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第５９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

お子さんが新学期の目標を実行できるよう応援！

利 用 者 交 流 会
親子参加講座「お子さんの心と話そう」
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。申込不要です。
【日時】3
【日時】 月 15 日（土）13:30～15:30
【場所】とつか区民活動センター
【場所】
【テーマ】新たなつながりを育む
【テーマ】

やりたいことみつける！！

ボランティアの い・ろ・は
何かはじめたい、ボランティアに関心があ
るという方のための講座です。
【日時】4
【日時】 月 10 日（木）10:00～11:30
【場所】とつか区民活動センター
【場所】
【参加費】無料
【定員】先着
20 人
【参加費】
【定員】
【申込】来館、電話、FAX、E
メールにて
【申込】
申込み受付中です。

お子さんの心の内が理解できます。お子さん
が自ら考え、行動し、自らを動機づける方法を、
心理学に基づくカードを使ってやさしく楽しく
親子体験できます。
【日時】3
【日時】 月 21 日（金・祝）10:00～12:00
【場所】とつか区民活動センター会議室
【場所】
【対象】おおよそ６～９歳の児童と父母又は祖父母
【参加費】無料
【持ち物】筆記用具
【参加費】
【持ち物】
【定員】
10 組
【定員】先着
員】
（お子さん１人につき大人１～２人）
【申込方法】電話、メール又は来館にて
【申込方法】
【主催】チーム・想いをカタチに
【主催】
【協力】とつか区民活動センター
【協力】

第 17 回区民が語らう広場

昭和と演歌を熱く語ろう！
「第 5 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提供
し、交流や連携を図るイベント「とつかお
結び広場」を当センターとともに企画・運
営する運営委員を募集します。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！

集え！昭和と演歌に恋する男女!
申込み不要、参加費無料です。
【日時】３月 28 日（金）17:00～18:00
【場所】とつか区民活動センター
【主催】聴楽会(きらくかい)
【協力】とつか区民活動センター

♪ミニコンサートカフェ♪
【日時】4 月 18 日（金）14:00～16:00
【申込】4 月 17 日までに FAX、メール、
ハガキ（氏名、住所、電話番号と応募動機
を記入）で、当センターまでお申込みくだ
さい。宛先は右上参照。

ギター演奏会
クラシックギタークラブの
みなさんによる演奏をお楽しみ下さい。お気
軽にお越しください。
【日時】3
【日時】 月 29 日（土）12:15～12:45
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センター事業のご報告
～お結び広場出展者交流会～
1 月 19 日(日)に当センター会議室にて、ポストイベント～これからもよろしく交流会～を開催しま
した。当日は出展者 26 団体 35 名と運営委員５名が参加しました。最初に、自己紹介として簡単な名
刺交換会をした後、みなさんに車座になっていただき、いくつかの団体から活動状況についてお聞きし
ました。会員の高齢化の問題や、会員募集の悩みなど共通する課題がある一方、しっかりとした役割分
担をすることで、活動を長く継続させている団体の話もあり、活発な意見交換となりました。次に、今
回のとつかお結び広場当日の模様について、スライドショーを見ながら再確認した後、参加者の方たち
から一言ずつご意見をいただきました。
「案内がわかりにくかった」
「着替える場所に問題があった」と
いうご意見もありましたが、
「地域の活動がみられた」
「新しい会場が良かった」「人とつながれる場所とし
て良かった」という嬉しい意見もたくさんいただきま
した。運営委員の方からは「皆さんの協力でなんとか
できた」
「今後の参考にしたい」との意見も出ました。
マジシャンの梅里さんのテーブルマジックの披露も
あり、とても和やかで実りの多い交流会となりました。

～利用者大交流会～
「一年の計は元旦にあり ～今年の活動を語ろう～」をテーマに、1 月 24 日（金）総合庁舎 3 階
多目的スペースで、賀詞交歓会を兼ねた利用者交流会を行いました。広い会場での交流会は、日頃セン
ターで行うのとはまた違った雰囲気の中で進めることができました。
参加者の中では歌うことの良さ、俳句や折り紙の創造性の素晴らしさ、地域で助け合う地縁の持つ底
力、環境への取り組みなど様々な意見が交換されました。このような活動が健康を維持できる秘訣であ
る、といったお声も聞こえました。終了後にはコラボレーションできる人を見つけて、隣接する情報コ
ーナーで早速打ち合わせを始める姿が見られました。違った分野での活動者同士、
お互いの刺激となる実りある集いになったようです。

