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第５７号
★ゆめのたね★・・・みんなが自由に思い描く「しあわせのたね」

～新年のはじめに～

とつか区民活動センター センター長 田辺由美子

あけましておめでとうございます。
とつか区民活動センターが東戸塚駅前（西口）にオープンして、5 年目となりました。
昨年 3 月からは新しくなった戸塚区総合庁舎 3 階奥の情報コーナーの運営もはじまり、
たくさんの方々との出会いの機会が増えました。みなさまに支えられて、センターが運
営されていることを想い、心より感謝いたします。
「時間ができたので何か始めたい」「引っ越したばかりで地域のことがわからない」という方、東戸
塚で、戸塚で、お待ちしております。またすでに活動を始めている方、活動の活性化に向けてお手伝い
いたします。地域で「共に生きる」ことを目指し、今年も相談・コーディネートや企画事業を実施して
いきたいと考えています。センターはつねに「出入り自由」です。みなさまとの出会いを楽しみにして
います！

センター事業のご案内

やりたいことみつかる!!

ボランティア活動きっかけ講座

下記申込み不要、参加費無料。とつか区民活動センタ
ーで開催します。

これから地域で活動を始めたい方
のための講座です。

第 15 回区民が語らう広場 昭和と演歌を熱く語ろう!
【日時】1
【日時】 月 24 日（金）17:00～18:00

【日時】2
【日時】 月 12 日（水）
10:00～12:00
【場所】フレンズ戸塚
【場所】
【参加費】無料
【定員】20
人
【参加費】
【定員】
【申込】来館、電話、E メール、FAX
でお申し込みください。

愛・あむ・クラブ
アクリルたわしを編みながら、おしゃべりで交流。
【日時】毎週木曜
10:00～12:00
【日時】

うちの茶の間 脳活き活きトレーニング！
「こころ」と「あたま」の柔軟体操！
【日時】毎週木曜
13:30～15:30
【日時】

大
パソコンワンポイントアドバイス
利 用 者 交 流 会
使いやすいセンターにするため
の意見交換に加え、お互いの活動を
知り合う場です。賀詞交換をかねて
交流しましょう。
【日時】1
【日時】 月 24 日（金）
10:00～12:00
【場所】戸塚区総合庁舎３階
多目的スペース（大）
【テーマ】今年の活動を語ろう
【テーマ】

【日時】毎週金曜
【日時】

13:30～16:00

利用者交流会では、センター運営への意見交換の他に、
毎回テーマを決めて話し合っています。
前回は「力を合わせて地域で子育て」をテーマにしたと
ころ、参加者から「“子育て”というと乳幼児や親子とい
うイメージがあったが、ここでは中学生や高校生までを対
象とし、参加者も幅広く、普段知り合えない人たちと交流
ができてよかった」というご意見をいただきました。
多くの人がつながる、何かつかめる交流会を、今後も開
催していきます。
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センター事業のご報告

『第 4 回とつかお結び広場』を開催しました
12 月１日（日）『第４回とつかお結び広場』が行われました。
『とつかお結び広場』は、人と人、地域と人を結ぶイベントです。戸塚を中心に、さまざまな分野で
市民活動、生涯学習活動、ボランティア活動をしている方々がパネル展示や活動体験、パフォーマン
スなどで自分たちの活動を紹介して、仲間づくりをしたり、活動を広めたりするための場です。同時
に、何かやりたいことを探している方々が、その何かと出会うことのできる場でもあります。
今回のキャッチフレーズは《新たな場・新たな出会い・新たなつながり》。
前回まで会場の戸塚小学校から、戸塚駅徒歩 2 分の戸塚区総合庁舎に会場を移し、「新たな場」で
の開催となりました。活動団体・個人・地域施設からの出展は 129 になり、あちらこちらでにぎや
かな交流の輪が広がりました。延べ 3350 人に上った来場者の皆さまには、いきいきと活動する人
の素晴らしさ、戸塚の街の底力を感じていただけたことでしょう。当センターには早速「新たな出会
い」により「新たなつながり」が生まれた、とのうれしいご報告も届いております。
当日はたくさんのボランティアさんにご協力をいただきました。
来場者の皆さま、そして関係者の皆さま、心よりお礼を申し上げます。

***来場者、出展者の声をアンケートからご紹介します***

交流
・他の団体と交流できた。
・様々な世代の方とお話し出来て良かった。
・広い年代の人が楽しめる場になると良い。
・体験コーナーが充実していて、親子で楽しめた。

・色々なつながりが出来た。
・出展者の詳しい紹介資料があると良かった。

広報
・早い時期から大々的に広報してほしかった。
・学生ボランティアの声掛けに好感がもてた。
・駅からの案内がわかりにくかった。

会場
・駅にも近くて、たくさんの人に来ていただけた。
・交流するスペースがあると良かった。
・会場が明るく、きれい。暖かくて良かった。
・次回も同じ場所でやりたい。
・もっと広い場所でやりたい。
・コンパクトにまとまっていて、にぎやかな
雰囲気だった。

