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第６１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

利用者意見交換会

防災講座「地震！起きる前、起きてから
子どもたちを守るのは誰！」

センター利用についての意見交換や、お互
いの活動を知り合う場です。申込み不要です
ので、お気軽にご参加ください。
【日時】５月
17 日（土）13:30～15:30
【日時】
【場所】とつか区民活動センター
【場所】

下記は申込み不要、参加費無料です。
とつか区民活動センターが協力しています。

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】

地震に備え、自分は何を準備したか、何をしたら
よいか？みんなで考えよう！ お子様連れで参加で
きます。
【日時】5
【日時】 月 30 日（金）10:00～12:00
【場所】とつか区民活動ｾﾝﾀｰ【定員】
【定員】先着
20 人
【場所】
【定員】
【申込】電話、E
メール、ファクス（必要事項を記
【申込】
入）か来館で受付。
【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 19 回区民が語らう広場

昭和と演歌を熱く語ろう！
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】

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】5
【日時】 月 23 日（金）17:00～18:00
【場所】とつか区民活動センター
【場所】
き らくかい

パソコンワンポイントアドバイス
【日時】毎週金曜
【日時】

13:30～16:00

【主催】聴
【主催】 楽会
【協力】とつか区民活動センター
【協力】

センター事業のご報告

「第 5 回とつかお結び広場」 活動開始します！
とつかお結び広場は、戸塚を中心にいろいろな分野で活動している団体と個人が一同に集まり、自分たち
の活動を紹介するイベントです。参加者、来場者には地域の課題や活動を知ってもらい、交流することによ
り、人と人、地域と人を結ぶことを目的に開催しています。昨年度は戸塚区総合庁舎で開催し、出展者数は
128、来場者は 3,350 名にのぼりました。また当日は 80 名以上のボランティアのみなさんが様々な場面
で力を発揮し、とつかお結び広場を大いに盛り上げてくれました。
このとつかお結び広場は、市民の方で構成された運営委員が中心となって企画検討し、とつか区民活動セ
ンター、区役所と協働で開催するものです。今年度は、4 月 18 日(金)に運営委員応募者説明会を開催し、
新しく応募した 8 名の方が参加してくれました。継続の運営委員の方も含め、みんなで自己紹介をし、昨年
のとつかお結び広場の紹介などを行いました。今年も新しい運営委員の方を迎え、にぎやかなスタートが切
れそうです！
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カーボンオフセットへの取り組み
国際交流分野でのセンター登録団体である
グループ“わ”は、3 月に「プロから学ぶフラ
ンス料理」の講座を実施しました。この講座の
折に、戸塚区の補助金制度を利用し、地球温暖
化対策への取り組みであるカーボンオフセッ
トを行いました。
料理教室で排出された CO2 は、専門家に測
定してもらい、428.95kg でした。この CO2
排出量に相当する額を北海道下川町に資金提
供し、下川町ではこの資金を森林整備などの事
業に使い、教室で排出された CO2 を相殺（オ
フセット）しています。
この取り組みを実施したことにより、調理に
使用したガスをはじめ、食材の運搬やごみの廃
棄などから CO2 が排出されることを学び、ど
のようにすれば削減できるか考える機会とな
りました。

仲間が増えました！
先日、子どもたちに絵本を読
んだり、おはなしを語っている
グループの代表の方からご報告
がありました。「絵本の読み聞
かせに興味があります」という
方に、そのグループを紹介した
ところ、何人かの方が集まりに
参加しているそうです。「仲間
が増えて嬉しいです」と喜んで
いらっしゃいました。

