタチに 

【協力】協力】協力】協力】とつか区民活動センター 

パパ力♡ママ力 UP で地域をＨＡＰＰＹに！ 

シリーズ講座 第 2 回 

 

バルーンアートに 

家族で挑戦しよう～！ 

 

親子でバルーン作りに挑戦してみませ

んか？覚えてイベントで飾りましょう。 

 

【日時】【日時】【日時】【日時】8 月 20 日（火）10:00～12:00 

【場所】【場所】【場所】【場所】とつか区民活動センター会議室 

【対象】【対象】【対象】【対象】5～12 歳の子どもと保護者 

【定員】【定員】【定員】【定員】15 組 (多数時抽選) 

【参加費】参加費】参加費】参加費】無料 

【申込】【申込】【申込】【申込】来館、電話、E メール、FAX で

当センターまで。７月３１日必着。 
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今年度は今年度は今年度は今年度は会場会場会場会場が大きく変わりまが大きく変わりまが大きく変わりまが大きく変わりますすすす！！！！    

 

戸塚駅西口直結の戸塚区総合庁舎 3

階区民広間を中心に、多目的スペース、

さくらプラザ・ギャラリー、リハーサル

室など、新たな環境で開催できることに

なりました！ 

 

 

「とつかお結び広場」とは… 

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、生涯学習を行ってい

る方々の活動発表と交流の場です。 

今年度は 12 月 1 日(日)10:00～15:30

に開催します！ 

 

センター事業のご報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ゆめたねガイド」を活用して 

 

障がいのある方のための就労支援施

設「スマイルワークス」の方が、通所者

の余暇事業の為のボランティアを紹介

して欲しいと来所されました。当センタ

ー登録者の冊子「ゆめたねガイド」をお

見せして、いろいろな団体を検討いただ

いた結果、最終的に折り紙ボランティア

をご紹介しました。 

ボランティア当日、通所者のみなさん

には楽しく折り紙を折っていただくこ

とができて、ボランティアの方々もとて

も楽しい時間を過ごせたそうです。 

うれしいことに、この活動は、今後も

継続して行われることになりました。 

情報コーナーでの相談 

 

戸塚区総合庁舎３階の情報コー

ナーに「手話を覚えたい」と 20 代の

方がみえました。独学で手話の勉強を

しているが、正式に学びたいとの事で

した。いくつかの候補の中から、ご希

望に合った、社会福祉協議会の『手話

サークル輪の会』をご紹介したとこ

ろ、６月に見学・入会したいと喜んで

いただきました。 

同情報コーナーでは、東戸塚のセン

ター同様に、ご希望にあう活動団体や

講座、イベント等を紹介しています。

どうぞお気軽にご相談ください。 

 

～利用者交流会から～ 

 

利用者交流会は、当センター利用者の皆さん

からご意見を頂く場ですが、参加された方々が

お互いの思いや活動を語り合うことで、交流が

深まる場にもなっています。 

5 月 19 日（日）には「地域でつながるボラ

ンティア」というテーマで開催し、約 30 名の

方に参加いただきました。最初に自己紹介で、

皆様の関心をうかがったところ①日本語や英

語教育②音楽や手品などお楽しみ③新たにグ

ループを作って活動したい、という声が多くあ

がりました。そこで、その 3 グループに分か

れて交流会を進めたところ、大変活発な会とな

りました。ここで知り合った仲間で、新しいグ

ループができて活動が始まることを、期待して

います。 
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地域情報 2013 年度 明治学院大学「戸塚まつり」 

 

（明治学院大学実施の 1 日ボランティア体験プログラム「1Day for others」リーダー学生からの報告です。） 

 