オープニングとクロージングは会場全体で
盛り上がりたかった。

楽しかった♪

情報
スタンプラリー
・出展場所がスタンプラリーの押印場所に
なったため、沢山の人が来てくれて、
お話し出来て良かった。
・スタンプラリーで会場全体を回ったこと
で、色々な情報に気付くことができた。

・地域の色々な活動を知る事が出来た。
・戸塚を知る事が出来た。
・様々なボランティアを知り、どのような
活動があるか知る事が出来た。
・色々な団体が頑張っている。
・新しい発見があった。

それぞれのゆめのたねを探したり、まいたり、育てたり…次回も沢山の可能性のあるイベントになりますように…。
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地域情報
2014 ボランティア・フォーラム・とつか

無縁社会～これからのつながり～

私たちの戸塚が、安心で住みやすい街となるため、私たちの力でできることから始めたい。
そのために、何ができるか考える。
【日時】2
【日時】 月 15 日（土）10:00～15:30（9:30 受付開始）
【場所】フレンズ戸塚
JR 戸塚駅西口徒歩 10 分
【場所】
【内容】第
【内容】第 1 部（10:00～12:00） ※第 1 部は手話通訳があります。
開会式
基調講演『これからのつながりの「かたち」を考える－安心して暮らせるまちをつくるために－』
豊田宗裕氏（横浜国際福祉専門学校顧問・星槎大学共生科学部共生科学科准教授）
第 2 部（13:00～14:30）グループディスカッション
これからのつながりをキーワードに、地域・子育て・障がい・高齢者などの地域課題解決の糸口
を話し合います。
第 3 部（14:30～15:30） 発表と講評
【申込方法】2/7（金）までに、電話または FAX で氏名、あれば所属団体、住所、第 2 部と第 3 部の参加・
不参加、お弁当と飲み物の注文有無（代金 700 円は当日集金）、手話通訳希望の有無、保育希望の方
はお子様の氏名と年齢 を記載して、下記まで。 ※手話通訳と保育の申込締切は 1/31（金）です。
【申込問合せ】2014
ボランティア・フォーラム・とつか実行委員会事務局（戸塚区社会福祉協議会内）
【申込問合せ】
TEL 866-8434
FAX 862-5890
【主催】2014
ボランティア・フォーラム・とつか 実行委員会
【主催】
【共催】社会福祉法人横浜市戸塚区社会福祉協議会
【協力】戸塚区役所、とつか区民活動センター
【共催】
【協力】

登録団体の紹介
～柏尾川流域物語⑦～

サ ー ク ル

E T M
『柏尾川流域とは？（２）』
柏尾川流域とは？（２）』

ETM は English Through the Movies の略称で、
『映画を楽しみながら英会話を学習する』生涯学習市
民団体です。今年で 27 年目を迎えます。
「聞こえなければ、話せない、（決まり文句を）知
らなければ、聞こえない！」を基本理念に、映画を通
して生きた英語の習得に取り組んできました。映画の
台詞を聴き取り、学ぶことで、「ネイティブ発想の英
語」を話すことが可能になる学習法です。神奈川県を
中心に東京、千葉、埼玉でも活動中で、幅広い年代の
皆さんが共に、楽しく学んでいます。
－戸塚区内のクラスは以下の２ヶ所です－
・男女共同参画センター(戸塚) 土曜日 10:00～11:20
・パークヒルズ集会室（東戸塚）水曜日 9:30～10:50
（会費：1,050 円/回、消費税含、12 回分前納、
入会金無）
いつでも無料体験（要予約 1 回のみ）と入会可能で
す。ご一緒に映画を楽しみ、英会話を学びませんか？
ホームページ：http://homepage3.nifty.com/ETM/
ＴＥＬ：03-5689-0189
メール：etm@mba.nifty.ne.jp

川の源・源流は湧き水が最初の一滴
で、河口迄流れていきますが、川に降っ
た雨、川の流域に降った雨も河口迄流れ
ていきます。流域とは「降った雨が川に
流れこむ範囲」のことです。柏尾川の場
合、戸塚・泉・瀬谷・南・港南区の一部、
栄区全域、藤沢・鎌倉の一部となります。
たとえば、戸塚区品濃町・吉田町・舞
岡町に住んでいる方の家に降った雨は
柏尾川に流れ込みます。私達の各家庭の
台所で洗い物をして出た汚水も、下水処
理され川に流されます。湧き水、雨水、
下水道で処理した処理水が川の水、海水
となり、その水を利用し、又生きるすみ
かとしているのが私達人間を含めたい
きものなのです。
柏尾川プロムナードを歩くとき、流域
という視点で眺めてみませんか。今迄と
違った柏尾川の様々な面を認識される
ことでしょう。（まいおか水と緑の会）
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情 報 掲 示 板
さあ今年は、遊ぼう・学ぼう・教えよう！
まちカフェ in 戸塚「趣味活」

