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夏休み子どもエコ教室 2014 
 

体験しながらエコと節電を考えよう！ 

参加費無料、申込不要、体験は当日先着順です。 
 

【日時】【日時】【日時】【日時】7 月 2７日（日）10:00～15:00 

【場所】【場所】【場所】【場所】とつか区民活動センター 
＜体験＞＜体験＞＜体験＞＜体験＞ネームプレート、ウッドクラフト、海藻お
しばカード、ケイソウ粘土マグネットとアロマスト
ーン、牛乳パックのカードケース、手作りおもちゃ 
＜展示＞＜展示＞＜展示＞＜展示＞LED 電球と白熱電球の比較、冬の体験キャ
ンプの作文、沖縄からの贈りもの、環境に役立って
いるフルボ酸のパネル、活動紹介パネル他 

地球環境を楽しく学べる紙芝居と映像上映、スタ
ンプラリー、お土産もあります。 

 
【主催】【主催】【主催】【主催】とつかアースプロジェクト、 

海藻おしば協会神奈川支部、とつか区民活動センター 

【協力】【協力】【協力】【協力】独立行政法人 海洋研究開発機構、 

一般財団法人 熱帯海洋生態研究振興財団 

第 5 回とつかお結び広場  出展団体・個人募集中！ 
 
とつかお結び広場とは、戸塚区内を中心に様々な分野で活動している団体と個人が集まり、自分たちの

活動を紹介するイベントです。地域の課題や活動を知り、人と人、地域と人を結ぶことを目的として開催

しています。今年度のキャッチフレーズは「広げよう みんなでつなぐ 未来の輪」です。 
 

【開催日時】【開催日時】【開催日時】【開催日時】12 月７日（日） 10:00～1６:０0 

【会【会【会【会    場】場】場】場】    戸塚区総合庁舎 3 階 区民広間、多目的スペース、ギャラリー 他 

【募集内容】【募集内容】【募集内容】【募集内容】①活動パネル展示  ②活動作品展示 ③活動体験、作品制作 

④映像による活動紹介  ⑤パフォーマンス（発表）、演劇による活動紹介 

【応募条件】【応募条件】【応募条件】【応募条件】①市民活動、ボランティア活動、生涯学習活動に関わる団体・個人 

＊活動の目的が政治、宗教、営利活動でないこと 

②とつかお結び広場の目的に賛同し、運営に協力できること 

【 説 明 会【 説 明 会【 説 明 会【 説 明 会 】】】】どちらか一日、ご出席ください。内容はどちらも同じです。 

・9月 30 日（火）18:00～20:00 とつか区民活動センター 会議室 

・10 月 3 日（金）14:00～16:00 戸塚区役所 ８階会議室  

【申【申【申【申    込】込】込】込】    8月 20 日（水）必着「出展申し込み書」に記入し、FAX、Eメール、来所、または郵送に

てとつか区民活動センターへお申込みください。*「出展申し込み書」用紙は当センターのホ

ームページからもダウンロードできます。 

けん玉の「わざ」を覚えてけん玉の「わざ」を覚えてけん玉の「わざ」を覚えてけん玉の「わざ」を覚えて    
名人になろう～！名人になろう～！名人になろう～！名人になろう～！        

Ａ級ライセンスの名人から、かっこいい

「わざ」を教えてもらいましょう！ 

【日時】【日時】【日時】【日時】7 月 29日（火）14:00～16:00 

【定員】【定員】【定員】【定員】20 人 
 

本は友だち！本は友だち！本は友だち！本は友だち！新しい本と出会おう～！新しい本と出会おう～！新しい本と出会おう～！新しい本と出会おう～！    
    
図書館司書のお話とブックトーク。 

ミニ工作もあります。 
 

【日時】【日時】【日時】【日時】8月 8日（金）14:00～16:00 

【定員】【定員】【定員】【定員】30 人 

どちらも開催場所はとつか区民活動セン

ター。参加費無料、お子さんから大人まで、

どなたでも。来館、電話、FAX、E メール

にて、当センターまで。先着順で受付。 
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センター事業のご報告 
 