コーディネート報告

つなげた

輪

みんなの

和

中学生が職業体験に来てくれました！
中学２年生になるとキャリア教育の一環として職業体験のカリキュラムがあります。将来の進路や働
くということをきちんと考える上での貴重な体験です。当センターにも１月下旬の３日間、区内３校か
ら 9 人の生徒さんが１日職業体験に来てくれました。
郵便物の発送作業、ゆめのたね 2 月号の印刷、チラシの整理など、次から次へと仕事を割り振られて、
いつの間にか緊張もほぐれた様子。皆さんテキパキと取り組んでくれました。来所者への挨拶も元気良
く、利用者の方々は微笑んで見守っていました。また、センター登録
団体へのインタビューを通じて活動への想いを知り、地域活動を理解
する良い機会ともなったようです。センターのお隣にある子育て支援
拠点「とっとの芽」の協力を得、子育ての現状についてお聞きしたり、
赤ちゃんたちとふれあう時間もいただきました。地域における当セン
ターの役割などをきちんと理解してくれ、有意義な学びの場であった
との感想もあり、嬉しく思いました。お疲れさまでした！
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地域情報

外国につながる児童への日本語・学習支援

東戸塚「キララの教室」

とつか区民活動センターでは、外国につながる児童を支援する場として「キララの教室」が活動してい
ます。代表の飯塚さんにご紹介いただきました。
「“保護者の方が外国”の児童に日本語や教科の学習サポート
日本語や教科の学習サポートをしてい
日本語や教科の学習サポート
るグループです。発足して５年目になります。現在、とつか区民活動セ
ンターで小学生を中心にベトナム・中国・フィリピン・ガーナなどの国
につながる児童 16 名と、登録ボランティア 22 名で活動しています。
主な活動日は、水曜日・木曜日の放課後です。マンツーマンでの日本
語や教科の指導を行っていますが、夏休みの勉強会や子どもの日、ハロ
ウィンなどのパーティーも行っています。
外国につながる子どもたちは、力はあっても“
“言葉の壁”
言葉の壁”により日本の学習についていけないことが多
くあります。外国の保護者の方は、お子さまの“
“学習や友だちとのかかわりなどに強く不安を”
学習や友だちとのかかわりなどに強く不安を”かかえて
います。私たちグループは、それらの児童や保護者に“
“寄り添って”
寄り添って”活動を進めてきました。
国際化がますます進むであろう地域で、
“どの子も安心して学校に通ってほしい”と今後も活動を充実・
発展させていきたいと思っています。」
ボランティアを募集しています。
活動場所：東戸塚 とつか区民活動センター
ボランティアを募集
活動に関心のある方は、教室の様子を参観ください。
連絡先：飯塚紀子
電話 741-1756
メール iwamozuku@nethome.ne.jp

き らくかい

登録団体の紹介
「昭和と演歌を熱く語ろう」聴楽会

ボランティアともしび
大きな声で、童謡、唱歌、懐メロ唄えば、
心がオアシスに、乾いた心に活力が湧いてくる
消えかかった幼き頃の思い出に･･･燈灯を、
学生時代の青春の焔に･･･燈灯を、
忘却の街灯りに･･･燈灯を
皆で大きな声で燈しましょう
路傍の名も無い花でも･･･春になれば
ともしび･･･唄いだすでしょう
ホラ皆で大きな声で唄い出したでしょう
私たちは横浜市内の高齢者施設などをボランテ
ィアで訪問している、50、60 代～のグループです。
歌を通して喜びを感じ、聴く人と唄う人たちで楽し
い時間を過ごしています。また、どなたでも一緒に
唄える場として、毎月 1 回音楽会の開催をしていま
す。皆さんのご参加をお待ちしています。
連絡先：ボランティアともしび事務所
電話 774-8728
『ボランティアともしび 絆音楽会』
日時：3 月 18 日（火）14:00～16:00
場所：戸塚公会堂
参加費：500 円
花、おぼろ月夜、美しい十代など約 30 曲
※次回 4/22（火）、5/21（水）に予定