 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、今年

は 5 月 25 日（土）26 日（日）に開催されました。「開かれた大学祭」を

理念とした戸塚まつりは環境・福祉・国際という３つの柱を掲げ、学生だけ

でなく教職員や地域の方々と共につくりあげるアットホームなお祭りです。 

今年もたくさんの学生や地域の方々が展示やフリーマーケット、模擬店な

ど個性豊かな企画を行い、可愛らしい装飾物で彩られた明治学院大学の校舎

は温かい雰囲気に包まれていました。家族連れの方も多く、子どもたちもたくさん来場して、各企画をま

わるスタンプラリーやクイズラリーを通して大学探検を楽しんでいました。フリーマーケットでは、手作

りのアクセサリーや手芸品、ベトナム、カンボジア等外国の民芸品など、学生や大人が混じって販売をす

る様子が見られ、とても賑わっていました。 

出店していた方にお話を伺うと、学生さんからは「売り買いをしながら地域の方との会話があり、自分

たちの活動を応援してくださる方もいらっしゃって勇気づけられました。」との声があり、地域の方から

は「学生さんも買いに来てくれて嬉しいです。このお祭りはなごやかな雰囲気ですね。」との声がお聞き

でき、戸塚まつりの地域性が感じられました。 

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、ご来場者の皆さまは見つけることができ

たのではないでしょうか。人とのつながりを大切にしたこのお祭りは、来

年も開催されます。戸塚で育てられ、16 年続く戸塚まつりをきっかけに、

ぜひ大学に足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 

 

登録団体の紹介  

 

                        マネーライフクラブ戸塚マネーライフクラブ戸塚マネーライフクラブ戸塚マネーライフクラブ戸塚    

 

当会は、平成 21 年に戸塚区に在住するファイナン

シャル・プランナー（ＣＦＰ®）3 人でスタートさせ

ました。消費者の、より豊かな消費者生活および、生

活の質向上に貢献することを目的としています。 

これまで、日本中を元気にする講演活動をされてい

る、中村文昭氏の講演会を３回主催（合計来場者は、

600 名以上）しました。『１０７＋１～天国はつくる

もの～』というドキュメンタリー映画の上映会、その

他、横浜の注文家具メーカー「秋山木工」の職人さん

のドキュメンタリー映画『わたし家具職人になりま

す』の上映会を開き、皆様からの募金を「あしなが募

金」に送らせていただきました。先日 6 月 25 日には、

晩期ガンで余命 13 カ月の宣告を受けて、食事療法と、

抗がん剤の併用で、回復されている方の体験談を聞い

ていただくセミナーを開催しました。 

また、ファイナンシャル・プランナーが得意とする、

金融商品に関するセミナーとして、老人福祉センター

横浜市戸塚柏桜荘では、毎月講師を務めさせていただ

いておりますが、依頼があれば講師派遣も可能です。

とつか区民活動センターをはじめ、これからも地元に

密着した活動をしていきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

連絡先 090-9248-7371（岡 健聡） 

Mail：okap@f5.dion.ne.jp 

～柏尾川流域物語①～ 

『『『『昭和初期のお花見風景』』』』    

    

 まだ鎌倉郡戸塚町だった昭和 13 年、

柏尾川周辺は水田が続き桜は堤の両側

でトンネルを形作っていました。戸塚桜

セーバー阪間会長のお話です。 

 「今から 70 年前、この辺では桜が咲

いたからといって、特別にお花見をする

などと考えたこともありませんでした。

生活している地域が、桜花の中にあった

からです。当時、5 歳の私が桜堤を祖母

と歩いていると、片言の日本語を話す女

性からお菓子をいただいたことがあり

ます（白人の方であったと記憶していま

す）。祖母が、あの人は『異人さん』だ

よと教えてくれました。 

 今思えば、東京近郊の桜の名所として

柏尾川の桜が知られていて、この『異人

さん』も戸塚まで足を運んで下さったわ

けです。 

 外国の方にも親しまれてきた柏尾川

の桜、永遠に・・・、次世代にも引き継

いでいきたいと念願しています。」 

（戸塚桜セーバー） 
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情情情情    報報報報    掲掲掲掲    示示示示    板板板板    

夏休み夏休み夏休み夏休み    親子で藍染を体験しよう！親子で藍染を体験しよう！親子で藍染を体験しよう！親子で藍染を体験しよう！    戸塚ゴスペルコンサート戸塚ゴスペルコンサート戸塚ゴスペルコンサート戸塚ゴスペルコンサート 2013201320132013 参加者募集！参加者募集！参加者募集！参加者募集！    

