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戸塚区総合庁舎（戸塚駅前）もご利用ください！ 

 

戸塚区総合庁舎３戸塚区総合庁舎３戸塚区総合庁舎３戸塚区総合庁舎３FFFF 情報コーナー情報コーナー情報コーナー情報コーナーには、チラシやパソ

コンコーナー、打ち合わせスペースがあります。 

平日 9:00～17:00 には、スタッフが当センター同様 

に相談を受け付けています。 

ととつつかか区区民民活活動動セセンンタターー はこんなところです！ 

 

とつか区民活動センターは、みなさんの活動を応援する施設です。春は始まりの季節！ 

東戸塚駅前の当センターで、一緒に新しいことを見つけませんか？興味のある活動分野 

の団体や個人の方、関連施設をご紹介します。 

誰かとつながれます！ 

 

・見たい、知りたい分野の団体や活動者

施設を紹介します。 

・色々な活動団体の交流会があります。 

講座やイベントに参加できます！ 

 

・ボランティアを始めたい方への入門講座。 

・登録者の活動に役立つ、助成金や 

コミュニケーションの講座。 

・ミニコンサートカフェや映像 

サロンも開催しています。 

使える場所と機材があります！ 

 

ミーティングコーナー：ミーティングコーナー：ミーティングコーナー：ミーティングコーナー：    

少人数での打ち合わせや学習支援に。情報閲

覧用のチラシや情報誌、パソコンもあります。 

会議室：会議室：会議室：会議室：グループの定例会や講座に。 

作業スペース：作業スペース：作業スペース：作業スペース：コピー、印刷、貸しロッカー等 

貸出機材：貸出機材：貸出機材：貸出機材：プロジェクター、マイク等 

※利用には登録が必要なものもあります。 

相談できます！ 

 

・定年退職して、何か始めたいけど、 

何をしたらいいかわからない･･･。 

・趣味のグループに入りたいな。 

・近所でボランティアを始めたい。 

・自分たちの活動を PR したい。 

 

･･･等々、一緒に考えていきましょう！ 

出展者 128、来場者 3350 人に上った、戸塚

の活動者の出会いの場「とつかお結び広場」 

（昨年 12/1 戸塚区総合庁舎にて開催） 
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センター事業のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター事業のご報告 

 

「参加してよかった！」「参考になった」の声しきり、市民活動体験バスツアー 

 

３/1（土）に戸塚区で「農」「高齢者」「子ども」に向き合って 

活動している団体の活動場所を訪ねました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込み不要、参加費無料。とつか区民活動センター協力。 

 

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】【日時】【日時】【日時】毎週木曜 10:00～12:00 

 

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】【日時】【日時】【日時】毎週木曜 13:30～15:30 

 

パソコンワンポイントアドバイス 

【日時】【日時】【日時】【日時】毎週金曜 13:30～16:00 

 

第 18 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 ! 申込み不要、参加費無料です。 

 

【日時】【日時】【日時】【日時】4 月 25 日（金）17:00～18:00 

【場所】【場所】【場所】【場所】とつか区民活動センター 

【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 

『みなさんの声』から・・・ 

 

とつか区民活動センターでは利用についてのご意見、ご要望を『みなさんの声』としてお聞きし、 

随時検討改善しています。今年度の「声」をいくつかご紹介します。 

★出入口のドアが横に開く表示を、もっとわかりやすくしてほしい。 ⇒表示を大きくしました。 

★警察からのお便りやチラシを、東戸塚のセンターでも見たい。 ⇒センターにも配架しました。 

★登録団体のチラシを置く場所を増やしてほしい ⇒チラシラックを増やしました。 

★流し台の利用方法が気になる。みんなで気持ち良く使いたい。 ⇒貼り紙と声掛けをしています。 

★「ゆめのたね」をもう少し早く届けてほしい。 ⇒お届け日を１日早くしました。 

                         みなさまからのご意見をお待ちしています。 

まずはオリエンテーション 

とつか区民活動センタとつか区民活動センタとつか区民活動センタとつか区民活動センターーーー

舞岡公園舞岡公園舞岡公園舞岡公園    

ふらっとふらっとふらっとふらっと    

ステーション・ドリームステーション・ドリームステーション・ドリームステーション・ドリーム    

担当の方と公園の中を一緒に 

歩きながら、説明を聞く 

参加者のみなさん 

 

温かいおもてなしにみなさん

大感激でした 

「谷戸」を活かした里山の保全育成 

住民同士が交流し、支え合う憩いの場 

子どもたちの放課後や休日の楽しい居場所 

ちえのわホームちえのわホームちえのわホームちえのわホーム    

日替わりランチをいただきました。手作りのお料理

がとても美味しかったです！ 

ギャラリーや小箱ショップもあります 
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地域情報  戸塚駅東口側に「コミュニティスペース」新規オープン 

 

