
  

（1） 

とつか区民活動センター情報紙 

 

 

 

 

 

 

 

 
第６５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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年 9 月 1 日 

ゆめのたね 第 65 号 

 

【編集・発行】 

とつか区民活動センター 
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第５回とつかお結び広場プレイベント ～とつか柏尾川探検ツアー～ 

 

    

    

    

【日時】【日時】【日時】【日時】10 月５日（日）9:00～12:00 ※雨天中止 

【【【【集合場所集合場所集合場所集合場所】】】】戸塚区総合庁舎 3 階 区民広間 情報コーナー前 

【【【【対象対象対象対象】】】】柏尾川に興味のある方なら誰でも    

【定員】【定員】【定員】【定員】20 人  【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】無料 

【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。 

【協力【協力【協力【協力】】】】戸塚見知楽会・戸塚桜セーバー・みどりの学校 

 

下記は申込み不要、参加費無料。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】【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 

やりたいことみつける!! 

ボランティアの い・ろ・は 

 

「助けられ上手・助け上手カード」を使ってボラ

ンティアの世界をのぞいてみませか？ 

【日時】【日時】【日時】【日時】10 月 10 日（金）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。 

「とつカレッジ」公開講座 

ちょっと腕まくり！今、「農」がアツい！ 

 

地域の課題解決に大きく期待される､「農」。

様々な取組事例を通して、「農」のいやし効果

や仲間づくり、その可能性を分かりやすく紹介

します。 

【日時】【日時】【日時】【日時】10 月 9 日（木）10:00～12:00 

【場所】【場所】【場所】【場所】戸塚区総合庁舎３階多目的スペース(大) 

【講師】【講師】【講師】【講師】㈱地域計画研究所 代表 内海 宏氏 

【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】無料【定員】【定員】【定員】【定員】100 人（多数時抽選） 

【保育】【保育】【保育】【保育】２歳以上の未就学児・抽選 6 人 

 

【申込】【申込】【申込】【申込】9/22（月）必着。ハガキか FAX か

E メールに、講座名、〒住所、氏名（ふりがな）、

電話番号、FAX 番号、保育希望の場合は子ど

もの氏名（ふりがな）、性別、生年月、アレル

ギーの有無を記入し、〒244-0003 戸塚区戸

塚町 16-17 戸塚区地域振興課地域活動係へ。 

Tel：866-8416  Fax：864-1933 

メール：to-kouza@city.yokohama.jp 

 

【主催】【主催】【主催】【主催】戸塚区役所・・・・とつか区民活動センター 

戸塚を流れる柏尾川の歴史や桜並木、魚の観察や

戸塚の宝である貴重なミズキンバイなどの生態系

を探検します。 

【【【【コースコースコースコース】】】】柏尾川改修碑～柏尾川の魚観察

～ミズキンバイの観察～桜並木・樹精回復

～さくら橋～競馬場跡～吉田大橋～とつ

かお休み処    
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地域情報誌 

『ＣＯＴＯＷＮ（コッタウン）創刊号』 

発行します！ 

 

 

学生企画ボランティア

スタッフチーム「COT

（コット）」が、地域情

報誌を 9 月上旬に発行し

ます。 

 

「COT」は、10～20 代の学生が中心と

なり、地域と若者をつなぐという目的で活動

しています。発行にあたり、代表の明治学院

大学の今井さんにＰＲしてもらいました。 

 

『地域情報誌『地域情報誌『地域情報誌『地域情報誌 COTOWNCOTOWNCOTOWNCOTOWN～戸塚がとって～戸塚がとって～戸塚がとって～戸塚がとって

も好きになる～』も好きになる～』も好きになる～』も好きになる～』は、私たち COT のメンバ

ーが戸塚で魅力的だと感じたところを記事

にしています。テーマは“街と自然が調和す

る戸塚”です。この冊子を読むことで、若い

人がもっと戸塚に関心を持つようになり、若

い人の力でより地域が発展することを願っ

て作りました。皆さま、ぜひ手に取って戸塚

の魅力を再発見してください！ 

 

｢はじめての｣とつか区民活動センター 

  

