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下記、会場はとつか区民活動センター、申し

込み不要、参加費無料です。 
 

利 用 者 交 流 会 
使いやすいセンターになるための意見交換

や、お互いの活動を知り合う場です。 

【日時】9 月 17 日（火）13:30～15:30 

【テーマ】住みよい環境と緑を考える 
 

第 11回区民が語らう広場 

昭和と演歌を熱く語ろう！ 
【日時】9 月 27 日（金）17:00～18:00 

とつカレッジ～戸塚のいいとこ学び隊～ 
 

戸塚の歴史と自然を学んで、自分の住む町
への愛着を深めよう。（講座内容詳細はチラシ参

照。当センター、区役所、各地区センターなどで配布） 

【日時】10 月 9 日～11 月 27 日の毎週水

曜日全８回。時間は 10:00～12:15 

【場所】戸塚区総合庁舎８階大会議室 他 

【定員】戸塚区在住、在学、在勤の 30 人（多

数時抽選） 【参加費】無料 

【保育】２歳以上の未就学児 10 人まで 

【申込】9/25 必着。はがきか FAX に、講

座名、住所、氏名（ふりがな）、電話、FAX、

保育希望の場合は子どもの名前（ふりがな）、

性別、生年月、アレルギーの有無を記入し、  

戸塚区役所 地域振興課 地域活動係へ。 

〒244-0003 戸塚区戸塚町 16-17 

Tel：866-8416 Fax：864-1933 

【主催】戸塚区役所・とつか区民活動センター 

 

  

「戸塚体験ツアー」語り継ぐ戸塚の魅力 
～よみがえる“明治・大正・昭和”のロマン～ 

 
歴史ボランティアのガイドとともに、歩いて

懐かしの戸塚を巡ります。 
 

【日時】①10 月 27 日（日）②11 月 17 日（日） 

時間は共に 9:30～12:00（受付 9:00～） 

【集合】戸塚区総合庁舎 3 階情報コーナー前 

【定員】①②各 30 人 【参加費】無料 

【申込】9/17 から電話・FAX・E メールまたは

来館で受付(先着順) 

あなたにもわかるソーシャルメディア講座 
活動団体の情報発信の視点で、Facebook

など今時の情報発信を学びます。 

【日時】10 月 12 日（土）13:00～15:30 

【場所】とつか区民活動センター 

【定員】20 人  【参加費】無料 

【申込】9/17 から電話・FAX・E メールまた

は来館で受付。 

プレイベント!! 

★★『ゆめたねガイド』サークル情報掲載のお願い★★ 
 

12 月に活動情報誌『ゆめたねガイド Ver.3』を発行致します。『ゆめたねガイド』は戸塚を中心とし

た地域で行われている市民活動や、生涯学習活動、サークル活動の情報を掲載し、これから何か始めた

い方へのヒントになることを目指しています。みなさまのサークルを是非掲載してみませんか？ 

申込方法は、当センターホームページより申込書をダウンロードしてご記入のうえ、来所、郵送、FAX、

メールでお送りください。締切は 10 月 15 日（火）です。お申込みをお待ちしています。 
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センター事業のご報告 
 
ボランティア活動きっかけ講座 

 
「ボランティア活動きっかけ講座」は昨年度から当センター

と戸塚区社会福祉協議会の主催で行っています。講座では、既

にボランティア活動をしている人から活動を始めたきっかけや

活動内容についてのお話しを中心に、ボランティアの心がまえ

についての説明、両施設のスタッフを交えての参加者同士の交

流会という内容になっています。身近な地域で活動している人

のお話は、ボランティア活動へ一歩踏み出す力となっているよ

うで、その後出席者のほとんどの方が活動を

始めています。「地域で役に立ちたい」「時間

があるので何かお手伝いしたい」と思ってい

る皆さん、ぜひ講座にご参加ください。 

次回は 10 月 24 日（木）10:00～12:00 

会場はフレンズ戸塚です。 

 
 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こまちカフェにボランティア紹介  
本紙地域情報（右ページ）でご紹介