1 日ボランティア体験プログラム 

１ Day for others 「新しい」へ翔びだせ！-全てはここから- 
 

 明治学院大学ボランティアセンターによる、主に同大学の新入生を対象としたイベント「１ Day for 

others」に、当センターも受け入れ先の一つとして昨年から参加しています。１ Day for othersとは、

学生にボランティアや NPO、NGO等の活動、また企業の社会貢献、CSR

（企業の社会的責任）に関心を持ってもらう機会を提供し、地域や社会貢献

を考える企業とコミュニケーションを取ることで、社会の課題および人と人

が助け合い協力し合うことの重要性を知ることを目的としたイベントです。 

今回6人の学生が参加してくれましたが、たくさんのプログラムの中か

ら当センターを選んだ理由を尋ねると、「せっかく戸塚に通っているので、

戸塚のことを知って好きになりたいから」「普段は日本の外に目を向けた活

動をしているけれど、『まずは地域のことを知るべきだ』とのアドバイスを

受けて」などの声が返ってきました。 

当センターでは、参加学生に戸塚でボランティア活動をする地域の方と交

流をしてもらおうと、同日開催した「ミニコンサートカフェ」でのボランテ

ィアおよび、登録団体「美織会」の方々との交流会を実施しました。 

交流会では、まず「ボランティアのイメージ」をテーマに皆で意見交換。

世代に関わらず共通した意見が多かったことに驚きの声が挙がっていまし

た。後半は、不要品を利用したエコ小物作りを美織会の方々から教わりなが

ら、学生たちも実際に挑戦。その後、なぜこういった活動をしているのか、その先に目指すものは何な

のかを伺いました。最後に学生からは「不要品で売り物にもなるようなものを作れることに驚いた」「手

作りすると自分のお気に入りの一品を作ることができるし、より大切にしよう

という気持ちが生まれる」などの感想があり、新しい発見につながったようで

した。 

1 日という短い時間で伝えられるものは限られていましたが、今後も学生の

皆さんに、ボランティアにつながる多くの機会を提供していきたいと思います。

ご協力くださった皆さま、ありがとうございました。 

やりたいことみつける!! 

ボランティアの い・ろ・は 
 

ボランティアに関心がある、地域で活動し

てみたい…。でも何をしたらいいのかわから

ない。そんなあなたのはじめの一歩を応援し

ます！お気軽にお申込みください。 
 

【日時】【日時】【日時】【日時】8月 10 日（日）10:00～11:30 

【場所】【場所】【場所】【場所】とつか区民活動センター 

【申込】【申込】【申込】【申込】来館、電話、FAX、 

Eメールにて、当センター 

までお申込みください。 

第 21 回区民が語らう広場 

昭和と演歌を熱く語ろう！   
【日時】【日時】【日時】【日時】７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 

利用者意見交換会 
 

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。 
 

【日時】【日時】【日時】【日時】8月 9日（土）13:30～15:30 

【場所】【場所】【場所】【場所】とつか区民活動センター 

 

ミニコンサートカフェで 
司会を担当 

牛乳パックを利用した 
パスケース作り 
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地域情報  とつかアースプロジェクト 
 

このプロジェクトは、環境とエコをキーワードに多様な分野で活動する団体を、とつか区民活動センタ

ーがネットワーク化して出来たユニークなプロジェクトです。 

参加団体は、 

・家庭の省エネ、節電を分かりやすく体験、体感させる 『とつか環境プロジェクト』 

・女性、主婦の目線で、家庭で出来る省エネを実践紹介する 『美織会』 

・自然と子ども大好きの団体『全国森林インストラクター神奈川会』  

・環境に優しい珪藻漆喰粘土を使ったクラフト教室を展開する『土と生活を考えるラボ』 

・農業を通じて地球を考える団体『フリー団』 

・自然界で生成された腐食物質から生まれたフルボ酸に取り組む 『フルボ酸研究会』   

で構成されています。 

今月は“体験しながらエコと節電を考えよう”をテーマに、

「夏休み子どもエコ教室」を計画しています。（１ページ参照）

楽しみながら家庭での省エネ、節電の重要性や効果を体感して

いただけると思います。 

横浜市は家庭で使う消費電力量が、全国ワーストワンの自治

体です。自治体にとっても、家庭にとっても、省エネ、節電は

最重要課題です。６つの団体の各々の良さを生かし、より幅広

い活動やイベントを展開することにより、課題解決に少しでも

お役にたてればと思っています。ご興味のある方、参加をお待

ちしています。お問い合せはとつか区民活動センターまで。 
 

登録団体の紹介  

 