 

モレラ東戸塚の３階にあるとつか区民活動セン

ター。存在は知っていました。しかし３階に立ち

入ったこともなく、具体的な活動内容もわかりま

せんでした。今回、３日間さまざまなイベントや

日常の業務の一部に触れる機会をいただいてなん

となくわかったこと…、それは『何かを始めたい

人のための場所である』ということでした。 

センターに来ると広報誌に載っていない情報も

手に入りますし、気になったことについての情報

も手に入ります。何かを始めたいと思った時のヒ

ントが手に入ります。（今回参加させていただい

たイベントも始めたい気持ちを次へとつなげるイ

ベントでした。）そして、なにより何かを始めた

いという人を応援しようと走り続けている職員の

方々がいます。ゴールのない活動を支えることは

大切なことでありながらも、 

大変であることは言うまでも 

ないと思います。 

「始めたい気持ちのお手伝い」 

このことが今回学んだ一番 

大きなことでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録団体の紹介  

 

25252525 周年記念例会を迎えた周年記念例会を迎えた周年記念例会を迎えた周年記念例会を迎えた        横浜横浜横浜横浜戸塚童謡の会戸塚童謡の会戸塚童謡の会戸塚童謡の会    

    

横浜戸塚童謡の会は平成 26 年 6 月 10 日、創立 25 周年記念例会を出席会員 440 名で開催しまし

た。当月指導担当の川端先生・上北先生と 14 曲の童謡を歌った後、25 周年記念コンサートとして、

バイオリンの尾花輝代允先生、ピアノの室谷章先生による素晴らしい演奏に会員一同感激のひと時を楽

しみました。 

横浜戸塚童謡の会は、日本の伝統「童謡」を歌い継ぎ、保存普及をはかり、地域住民に参加を呼び掛

け、童謡の輪を広げることを目的に戸塚公会堂で元気一杯歌っています。現在登録会員数 1,500 名、

毎月の例会には 400 名程度の会員が出席します。年間の皆勤者 139 名、精勤者（１回だけ休んだ者）

105 名という盛り上がった活動を続けています。 

ご年配の方は、過ぎし日を思い出しながら声を出す健康法

として、若い世代の方々には古典の日も定められた今日、日

本の伝統「童謡」を歌い継いで頂く為にご入会をお待ちいた

しております。 

 

開催日：毎月第 2 火曜日（８月を除く）午後 2 時から 

会 場：戸塚公会堂ホール 

入会金：1,000 円 例会参加費：1,000 円 / 回 

指導担当：川端清・上北進先生の組と長谷川侊二・竹川由紀乃先生の組（交互） 

連絡先：会長・川村孝  TEL 802-6844 

5 年経験者研修で当センターにいらした 

県立高校の先生から感想をいただきました!!

た！ 
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地域情報  東戸塚みんなの居場所 お茶の間♥楽間♥楽間♥楽間♥楽交 

 

＜だれもが気軽に楽しく交流できる場所＞ 

「子育て中」「高齢者」といった対象を絞った居場所とは別に、世代・立場を超えて誰もが気軽に訪れ

る居場所をつくりたい…私たちがこの東戸塚で長年地域活動に関わる中でずっと考えてきたことが、試行

錯誤を経て、ようやく形になりました。活動を理解してくださった方のご紹介で、ビルの一室をお借りす

ることができたのです。2014 年 7 月から 2017 年 6 月までの期間限定です。家賃や維持費の捻出など

課題は多々ありますが、3 年間の期間限定であることで、かえって見通しが立ち、活動しやすいと考えま

した。 

・親子連れも小中高生も若者も大人も年齢に関係なく、誰もがくつろげる場所。 

・普段の生活では出会うことのない、人・もの・ことに出会える場所。 

・それぞれが持っている力（特技・知識・情報・時間・お金・労力・ネットワーク等々）を活かせる場所。 

…“毎日が「だがしや楽校」！”そんな居場所をめざしています。 

 