病院の付添いボランティア
昨年末、区内の介護施設より「おひ
とりで病院に行くことが困難な方を助
けてくださるボランティアはいません
か？」との問い合わせがありました。
通院の付添いは難しいと考える方が多
いのですが、当センターのボランティ
ア入門講座を受講された登録者のおひ
とりが引き受けてくれました。
「まずは“出来る範囲で”やってみ
ます」と、ボランティアの基本を忘れ
ずに取り組まれたのをとても嬉しく思
います。付添いはその後も続けられて
います。
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「ゆめのたね」を見た方から
先月号の「ゆめのたね」の地域情報
欄に、子どもの学習支援をおこなって
いる「キララの教室」を紹介しました。
発行してから何日もたたずに、当セ
ンターに記事を見た方から問合せがあ
りました。教師をしていた方で、その
経験を「キララの教室」で活かせませ
んかとの事。代表の方と連絡をとり、
見学を経て、早速 4 月からボランティ
アを始めることになりました。
「ゆめのたね」が活動のきっかけの
お役に立てたようです。

2014 年 5 月 1 日

区内の施設紹介

学校、町内会自治会、環境活動団体のみなさんが学習できる施設です。

西部水再生センター

へ

見学

にきませんか

！

横浜市内には、生活排水等をきれいな水にする下水道施設である水再生センターが、全部で１１か所あ
ります。その中で、西部水再生センターは横浜の南西部に位置し、藤沢市との市境にあります。自然豊か
な場所にあり、俣野別邸庭園に隣接しています。見学を随時受け付けていますので、ぜひ見学にいらして
ください。
汚れた水がきれいになるしくみを学べるよ！

お問合せ

横浜戸塚区東俣野町 231
横浜市 環境創造局 西部水再生センター
TEL

045-852-6471

FAX

045-852-7604

※事前に申込が必要で、見学時間は 70～80 分です。

登録団体の紹介
見たり聞いたりした舞岡のお話②

混声合唱団ハニカムズ
舞岡は、昔は“
舞岡は、昔は“腰村”
腰村”や“前岡村”と呼んだ
今年で結成 20 周年を迎える 混声合唱団 ハニ
カムズ です。結成当初はご近所の歌好きな仲間が
集まって文字通り「はにかんで」歌っていた私達で
すが、月に３回（土曜の夜 2 回、日曜の昼 1 回）、
戸塚区上矢部地区センターを拠点として楽しく練
習を続けるうちに、定期演奏会や合唱祭などで演奏
を聴いていただく機会も増えました。
演奏会を聴いて入団を希望された方、チョット見
学に来てそのまま仲間に加わってくださった方も
多く、雰囲気の良さがハニカムズの大きな宝だと自
負しています。心を合わせてハーモニーを紡いでい
く歓びをあなたも味わってみませんか。只今団員募
集中（特に男性は大歓迎）です。
お問い合わせは、045-881-9825 山本まで。

舞岡村は、鎌倉時代以前は“腰村”と呼
んだといわれています。また、室町戦国時
代には“前岡”とも書かれていました。
前岡と書かれた実例が後世のものになり
ますが、かまくら古道沿いの庚申塔（元文
2 年、1737 年）にあり、現在でも見られ
ます。庚申塔はかまくら古道に面していた
舞岡の神木スダジイ（推定樹齢 280 年）の
根元に鎮座しておりました。横浜藤沢線（
道路）の工事で、今はそのスダジイは立て
曳き工法で 80 ㍍先の舞岡公園の南の丘に
移植され、庚申塔は舞岡南の橋に通じる道
に移されています。
この庚申塔には「前岡村同行七人」とい
う刻銘が入っています。明治 9 年の舞岡村
の家数は 100 軒、607 人と聞いています。
明治 22 年の鎌倉郡川上村大字舞岡を経て、
昭和 14 年横浜市に編入され横浜市戸塚区
舞岡町となり、昭和 40 年頃から始まった
宅地造成で、今では 6 自冶会と大きな街に
なっています。
（舞岡まちづくり塾 島谷健一）
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情 報 掲 示 板
皆でご一緒に唄う会

琵琶弾き語り in 鎌倉

古屋和子 ～心揺さぶる魂の叫び～
心にオアシス 乾いた心に希望が湧いて来る。子
ども時代の歌、青春時代に唄っていた曲を、お腹
の底から声を出して唄いましょう！「静かな湖畔」
「茶摘み」「見上げてごらん夜の星を」他約 30 曲。