みなさん、こんにちは。3 月 28 日、戸塚駅東口から徒歩３分（アピタ前）に、地域のふれあいの場 

『ふらっとステーション・とつか』『ふらっとステーション・とつか』『ふらっとステーション・とつか』『ふらっとステーション・とつか』がオープンします！ 新設マンション「ザ・パークハウス戸塚」１階

で道路に面し、バス停（東戸塚小学校入口）も近く、たいへん利用し易い場所にあります。 

ふらっと気楽に立寄れ、多様な人が集い、出会いがある「みんなの居場所」ふらっと気楽に立寄れ、多様な人が集い、出会いがある「みんなの居場所」ふらっと気楽に立寄れ、多様な人が集い、出会いがある「みんなの居場所」ふらっと気楽に立寄れ、多様な人が集い、出会いがある「みんなの居場所」として、居心地よく楽しい

ひとときが過ごせる場を目指しています。 

 

①コミュニテイカフェ・・・・・・・日替わりランチ・軽食の提供 

②レンタル会議室（18 人定員）・・ 壁面鏡張りの明るい部屋 

（フリースペースとしてお子様の遊び場利用可） 

③レンタルギャラリー・・・アート作品（絵画・写真等）展示・販売 

④レンタル小箱（24 個）・・趣味の手作り品などの展示・販売 

⑤その他様々な企画事業の実施 

※②③④は事前申込が必要。詳細はお問合せください。 

 

みなさまのご利用をお待ちしております。 

 

 

 

 

    

    

 

――――◇◆◇――――――――◇◆◇―――― 

 

ある利用者の方から「東戸塚にある第一生命研

修センター新館で、仙台市石巻に関係する素敵な

お雛様が飾られているから、見に行くといいです

よ」とご紹介いただき、早速見に行きました。 

展示されているお雛様は、還暦の女性をお祝い

する「還りびな」でした。仮設住宅の女性による

手作りです。説明に「震災後あらたな出発をして

ほしいと願いを込めて」とあり、賛同者によって

作られているそうです。 

手のひらサイズのお内裏様とお雛様がずらり

と畳一畳を超えて飾られ、その後ろにつるしびな

があるという華やかさ。被災地への想いが詰まっ

たパネルも展示され、被災地を忘れないで、とい

うメッセージが伝わってきます。 

とつか区民活動センターは、誰かに「伝えたい」

感動や想いを、地域の方々に届けます。素敵な情

報や場所などありましたら、お知らせください。 

 

 

 

 

見たり聞いたりした舞岡のお話① 

 

舞岡村の由来と舞岡八幡宮舞岡村の由来と舞岡八幡宮舞岡村の由来と舞岡八幡宮舞岡村の由来と舞岡八幡宮    

    

昔、この辺りは「腰村」と呼ばれていまし

たが、1302 年に起きた白旗が空に舞うとい

う奇怪な出来事を機に舞岡村と呼ぶようにな

り、神社も建立されたといわれています。そ

の旗は秦野市の落幡村の落幡神社に落ちたと

伝えられていますが、不思議な事に落幡村に

はその事実はないといいます。 

元旦の参詣者は長い階段に長蛇の列が出来

ます。1 月 14 日には神社の前でサイト焼き

が行われます。春の大例祭は 4 月 15 日午後

から舞岡囃子の笛や太鼓で始まり、本殿脇で

は大釜のお湯から煙が上がっています。本殿

での祝詞が終わると、熱湯を入れた釜の前に

神職が来て湯花神楽（鎌倉神楽）を例祭に奉

奏し、その後紅白の御餅は祭壇から参詣者に

向けて振る舞われます。 

舞岡村は江戸末期（1811 文化 8 年）会津

藩領となり、5 年後領主松平容衆が、当神社

で祈念祭を行ったそうです。今では舞岡村（

南舞岡を含む）の総鎮守として祀られていま

す。 

（舞岡まちづくり塾 島谷健一） 

    

ふらっとステーション・とつかふらっとステーション・とつかふらっとステーション・とつかふらっとステーション・とつか    

住所：戸塚区吉田町 104-1 ザ・パークハウス戸塚１階 

電話：045-435-5068  FAX：045-435-5067 

HP ：http://furatto-totsuka.com/wp/ 

運営：NPO 法人くみんネットワークとつか 

あったか家庭の味ランチを 

お楽しみに♪ 

 



とつか区民活動センター情報紙 ゆめのたね 第 60 号     2014 年 4 月 1 日 

（4） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

情情情情    報報報報    掲掲掲掲    示示示示    板板板板    

マンションマンションマンションマンションのののの管理セミナー＆無料相談会管理セミナー＆無料相談会管理セミナー＆無料相談会管理セミナー＆無料相談会    

東海道ウォーク・ボランティアガイド養成講座東海道ウォーク・ボランティアガイド養成講座東海道ウォーク・ボランティアガイド養成講座東海道ウォーク・ボランティアガイド養成講座    