2 年ほど前に、当センターを利用している区
民の方から、誰でも参加でき、日頃思っている
こと、感じていることを自由に話し合える場を
創りたいとの提案があり、当センターと協力し
て、2012 年 7 月から、聴楽会という語り合い
の場を開催することになりました。
はじめは毎回テーマを決め、語り合うという
形で開催していましたが、その後やり方を少し
変え、今は「昭和と演歌を熱く語ろう」という
弾き語りと、語り合いの場となりました。聴楽
会のメンバーで流しのギターの経験のある方が
昭和の演歌を歌い、その当時の風景、音…を思
い出し、みんなで懐かしさを分かち合い、いろ
いろなことを語り合う場として、今はたくさん
の方に参加していただいています。
みなさんも、ぜひこの場を体験してみて下さ
い！参加費無料、申し込み不要です。
毎月 第４金曜日、
午後５時～６時、
とつか区民活動センター
でお待ちしております！
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情 報 掲 示 板
歌声の集い

園芸療法入門講座のご案内

懐かしい歌、思い出の歌、心に沁みる歌を、お腹
の底から大きな声を出して唄いましょう！
どこかで春が、名月赤城山、旅の夜風 他 23 曲

園芸療法ってなんだろう？という方のための入門講
座。『園芸療法とは』をはじめ、講義に加えて園芸
療法を受ける当事者及び、援助者を仮定したロー
ルプレイも行います。ぜひご参加ください。

【日時】3
【日時】 月 18 日（火）14：00～（開場 13：30）
【場所】サンハート 5Ｆ （相鉄線二俣川駅）
【場所】

【日時】3
【日時】 月 11 日（火）13：00～17：00（12：45～受付）
【場所】社会福祉法人
開く会 共働舎 （横浜市営
【場所】
地下鉄立場駅下車徒歩 6 分）
※当日 12：30 に地下鉄立場駅改札で待ち合わせ
【定員】30
【定員】 人
【参加費】一般
3500 円、学生 2000 円
【参加費】
【申込方法】3/6（木）までに下記へ
【申込方法】
【主催】NPO
法人 日本園芸療法研修会
【主催】
【申込・問合せ先】Tel/Fax
805-3663
【申込・問合せ先】
E メール info@jhts.jp ホームページ http://jhts.jp

【参加費】500
円（施設使用料）
【参加費】
【主催】楽団ＧＨＱ
【主催】
【申込方法】前日までに電話予約で。先着
100 人
【申込方法】
申込・問合せ先】
問合せ先】Ｔｅｌ 715-4074 山藤
【申込・
問合せ先】

戸塚歴史の会ご案内
戸塚歴史の会ご案内
歴史好きな方、健康志向の方、ご参加をお待ち
しています。参加申し込みは不要です。昼食持
参で、当日直接集合場所までお越しください。
小雨決行します。

※1995 年に日本で初めて１年間の社会人向け実践
者養成コースを開講し、多くの実践者を育成してき
た『スタディコース』も、4 月 15 日開講の第 20 期生を
募集しております。施設見学・実習が多いことが特
徴です。園芸療法に興味のある方から、福祉に関
わり現場で実践したい方、園芸ボランティアとして活
動したい方まで、コースを選んで受講できます。『ス
タディコース』は 4/8（火）13：00～16：00 に無料のガ
イダンスがあります。詳しくは主催までお問い合わせ
ください。

【日時】3
【日時】 月 30 日（日）10：00～15：00
【コース】権現山の観桜と神奈川を歩く
【コース】
【集合場所】京急神奈川新町駅改札
【集合場所】
【参加費】500
円（資料代）
【参加費】
【主催】戸塚歴史の会
【主催】
【問合せ先】Tel
895-0357 櫻井
【問合せ先】
※なお、次回は 4 月 13 日（日）に戸塚・丹後山伝
説の史跡探訪（地下鉄踊場駅改札集合）を予定
しています。

センターからのお知らせ
『ゆめのたね』第 58 号に掲載した「とつかのお
もちゃ箱 vol.8 “おみせ”でふれあい だがし
や楽校」は、雪のため下記に延期となりました。
や楽校」

とつか区民活動センターをご利用の皆さま、
お忘れ物はありませんか？ 傘、筆記用具、
コピー時の原稿など、忘れ物は原則３ヶ月間
お預かりしています。お心当たりのある方は、
お問い合せください。

こ

【日時】３月１日（土）10:00～15:00
【場所】横浜市立川上小学校

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）