戸塚区障がい者美術館計画
みんなちがっていいんだよ！

美術・音楽・演芸に興味ある方の自由参加型ティー
パーティー！教室情報満載 参加無料
体験・ステージ・歌声喫茶、ゲストショーあり！
【日時】1
【日時】 月 28 日（火）10：00～16：00
【場所】戸塚区総合庁舎３階 多目的スペース（大）
【主催】とつかアートプロジェクト http://totsuka-ap.net/

言葉や文字で自分の気持ちを伝えることが苦手な
仲間たち。彼らの絵を多くの人に観てもらいたくて、
いつか街中に飾ってもらいたくて始めたのが「戸塚
区障がい者美術館計画」です。みなさまのお越しを
お待ちしています。
（作品の募集は終了しております）
【日時】2
【日時】 月 1 日（土）～2 月 16 日（日）
9：00～22：00 ※2/1 は 11：00 から
【場所】ダイエー東戸塚店
4 階飲食専門店街通路
【場所】
【主催】戸塚区地域自立支援協議会
【主催】
【問合せ先】
東戸塚地域活動ホーム ひかり Tel 828-2820
戸塚区役所高齢・障害支援課 Tel 866-8463

自然大好き・戸塚塾
自然大好き・戸塚塾 例会のお知らせ

「戸塚の古代と伝説を訪ねる」
【日時】
【日時】2 月 1 日（土）10：00 集合～14：30 頃解散
【集合場所】バス停「来迎寺」前
※小雨決行
【集合場所】
【コース】来迎寺 →街山八幡→大善寺（淡島さま伝説）
→正福寺（富士山古墳）→松尾神社→東野台古墳→丹
後山神明社（丹後局伝説）→上矢部ケアプラザ（昼食）
→普光寺→西林寺→岡津バス停
【参加費】
【参加費】500 円 【持ち物】昼食、雨具
【持ち物】
【申込方法】初めてご参加の際は、下記へ連絡。
【申込方法】
【主催・問合せ】
主催・問合せ】自然大好き・戸塚塾
問合せ】
Tel 821-3330 島谷 090-1419-3677 根岸

みんなの写真展
～写真を通じて交流を楽しむ展示会～
写真を通じて交流を楽しむ展示会～
【応募資格】 戸塚にかかわりのある方
【応募方法】 写真のサイズは A4、四つ切、四つ切ワ
イドのいずれか。モノクロ写真は可。プリントはふち有り
とし、合成、加工等行ったものは応募不可。額装等は
主催者が行う。受付の時、住所、氏名、電話番号、写
真の題名又はコメント、撮影場所を記入して頂きます。
【参加費】 1 点 500 円（2 点まで）受付時納入
【受付日】 2 月 24 日（月）～26 日（水）13：00～17：00
【受付場所】戸塚区総合庁舎 3 階 多目的スペース（小）
【展示期間】3
【展示期間】 月 19 日（水）～3 月 24 日（月）
10：00～17：00
※19 日は 13：00 から、 24 日は 15：00 まで
【展示場所】さくらプラザギャラリーA、B
【展示場所】
【作品返却】3 月 24 日（月）15：00～17：00（額装のまま）
【主催】フォト夢とつか
【主催】
【問合せ先】Tel
090-4836-8432 相澤（9：00～17：00）
【問合せ先】
E メール spm56px9@dune.ocn.ne.jp
【後援】戸塚区役所、さくらプラザ
【後援】

気軽に描ける鉛筆肖像画
実技中心で、小さい頃などに絵を描くのが好きだった
方に向いています。お孫さんや知人を描きましょう。
【日時】2 月 11、18 日、3 月 4 日（火）13：00～16：00
【場所】とつか区民活動センター 【定員】15 人
【参加費】1 回につき 200 円（材料費）
【持ち物】4Ｂ以上の鉛筆
【申込問合せ先】Tel 864-3327 河田
【主催】肖像画デッサン会

～区民広間コンサートのお知らせ～
ウクレレの調べに乗せて、皆さんと楽しく歌います。
【日時】2
【日時】 月 5 日（水）12:15～12:45
【場所】戸塚区総合庁舎
3 階 区民広間
【場所】
【出演】ウクレレ寺子屋「HAMATOMO」
【出演】

こ

こ

交通のご案内

地域から広がれ！
みんなのワ（和・輪）

とつか区民活動センター
至横浜

〒244-0805

FAX 045-825-6774

動の相談・情報提供や、講座・研修・交流

開 館 時 間 ：火～金曜日

午前 9 時～午後 9 時

会などの実施、会議室など活動拠点として

土･日･祝日

午前 9 時～午後 5 時

http://totsuka-kumin-center.jp

モレラ
東戸塚３Ｆ

オーロラ
モール

TEL 045-825-6773
URL

東口

西口

市民活動・生涯学習活動・ボランティア活

東戸塚駅

JR

横浜市戸塚区川上町 91-1 モレラ東戸塚 3 階
とつか区民活動センターは、さまざまな

至戸塚

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。
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休

館

JR 東戸塚駅西口から徒歩 1 分

日：月曜日（祝日と重なる場合でも休館）
お車の方はモレラ駐車場を
ご利用ください

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