東海道の歴史や文化に興味のある方、ボランティ

ア活動によって、多くの人々にそれを伝えてみた

い方、ガイドを通じてより多くの仲間づくりと、健康

の保持をしたい方のご参加をお待ちしています。 

 

【日時と内容】【日時と内容】【日時と内容】【日時と内容】    全 6 回 時間は全て 9：30～16：40 

①5 月 25 日（日）開講式、川崎宿・神奈川宿の概要 

②6 月 1 日（日）保土ヶ谷宿・戸塚宿・藤沢宿の概要 

③6 月 8 日（日）平塚宿・大磯宿・小田原宿・箱根宿

の概要 

④6 月 14 日（土）日本橋例会 現地体験実習 

⑤6 月 22 日（日）日本橋 ガイド実習 

⑥6 月 29 日（日） 発表会（１人 1 箇所）、修了式 

【場所】【場所】【場所】【場所】①②③⑥はかながわ県民サポートセンター、

④⑤は日本橋現地 

【定員】【定員】【定員】【定員】10 人 【受講料【受講料【受講料【受講料】】】】5000 円（資料代・会場費） 

【主催】【主催】【主催】【主催】NPO 法人神奈川東海道ウォークガイドの会 

【申込方法】【申込方法】【申込方法】【申込方法】下記問合せ先へ確認し、氏名・住所・

年齢・電話番号と「養成講座参加」と書いて、5/21

（水）までに郵便振替口座へ受講料をお振り込みく

ださい。参加案内を送付します。 

郵便振込口座：00220-8-0140551 

神奈川東海道ウォークガイドの会 

【問合せ【問合せ【問合せ【問合せ先先先先】】】】Tel 090-2736-1511 岩渕 

 

最近注目されている「外断熱改修工事」及び「マン

ションのトラブル」についてセミナーを開催します。

相談会では管理組合運営、管理費見直し、大規模

修繕工事など管理全般のお悩みを解決します。 

 

【日時】【日時】【日時】【日時】5 月 11 日（日）    

・セミナー   13：00～14：50  要予約・先着順 

・無料相談会 15：00～16：30  要予約 

【場所】【場所】【場所】【場所】とつか区民活動センター 【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】無料 

【定員】【定員】【定員】【定員】25 人  相談会は申込み順 3 組様    

【主催】【主催】【主催】【主催】より安心・快適なマンションライフを実現する会 

【申込・問合せ先】【申込・問合せ先】【申込・問合せ先】【申込・問合せ先】    Tel/Fax 827-3602  古谷  

E-mail: furuya17@aqua.plala.or.jp 

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。 

 

運営：NPO 法人くみんネットワークとつか 

 

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 

ふれあい広場よつばふれあい広場よつばふれあい広場よつばふれあい広場よつば    のご案内のご案内のご案内のご案内    

「ふれあい広場よつば」は、地域の皆様の憩いの

場、学びの場として 2012 年 1 月にオープンしまし

た。平日(月～金）13：00～16：00 に開所していま

す。下記の他に毎月第 3 土曜日にバザーとランチ

や他のイベントもあります。詳しくは主催者まで。 

 

○○○○絵本を楽しむ会絵本を楽しむ会絵本を楽しむ会絵本を楽しむ会    （毎月第 2 火曜日開催） 

読み聞かせで絵本の世界に浸りませんか？手遊び

やわらべ歌の時間もあります！ 

【日時】【日時】【日時】【日時】4 月 8 日（火）14：00～15：30 大人向け読み

聞かせ、15：30～16：00 子ども向け読み聞かせ 

【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】無料  ※申込み不要です。 

 

○○○○折り紙教室（よつばサロン）折り紙教室（よつばサロン）折り紙教室（よつばサロン）折り紙教室（よつばサロン）    

楽しくおしゃべりしながら、5 月の節句に合わせ、兜

を 2 種作ります。どなたでもどうぞ。（よつばサロン

は、毎月第 3 水曜日開催。毎回違った内容です） 

【日時】【日時】【日時】【日時】4 月 16 日（水）13：30～15：30 

【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】200 円（茶菓代込み） 

【申込方法】【申込方法】【申込方法】【申込方法】事前に主催者に電話予約 

 

【場所・主催【場所・主催【場所・主催【場所・主催・問合せ・問合せ・問合せ・問合せ】】】】NPO 法人 ワーカーズ・コレク

ティブ たすけあい戸塚 ふれあい広場よつば（戸塚

区上倉田町 391-5 T&R ハウス 1 階）戸塚駅徒歩 7 分 

Tel 864-3575 

 

 

本紙の「情報掲示板」に掲載する、講座やイベ

ント情報を募集しています。日時、場所、内容、

申込み方法、主催者、問合せ先等を、E メール

または FAX にてお寄せください。なお、応募

多数の場合は文字数を変更、または掲載を次号

に見送ります。また当センターの目的に合致し

ない情報は、お断りする場合が 

ございますのでご了承ください。 