のこまちカフェより、子どもの見守り

ボランティアの依頼がありました。当

センターにはセンターボランティアと

して「こんなボランティアがしたい」

と登録している方が現在約 300 名。そ

の中から子ども関係をご希望で、こま

ちカフェのお近くに住む方に連絡し、

興味を持った方 3 名をご紹介すること

ができました。 

ケーブルテレビの番組に出演 
 

JCN よこはまから、地域で活動す

るグループを取材したいとのお話が

あり、登録団体のちぎり絵ポピーの

会をご紹介しました。当センターで

活動の様子が取材され、番組は７月

に放送されました。メンバーは高齢

の方も多いのですが、いつも元気に

楽しんでいる様子が伝わっていると

いいですね！ 

7月の利用者交流会から 
 
利用者交流会はセンター運営

について意見交換をする「利用

者会議」としてスタートしまし

たが、その後多くの団体が集ま

るこの機会を生かし、会議に交

流の要素を加えたり、毎回テー

マを設定するなど工夫を重ねて

います。7 月は「いろいろな国

の人と助け合って暮らす」をテ

ーマに、国際協力のボランティ

ア関係者や興味のある方たちで

交流を行いました。 

専門学校の文化祭で地域活性化を！ 
 
当センターの隣に位置する、湘南医療福祉専

門学校の文化祭（鳳翔祭）が今年も行われます。
昨年度と同じように、地域で活動している団体
や個人の方々が参加予定です。ステージでは、
太鼓、手話ダンス、フラダンス、マジック、ヨ
ーデル、腹話術を披露します。また地域交流ブ
ースにも出店します。 
学校は、東戸塚の活性化につながるように、

盛り上げていきたいと意気込んでいらっしゃ
います。ぜひお立ち寄りください。 
日時：9 月 21（土）22 日（日） 
   10:00～16:00 
場所：湘南医療福祉専門学校（東戸塚駅西口） 

 

～広間コンサートのお知らせ～ 
 

三渓園でも奏でている琴の音を楽しめます。 
 
【日時】10 月 9 日（水）12:15～12:45 

【場所】戸塚区総合庁舎 3 階 区民広間 

【出演】香音（カノン） 

【プログラム】（予定）  

崖の上のポニョ、アンダルシアの風、 

郷想曲パート 3、コスモス 
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地域情報  こまちカフェ 
 
今年４月に戸塚駅徒歩５分のところにリニューアルオープンした「こまちカフェ」をご紹介いたします。 

「こまちカフェ」は子育て中のお母さんたちが孤立しないよう情報の発信と居場所づくりをしている

NPO 法人こまちぷらすが運営しています。つながりができにくくなっている地域環境のなか、お母さん

たちが子育ての悩みを一人で抱え込まないように、「誰かとお話ができる」「ゆっくり食事ができる」「情

報を収集できる」、そんな場所を目指して…子育て真っ最中のお母さんたちが、家庭を大事にしながら自

分達で居場所をつくろうと立ち上げたカフェです。 

ランチタイムにはお野菜たっぷりのこだわりのランチメニューが用意され、忙しいお母さんたちがゆっ

たりと食事ができるよう、地域のボランティアの方々が一緒になって子ども達を見守ってくれます。 

 また、ランチタイム以外の時間帯にはイベントやワークショップ、おしゃべり会等を開催しています。

「子育てを大切にしたい」でも「社会と関わりを持ちたい」、そんなお母さんたちの想いをもとに様々な

試みを行っています。ホームページ(http://comachiplus.org/cafe)やフェイスブックでも最新情報をお

知らせしています。ぜひお気軽に足をお運びください！ 
                             
現在、様々な年代のお母さんたちがこの活動を支えて

くれていますが、人手はいくらあっても足りず、特にお

客様のお子様を一緒に見守ってくださるボランティアの

方々を常に募集しています。「お母さん達の子育てを応

援したい」「赤ちゃんを抱っこしていると元気をもら

う！」そんな気持ちをお持ちの方は、是非ご協力お願い

します。 

住  所 戸塚区矢部町８４－１ 

営業時間 10:00～16:00(月～金)土日祝休み 

 

 

登録団体の紹介  

 