Tea HarmonyTea HarmonyTea HarmonyTea Harmony    
 

2007 年に子育て中のママたちが中心となりス

タートしたゴスペルサークルです。月 2 回、第 2

金曜日（緑園都市）と第 3 土曜日（東戸塚）に開

催しているワークショップには、子連れ・ベビー

連れはもちろん、老若男女問わずどなたでもご参

加いただけます！楽譜が読めなくても、英語が苦

手でも、歌が好きなら大丈夫！練習は毎回笑いが

絶えず、キーボードの生演奏に合わせて楽しく歌

って、気分もすっきりです！ 
 

今後の練習日 

7/11(金)・9/12(金) 10:00～11:30 

緑園自治会館 

7/19(土)・9/20(土) 10:00～11:30 

パークヒルズ東戸塚 I 棟 集会室 
 

参加費は 1300円／1回。ベビー、キッズ無料。

土曜日にはキッズゴスペルタイムが有ります。 

お申込み・お問い合わせ 

メール tea_harmony2007@yahoo.co.jp 

ブログ 

http://blogs.yahoo.co.jp/tea_harmony2007 

もご覧ください♪ 

 
見たり聞いたりした舞岡のお話④ 
 

舞岡最古の東光寺と薬師像、開基舞岡最古の東光寺と薬師像、開基舞岡最古の東光寺と薬師像、開基舞岡最古の東光寺と薬師像、開基::::覚山尼覚山尼覚山尼覚山尼    
    

舞岡には東光寺（舞岡で一番古い寺）と云

うお寺がありました。昭和 54 年頃まで宮根

（小字名）にあったそうですが、今は廃寺とな

っています。長福寺の末寺として今は南舞岡小

学校の傍に薬師堂があり、神奈中バスの舞岡営

業所前には半鐘が残っております。薬師堂には

お薬師様と十二神将が祀られています。ご本尊

の薬師像は鎌倉時代の大仏師運慶の作と伝え

られていて、毎年 10 月 12 日午後 2 時より

御開帳と法要が営まれています。ご開帳の日に

は地元の方は無論、遠くからも来られ、地元の

方々は手作りの地元料理を用意して参列者に

おもてなしをしています。 

このお寺の開基は覚山尼（鎌倉幕府の第八

代執権北条時宗の正室）で、北鎌倉の駆け込み

寺の東慶寺の開基の方でもあります。鎌倉北条

時代にも鎌倉と舞岡は隣組同志でのお付き合

いやご指南を受けていたとか、また覚山尼自ら

舞岡に来られたとか想像を致しますとわくわ

くもし、考え深いものがあります。 

（舞岡まちづくり塾 島谷健一） 

昨年の夏休みエコ教室の様子 
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情情情情    報報報報    掲掲掲掲    示示示示    板板板板    

戸塚区民オーケストラ「サマーコンサート戸塚区民オーケストラ「サマーコンサート戸塚区民オーケストラ「サマーコンサート戸塚区民オーケストラ「サマーコンサート 2014201420142014」」」」    

～フランスとロシア音楽の～フランスとロシア音楽の～フランスとロシア音楽の～フランスとロシア音楽の InteractionInteractionInteractionInteraction～～～～    

実技で学ぶ初心者デジカメ実技で学ぶ初心者デジカメ実技で学ぶ初心者デジカメ実技で学ぶ初心者デジカメ教室教室教室教室    

【日時【日時【日時【日時と内容と内容と内容と内容】】】】8 月 30 日（土）講義、9 月 6 日（土）講

義と室内実技、20 日（土）野外実技、28 日（日）講

義、10 月 4 日（土）野外実技、18 日（土）講評    

【場所】【場所】【場所】【場所】戸塚地区センター 会議室 A または B 

【定員】【定員】【定員】【定員】20 人 多数時抽選 【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】3000 円(初回徴収) 

【申込方法】【申込方法】【申込方法】【申込方法】往復ハガキに住所、氏名、電話番号、 

一眼レフカメラのメーカーと型名を明記し、 

〒244-8691 戸塚区戸塚町 戸塚郵便局私書箱 41

号「フォト夢とつか」宛 申込み。締切 8/2（土） 

【主催・問合せ】【主催・問合せ】【主催・問合せ】【主催・問合せ】フォト夢とつか Tel 742-8823 岩崎 

【後援】【後援】【後援】【後援】戸塚区役所 

【日時】【日時】【日時】【日時】8 月 3 日（日） 13：30 開場/14：00 開演 
【場所】【場所】【場所】【場所】鎌倉芸術館大ホール 
【【【【曲目曲目曲目曲目】】】】ムソルグスキー（ラヴェル編） 組曲「展覧会の絵」    

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 

ビゼー 交響曲第 1 番   指揮：井﨑正浩 

【【【【チケット料金チケット料金チケット料金チケット料金】】】】前売り 1000 円/当日 1200 円 
【【【【チケットお求め先チケットお求め先チケットお求め先チケットお求め先】】】】鎌倉芸術館チケットセンター、 
戸塚区民文化センターさくらプラザ、オンライン購入 e+ 

※チケットの当日販売を予定しております。 

第第第第 10101010 回記念回記念回記念回記念    戸塚ゴスペルコンサート戸塚ゴスペルコンサート戸塚ゴスペルコンサート戸塚ゴスペルコンサート    

「「「「SOULMATICS SOULMATICS SOULMATICS SOULMATICS ＆＆＆＆    市民クワイア」参加者募集市民クワイア」参加者募集市民クワイア」参加者募集市民クワイア」参加者募集    