【日時と内容
【日時と内容】
と内容】6 月 7 日（土）
午前の部 10:30 開演（10:00 開場）
「修禅寺物語」、平家物語より「俊寛」
午後の部 14:00 開演（13:30 開場）
平家物語より「壇ノ浦」「俊寛」
【場所】円覚寺帰源院臥龍庵（JR
北鎌倉駅下車）
【場所】
【入場料】
【入場料】2500 円（拝観料 300 円別）
【申込問合せ
申込問合せ先
問合せ先】下記まで事前申し込み
Tel 090-9306-5267 渡
E メール hiroyukji@gmail.com
【主催】古屋和子ひとり語り研究会・カトレアの会
【主催】
【後援】鎌倉市教育委員会
【後援】

【日時】5
【日時】 月 21 日（水）14:00～16:00
【場所】戸塚公会堂
【参加費】500
円
【場所】
【参加費】
【主催・問合せ】ボランティアともしび
【主催・問合せ】
Tel 774-8728 阿部
※次回以降 6/19（木）、7/18（金）、8/19（火）

鉛筆肖像画 入門+
入門+写真活用
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。孫や親を描きましょう。
【日時】5
【日時】 月 28 日（水）、6 月 3 日（火）、25 日（水）
13：15～16：00 全 3 回
【場所】とつか区民活動センター
【定員】12 人
【場所】
【参加費】1
【参加費】 回につき 200 円（材料費）
【持ち物】4Ｂの鉛筆
【持ち物】
【申込問合せ先】Tel
864-3327 河田
【申込問合せ先】
【主催】肖像画デッサン会
【主催】

自然大好き・戸塚塾 散策のご案内
毎月第一土曜日は自然に触れ、楽しい一日を！
一度ぜひご参加ください。
【日程と場所】
【日程と場所】10：00 集合～14：30 頃解散
5 月 3（土・祝） （JR 藤沢駅集合）
藤沢白旗神社と藤沢市の花・フジロード散策
6 月 7 日（土） （地下鉄あざみ野駅集合）
宿場町・荏田～田園風景と現代の街並み
【持ち物】昼食、雨具
※小雨決行
【持ち物】
【参加費】
【参加費】各回とも 500 円
【申込方法】初めて参加の方は、下記へご連絡を
【申込方法】
お願いします。
【主催・問合せ】
主催・問合せ】自然大好き・戸塚塾
問合せ】
Tel 881-9100 根岸 821-3330 島谷
E メール k-shimaya@c3-net.ne.jp

ｶﾚﾙ･ﾁｬﾍﾟｯｸ作「郵便屋さんの話」朗読会

ワクワクするような楽しい音楽！スクリーンにはか
わいらしい絵！そして心温まるお話が始まる・・・。
「郵便屋さんのお話」朗読会も 9 回目を迎え、その
時々に新たな感動を作り出してきました。今回も
大倉山記念館の静かな落ち着いた佇まいの中で
朗読させていただきます。参加費、申込みは不要
です。どうぞ足をお運びください。
【日時】5
【日時】 月 29 日（木）14:00～14：50（開場 13:40）
【場所】横浜市大倉山記念館
【場所】
（大倉山駅徒歩 7 分）
【問合せ】Ｔｅｌ
823-9341 虻川典久
【問合せ】
【主催】絵本の友ひびき
【後援】チェコセンター
【主催】
【後援】
こ

こ

地域から広がれ！
みんなのワ（和・輪）

交通のご案内

とつか区民活動センター
至横浜

〒244-0805
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TEL 045-825-6773
URL

FAX 045-825-6774

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

モレラ
東戸塚３Ｆ

オーロラ
モール

運営：NPO 法人くみんネットワークとつか

西口

東口

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。

東戸塚駅

JR

横浜市戸塚区川上町 91-1 モレラ東戸塚 3 階

至戸塚

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（有料）
年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