＜こんな道具がそろっています＞ 

♥小箱ショップ・ギャラリー：自慢の手作り品の展示販売 

♥セルフドリンクコーナー：有機栽培紅茶やカプセル式コーヒー。 

地域のこだわりの食も日替わりで登場。 

♥お茶の間：セルフドリンク 1 杯利用で、食べ物・飲み物持ち込み OK。 

♥貸しスペース：10 人程度の集まりに（有料）。 

♥自主講座・イベント：地域の方を講師に講座・イベントを実施。 

 

ここでの新しい出会いや体験をきっかけに、まちで顔見知りが増え、あいさつしたり声を掛け合う機会

が増え、自然につながりが広がっていき、“まち中がみんなの居場所”となることを期待しています。 

お誘い合わせてお出かけ下さい。活動参加も大歓迎です。 

 

場所：戸塚区品濃町 514-6 ボヌール東戸塚 203 号（１F は常盤商店さん） 

開所時間：平日 10:00～17:00 

問い合わせ：080-6766-5241 ochanomagakko@yahoo.co.jp 

ブログ：http://blog.livedoor.jp/ochanoma203/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見たり聞いたりした舞岡のお話⑥  舞岡村にも寺子屋、教育熱心な村舞岡村にも寺子屋、教育熱心な村舞岡村にも寺子屋、教育熱心な村舞岡村にも寺子屋、教育熱心な村    

    

寺子屋ととととは、村民の子弟に読み書き計算などを教える民間の手習所です。戸塚区内では江戸時代、

戸塚町海蔵寺の筆子塚（墓碑）・正保 2（1645）年が一番古い筆子塚と云われております。 

舞岡にも年代が違いますが、寺子屋があったとわかる祠（記念碑）とお墓があります。一つは舞岡

八幡宮の本殿の右側に筆子中の祠（台座の正面に筆子中という刻銘）があり、文政年間 1820 年頃

のものとも言われています。一般に神社に寺子屋がある事は不自然と思われますが、「舞岡八幡宮も、

神仏混淆

こんこう

時代には東照寺という寺があった筈（但し詳細不明）なので、同宮に寺子屋があっても不思

議ではない。」と書かれる郷土史研究家もおられます。もう一つは長泉寺の墓地にある、寺子屋の師

匠をした僧侶のお墓（教え子達が立てたもの）です。長泉寺のお墓は享保６（1721）年、戸塚でも

古いものといわれており、これは舞岡が子弟教育面でかなり先進的であったことを示すものかもしれ

ません。 

江戸時代の舞岡村は戸数凡そ 75 戸（天保 14/1843 年には、戸数 75 戸、人口 462 人）、そ

の多くは農業で生計を立てていたと云われておりますが、舞岡村も古くから農民の子弟教育に大変熱

心な村であったと思われます。              （舞岡まちづくり塾 島谷健一） 
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情情情情    報報報報    掲掲掲掲    示示示示    板板板板    

第２回鎌倉文学館語りの会第２回鎌倉文学館語りの会第２回鎌倉文学館語りの会第２回鎌倉文学館語りの会    

第５回認知症サポーター養成講座第５回認知症サポーター養成講座第５回認知症サポーター養成講座第５回認知症サポーター養成講座    

認知症を正しく理解し、もし身近に認知症の

人がいた時にそっと見守る、そっと手助けを

する方が地域にたくさんいることを目指して開

講します。大切なご家族のために、自分自身

のために、そして地域の支えとなるべく、ぜひ

ご参加ください。 

 