プロのアーティストの指導を受けた区民が共に舞台で

歌う「戸塚ゴスペルコンサート」。昨年まで延べ 800 人

近くが、「市民クワイア」としてステージに立ち、大きな

感動を味わいました。今年は 10 回目の記念公演とし

て、過去の開催で最も人気の高かった SOULMATICS

（ソウルマティックス）が帰ってきます。ハートフル＆ソ

ウルフルな彼らの指導で、高らかに歌い上げましょう。 
 
【開催日時】【開催日時】【開催日時】【開催日時】11 月 29 日（土）16：00～ 

【会場】【会場】【会場】【会場】戸塚区民文化センター さくらプラザホール 

【練習日時】【練習日時】【練習日時】【練習日時】9 月 27 日、10 月 11 日、18 日、11 月 15

日（土）13:00～（2 時間程度） 

【練習会場】【練習会場】【練習会場】【練習会場】戸塚区総合庁舎 3 階 多目的スペース大他 

【定員】【定員】【定員】【定員】横浜市民で戸塚区に在住・在学・在勤の高

校生以上・95 人（多数時抽選） 

※未経験・初参加歓迎、幅広い年代層の参加を期待 

【費用】【費用】【費用】【費用】6500 円（練習全 4 回分＋教材費、参加費含む） 

【申込方法】【申込方法】【申込方法】【申込方法】住所、氏名（ふりがな）、電話番号、性

別、年齢を記入し、往復ハガキ（〒244-0805 戸塚

区川上町 91－1 ﾓﾚﾗ東戸塚 3 階 とつか区民活動

ｾﾝﾀｰ内ﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽ No.７ 戸塚ｺﾞｽﾍﾟﾙｺﾝｻｰﾄ実行

委員会）またはＥﾒｰﾙ（gospel_totsuka@yahoo.co.jp）

で申込み。8/15 必着 

【問合せ先】【問合せ先】【問合せ先】【問合せ先】戸塚ゴスペルコンサート実行委員会 

E メールまたは Tel 090-6004-2833 

子子子子ども寺子屋ども寺子屋ども寺子屋ども寺子屋    夏休み・歴史体験学習夏休み・歴史体験学習夏休み・歴史体験学習夏休み・歴史体験学習    

【日時】【日時】【日時】【日時】8 月 20 日（水）9：00 集合 12：00 頃解散 
※雨天決行。雨天時には座学主体となります。 

【集合場所】【集合場所】【集合場所】【集合場所】戸塚地区センターA 会議室 
【内容】【内容】【内容】【内容】『旧東海道・戸塚宿～おもしろ歴史探検』 
～歴史の町・とつか：見て・知って・楽しく学ぼう～ 
紙芝居：戸塚宿って、どんなところ /ウォーキング：戸
塚宿を歩こう（本陣～高札場～冨塚八幡～見付～な
ど） /グループまとめ：みんなで調べてみよう 
【定員】【定員】【定員】【定員】小学 4-6 年生 20 人。（保護者同伴可）多数時抽

選。落選者のみ 8/10 頃までに連絡。【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】300 円 

【申込方法】【申込方法】【申込方法】【申込方法】FAX かハガキに参加者全員の氏名、学
年、代表者の氏名と連絡先（電話番号か FAX 番号）、
「夏休み・歴史体験学習 参加希望」と記入し戸塚区
役所地域活動係へ（Fax 864-1933） 8/5 必着 
【主催・問合せ先】【主催・問合せ先】【主催・問合せ先】【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】【後援】【後援】【後援】戸塚区役所 

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 

MAIL  staff@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（有料） 

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

 

小学生向け講座小学生向け講座小学生向け講座小学生向け講座「身近な自然を学ぼう」「身近な自然を学ぼう」「身近な自然を学ぼう」「身近な自然を学ぼう」    

【日時【日時【日時【日時と内容と内容と内容と内容】】】】時間は全て 10：00～14：30 

8 月 17 日（日）自然と仲良くなろう（こども自然公園） 

10 月 19 日（日）自然を学ぼう（舞岡公園） 

11 月 16 日（日）自然と遊ぼう（俣野別邸庭園）    

【定員】【定員】【定員】【定員】小学 3-6 年生 35 人  （多数時抽選） 

【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】1500 円（全 3 回分） 
【申込方法】【申込方法】【申込方法】【申込方法】7/25 までに FAX かハガキで。住所、氏名

（ふりがな）、電話番号、FAX、学年、保護者同伴の有無

を記入し戸塚区役所地域活動係へ（Fax 864-1933） 

【主催・問合せ】【主催・問合せ】【主催・問合せ】【主催・問合せ】自然を学び隊  Tel 826-4415 昆野 