「「「「CONBRIO & CONBRIO & CONBRIO & CONBRIO & 市民クワイア」市民クワイア」市民クワイア」市民クワイア」    

プロのゴスペルグループの指導を受けてステージ

で一緒に歌おう！ゴスペルの定番「アメイジンググ

レイス」からノリの良い現代ゴスペルまで、多彩な

プログラムを予定しています。（平成 25 年度とつか

夢結び応援事業） 

 

【開催日程】【開催日程】【開催日程】【開催日程】11 月 30 日(土) 

【場所【場所【場所【場所】】】】戸塚公会堂 

【練習日時】【練習日時】【練習日時】【練習日時】9 月 28 日、10 月 19 日、11 月 2 日、 

11 月 16 日（土）13：00～（2 時間程度） 

【練習場所【練習場所【練習場所【練習場所】】】】戸塚地区センターほか 

【定員】【定員】【定員】【定員】横浜市民で戸塚区に在住・在学・在勤の高

校生以上の人 90 人（多数時抽選） 

※未経験・初参加の人歓迎、幅広い年代層の参加

歓迎 

【費用【費用【費用【費用】】】】6500 円（練習全 4 回分＋教材費＋当日参

加費） 

【申込【申込【申込【申込方法方法方法方法】】】】7 月 31 日（必着）までに、住所、氏名

（フリガナ）、電話番号、性別、年齢を記入の上、 

Ｅメール（gospel_totsuka@yahoo.co.jp）  または  

往復ハガキで戸塚ゴスペルコンサート実行委員会

（〒244-0805 川上町 91-1 モレラ東戸塚 3 階  

とつか区民活動センター内メールボックス No.７）に

申込み 

【問合せ【問合せ【問合せ【問合せ先先先先】】】】戸塚ゴスペルコンサート実行委員会 

（Ｅメールまたは Tel 090-6004-2833） 

「藍染」には昔から防虫効果・殺菌効果・保温効果・

放熱効果などがあるとされてきました。日本の伝統文

化の「藍染」の技法を学び、オリジナルの作品をつく

りましょう。 

 

【日時】【日時】【日時】【日時】7 月 27 日（土） 

午前の部 10：00～13：00   

午後の部 14：00～17：00 

【場所】【場所】【場所】【場所】東戸塚グリーンタウン自治会館 

【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】    

親子体験費 3500 円（子供ハンカチ１枚込み） 

子供のみの体験費 1000 円（ハンカチ１枚込み） 

※大人の素材費は別途 100 円～4800 円。コースタ

ー・ランチョンマット・ショール・パラソル・手提げバッ

ク・Ｔシャツ・などの素材からお選びいただけます。 

【主催】【主催】【主催】【主催】アトリエ ラモ・デ・フローレス（福田多佳絵） 

【申込・問合せ先】【申込・問合せ先】【申込・問合せ先】【申込・問合せ先】 takatakaroom@gmail.com 

Tel 090-6377-4645（福田）

http://ameblo.jp/ramo-de-flores/entry-115469

22658.html 

締切：7/23（火） 

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とつか区民活動センターとつか区民活動センター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 9 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 

歴史講座のご案内歴史講座のご案内歴史講座のご案内歴史講座のご案内    

大河ドラマ「八重の桜とその時代」をテーマにした講

座を開催します。申し込み不要。当日直接お越しくだ

さい。 

【日時】【日時】【日時】【日時】8 月 11 日（日）10：00～12：00 

【場所】【場所】【場所】【場所】戸塚地区センター 

【講【講【講【講師】師】師】師】有馬純律（戸塚歴史の会 会長） 

【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】500 円 

【主催】【主催】【主催】【主催】戸塚歴史の会 

【問合せ先】【問合せ先】【問合せ先】【問合せ先】Ｔｅｌ 895-0357 櫻井 

戸塚ゴスペルコンサート 2012 の様子 