      東 戸 塚 歴 史 の会 
 
皆さん、ここ「東戸塚」付近は日本の歴史を語

るうえで、一番華やかな舞台を提供してくれる貴

重な地域なんですよ。 

江戸、東海道、鎌倉、箱根、横浜開港、明治維

新などなど。私達の「東戸塚歴史の会」はこの恵

まれた地域に生活する市井の“歴史好き”が、月

に一度、時には大学の歴史科を超える博識で鎌倉

幕府を語り、時には専門家ガイドの解説で紅葉の

寺社を巡ったりしています。 

これらに加えて、最近は教科書に出てこない地

域の隠れた史跡の探訪や、会員各位がもつ歴史に

まつわる秘めたる逸話を披露したり、先日は山下

公園に係留されている氷川丸の戦前、戦中、戦後

に亘る 80 年の数奇な運命について、船長さんの

お話を聞いてきました。私達の周りには、少し目

を凝らすとまだまだ隠れた歴史が埋まっていま

す。それらを見つけることと共に、将来「歴史」

になるであろうことを先取りすることも、私達の

会の目標の一つです。 

皆さん一緒に地元の歴史を楽しみませんか。 
 
東戸塚歴史の会 世話人 山本 卓 

連絡先：090-3504-4426 

メール：wistaku@emobile.ne.jp 

～柏尾川流域物語③～ 
 

『引っ越してきた「おかめ桜」』 
 

戸塚区新庁舎の窓から眺めた柏尾川は、我

が町自慢の風景です。その堤を彩る桜並木は

1952 年（昭和 27 年）に植樹されたソメ

イヨシノが中心ですが、他にも八重桜やオオ

シマ桜なども見つけることができます。 

そんな柏尾川の桜に、2010 年（平成 22

年）新たに１本の木が仲間入りしました。 

国道１号線と長後街道が交差するバスセ

ンターそばに、毎年小さなピンクの花びらの

「おかめ桜」が咲いていたのを覚えているで

しょうか。戸塚駅西口再開発に伴い、移植か

伐採かで検討されていましたが、区民の「柏

尾川に移植して欲しい」という声に行政各機

関が応え、同年 1 月 25 日、4 時間以上を

かけて移植作業が行なわれました。 

2009 年度は区政 70 周年記念の年、桜橋

そばに無事移植された「おかめ桜」は、次世

代を見守る記念樹となることと思います。          

（戸塚桜セーバー） 
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情 報 掲 示 板 

東戸塚生まれの 男声コーラス発表会 

小学生のためのさくら楽校 

 
きれいな花にはヒミツがあった!?春に咲く準備は、

もう始まっているんです。桜を知りたい、元気にし

たい、小学生大募集!! みんなで柏尾川の桜を応

援しよう。 

【日時と内容】 

①10 月 13日（日）10:00～12:00  

入楽式、昔話、桜のお話、クイズ 

②10 月 27日（日）10:00～12:30 

樹木医さんと竹筒埋め込み作業 

③11 月 10日（日）10:00～12:30 

樹木医さんと花壇づくり 

④11 月 24日（日）10:00～12:00 

みんなのアイデアで看板作り、卒業式 
 

【場所】①③④戸塚地区センター2 階 A 会議室 

②フレンズ戸塚 3階多目的研修室 

【募集人数】小学生 20 人（3 年生以下は保護者同

伴） ※応募多数の場合は抽選 

【参加費】500円（4回分 保険料・資料代） 

【申込方法】9/25（水）までに、講座名、お名前（ふり

がな）、学校名、学年、住所、電話番号、ＦＡＸ番号

を記入し、ＦＡＸか往復ハガキで下記へ申し込み。 

〒244‐0003 戸塚区戸塚町 16-17 戸塚区役所

地域振興課地域活動係  ＦＡＸ 864-1933 

【問合せ先】戸塚桜セーバー事務局  駒井  

Ｔｅl 825-0708  

E メール t-sakurasaver＠komainoboru.com 

【主催】戸塚桜セーバー  【共催】戸塚区役所 

【日時】9月 21日（土）14:00 開演（13:30 開場） 

【場所】神奈川県立音楽堂  【入場料】1000 円 

【主催】横浜メールクワイア 

http://yokohama-male-chor.com/ 

【後援】神奈川県合唱連盟、朝日新聞横浜総局 

【問合せ先】Tel 823-9053 うるし埼（品濃町在住） 

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

動の相談・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 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 

とつか歴史探訪ウォーキング 

【日時と場所】 

①②とも 8:30～9:00 集合順に出発、正午頃終了。 

①第 1 回 10 月 20日（日） 雨天時 10/27 順延  

俣野の自然と歴史にひたる～鎌倉武士のいぶき

に触れ、俣野別邸を散策する～ 

（集合場所：戸塚駅東口 ペディストリアンデッキ） 

②第 2 回 11 月 5 日（火） 雨天時 11/12 順延 

東戸塚駅から前田・秋葉・上矢部そして名瀬へ 

～寺社・道祖神や古墳を巡り、緑静かな名瀬の里

を目指す～  （集合場所：東戸塚駅西口） 
 
【定員】抽選で①②各 50 人 

【参加費】各 300円  未就学児は無料 

【申込方法】参加者全員の氏名、代表者の氏名と

連絡先（電話番号またはＦＡＸ番号）、「とつか歴史

探訪第 1 回または第 2 回」を記入し、ＦＡＸかハガキ

で下記宛て申し込み。締切：①10/5②10/25 必着 

落選者には①10/8 頃、②10/31 頃までに連絡。 

〒244‐0003 戸塚区戸塚町 16-17 戸塚区役所地

域振興課地域活動係  ＦＡＸ 864-1933 

【主催・問合せ先】戸塚見知楽会  

Tel 080-5545-4163（9：00～17：00） 

E メール totsuka15michi22@yahoo.co.jp 

【後援】戸塚区役所 

講演会「エネルギーの現状と節電」 

主婦目線で出来る節電対策、エネルギー問題の

お話です。 
 
【日時】9月 26日（木）10：00～11：45 

【場所】東戸塚地区センター 工芸室 

【講師】NPO法人ソフトエネルギープロジェクト 

    理事 佐藤一子氏 

【参加費】無料 

【主催・問合せ】美織会 Tel 090-8444-4644 高野 

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