【日時】【日時】【日時】【日時】9 月 9 日（火）12：30～14：30 

【場所】【場所】【場所】【場所】こまちカフェ（戸塚町 145-6 

奈良ビル 2 階）戸塚駅西口徒歩 7 分 

【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】無料 

【申込方法】【申込方法】【申込方法】【申込方法】氏名、電話番号、町名を明記の

上、FAX にて下記までお申込みください。 

【申込・問合せ先】【申込・問合せ先】【申込・問合せ先】【申込・問合せ先】Fax 829-0837 

「エフエム戸塚 ハグ・ザ・ライフ～生命を抱き

しめよう～」パーソナリティー相浦やよい宛 

【主催】【主催】【主催】【主催】ハグ・ザ・ライフ～生命を抱きしめよう

～チーム 

【日時】【日時】【日時】【日時】9 月 11 日（木）13:15～15:30 

【場所】【場所】【場所】【場所】鎌倉文学館（江ノ電 由比ヶ浜駅下車

徒歩７分） 

【内容】【内容】【内容】【内容】「宮沢賢治のふるさと イーハトーヴか

ら」  語り部：野口田鶴子 

・東日本大震災被災地 陸前高田からの手紙 

（聞き書き 戸羽京子） 

・やまなし、よだかの星、雨ニモマケズ（宮沢

賢治） 

【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】1000 円(事前予約要)  先着 30 人 

入館料 300 円は各自ご負担ください。 

【主催】【主催】【主催】【主催】カトレアの会 

【【【【申込申込申込申込・問合せ・問合せ・問合せ・問合せ先先先先】】】】Tel 090-9306-5267 渡 

Ｅメール hiroyukji@gmail.com 

チャリティコンサートチャリティコンサートチャリティコンサートチャリティコンサート    for for for for 国連国連国連国連 WFPWFPWFPWFP    

～飢餓の～飢餓の～飢餓の～飢餓のない世界をない世界をない世界をない世界をめざめざめざめざして～して～して～して～    

    

ドス・オリエンタレス ジャパンツアー2014 横浜特別公演 

 

【日時】【日時】【日時】【日時】9 月 20 日（土）14：00 開演 （13：30 開場） 

【場所】【場所】【場所】【場所】フォーラム（男女共同参画センター横浜）ホール 

【曲目】【曲目】【曲目】【曲目】ラ・パパ、デサフィナード、メリークリスマス・ミスタ

ーローレンス 他 

【主催】【主催】【主催】【主催】WFP 応援団 

【後援】【後援】【後援】【後援】国連 WFP 協会、tvk（ﾃﾚﾋﾞ神奈川）、フォーラム 

【チケット料金】【チケット料金】【チケット料金】【チケット料金】2000 円（全席自由） 

【チケット購入方法】【チケット購入方法】【チケット購入方法】【チケット購入方法】通信欄に①チケット枚数②郵便番号

③住所④名前(ふりがな)⑤電話番号をご記入の上、代金

を下記にお振り込みください。 

郵便振替口座 ： 00200-7-132371 

口座名称 ： WFP 応援団 

ご入金の確認でき次第、ハガキにて領収のご連絡を差し

上げます。当日ハガキをお持ちください。 

※この公演の収益は国連ＷＦＰに寄付されます。 

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 

シェイクスピア生誕シェイクスピア生誕シェイクスピア生誕シェイクスピア生誕 450450450450 周年周年周年周年記念記念記念記念    語り＆コンサート語り＆コンサート語り＆コンサート語り＆コンサート    

【日時】【日時】【日時】【日時】9 月 28 日（日）13:15～ (開場：12：45） 

【場所】【場所】【場所】【場所】戸塚区民文化センター さくらプラザ リハーサル室 

【内容】【内容】【内容】【内容】第 1 部：新作「十二夜」発表会～ドラマティック・リ

ーディング～        演技者 瀬沼達也    

第 2 部: シェイクスピアの韻文―レシテーション 

”人生という舞台”（「お気に召すまま」）と“ソネット詩集” 

原文のレシテーション 古野浩昭、増田晃一 

日本語の語り 増田美穂（ストーリーテラー） 

コンサート：バレエ音楽「ロミオとジュリエット」より～モンタ

ギュー家とキャピュレット家～、「The Lark Ascending - 

揚げひばり」  

 賛助出演 Violin 岩下知子、Piano 伴奏 大場智子 他 

【【【【入場料】入場料】入場料】入場料】1500 円（要事前申込み）  ※経費を除き東日

本震災被災者支援活動団体へ寄付いたします。 

【主催】【主催】【主催】【主催】湘南シェイクスピアの森 

【【【【申込申込申込申込・問合せ・問合せ・問合せ・問合せ先先先先】】】】Tel 090-9306-5267 渡 

Ｅメール hiroyukji@gmail.com 


