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第３回防災講座 

“一次持出し品って何？” 
 

地震に正しく冷静に立ち向かうために、

災害時の非常持出し品、備蓄品について学

びながら、みんなで話し合おう！ 
 

【日時】【日時】【日時】【日時】12 月 18 日（木）10:00～12:00 

【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】11/11（火）から電話、来館にて

受付。先着 20 人。 

【主催】【主催】【主催】【主催】チーム・想いをカタチに 

【協力】【協力】【協力】【協力】とつか区民活動センター 

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】12 月 10 日（水）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、ファクス、E メールで受付。 

ミニコンサートカフェ ♪ゴスペル♪  
【日時】【日時】【日時】【日時】11 月 29 日（土）12:15～12:45 

「Tea Harmony」の歌声をお楽しみください！ 

戸塚のボランティア活動、市民活動、生涯

学習活動をわかりやすく紹介します！ 

気軽に参加して地域の様々な活動にふれ

てみませんか？ 

人と人、人と地域を結ぶイベントです。 

みなさまのお越しをお待ちしています！ 

第 5 回 広げよう みんなでつなぐ 未来の輪 

【日時】【日時】【日時】【日時】12121212 月月月月7777 日（日）日（日）日（日）日（日）10:0010:0010:0010:00～～～～16:0016:0016:0016:00（開場（開場（開場（開場 9:309:309:309:30））））    
    

【場所】戸塚区総合庁舎【場所】戸塚区総合庁舎【場所】戸塚区総合庁舎【場所】戸塚区総合庁舎    3333ＦＦＦＦ////区民広間・多目的スペース・さくらプラザギャラリー区民広間・多目的スペース・さくらプラザギャラリー区民広間・多目的スペース・さくらプラザギャラリー区民広間・多目的スペース・さくらプラザギャラリー    

アートコリドー・アートコリドー・アートコリドー・アートコリドー・戸塚駅西口駅前デッキ戸塚駅西口駅前デッキ戸塚駅西口駅前デッキ戸塚駅西口駅前デッキ    ※ギャラリーは 12/3（水）13:00～ 

活動団体パネル活動団体パネル活動団体パネル活動団体パネル・作品展示、体験コーナー・作品展示、体験コーナー・作品展示、体験コーナー・作品展示、体験コーナー    

映像上映、映像上映、映像上映、映像上映、パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス    

福祉施設販売コーナー福祉施設販売コーナー福祉施設販売コーナー福祉施設販売コーナー、お休み処、けん玉大会、お休み処、けん玉大会、お休み処、けん玉大会、お休み処、けん玉大会    

＜＜＜＜特別展：とつか柏尾川物語、とつか自慢特別展：とつか柏尾川物語、とつか自慢特別展：とつか柏尾川物語、とつか自慢特別展：とつか柏尾川物語、とつか自慢＞＞＞＞    

主催：とつかお結び広場運営委員会、とつか区民活動センター 

後援：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会 

雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行    



とつか区民活動センター情報紙 ゆめのたね 第 67 号     

（2） 

 
 

センター事業のご報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーディネート報告    つなげた 輪 みんなの 和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本舞踊でボランティア 
 

日本舞踊を通して体力づくりや伝統

文化の紹介のボランティアを希望する

方に、老人ホームの敬老会に出演いただ

きました。 

「黒田節」や「いい日旅立ち」など親

しみやすい曲に合わせた踊りは、さすが

師範の動きと見とれました。あわせて元

アナウンサーの方に進行役をお願いし

ましたが、私たちには接することが少な

い日本舞踊について、上手に聞き出して

くださいました。約 60 人のお年寄りの

方々は、音楽にあわせて自然に体が動

き、一緒に楽しんでおられました。 

今年も福島のクマさんに 
どんぐりを！ 

 
YMCA 東とつか学童クラブの子ども

たちが、福島県会津若松市の「生物多様

性調査研究所：くまんち」に、クマが食

べるどんぐりをプレゼントしました。こ

のプレゼントは2011年の東日本大震災

後から 4 回目、今年は 109 名の子ども

たちが、くまの絵のついた大きな箱いっ

ぱいに集めてくれました。 

贈呈式では神奈川県地球温暖化防止活

動推進員の方から生態系のつながりや絶

滅危惧種のお話があり、子どもたちはど

んぐりを集めることが、地球環境に役立

っていることも理解できたようです。 

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 
パソコン操作で困ったときの相談室 

【日時】【日時】【日時】【日時】毎週金曜 13:30～16:00 

 

第 25 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】11 月 28 日（金）17:00～18:00 

【主催】【主催】【主催】【主催】聴
き

楽会
らくかい

 

 

学校・地域コーディネーター交流会を開催しました 
 

9/24（水）、戸塚区

総合庁舎の多目的スペ

ースにて第 7 回戸塚区

学校・地域コーディネー

ター交流会を開催しま

した。この交流会は、 

戸塚区内で活動する学校・地域コーディネーターの

方々の情報交換や各関係機関からの情報提供など、

顔の見える関係づくりを目的に実施しています。 

今回は、学校と保護者と地域とのネットワークづ

くりの事例紹介、“子ども達の豊かな学び”のため

の教育支援プログラムの紹介、6 月に実施されたコ

ーディネーターフォーラムの報告、各自の活動報告

を行いました。 

意見交換や交流を通して、学校・ 

地域で活動していく上でのヒントを 

持ち帰っていただきました。 
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戸塚区福祉保健活動拠点フレンズ戸塚 開所 15 周年記念事業のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録団体の紹介  
 

日本けん玉協会戸塚支部日本けん玉協会戸塚支部日本けん玉協会戸塚支部日本けん玉協会戸塚支部    

けん玉倶楽部けん玉倶楽部けん玉倶楽部けん玉倶楽部    球球球球
きゅう

翔翔翔翔
と

    
 

コンニチワ、球翔代表の中村（通称シゲさん）

です。この倶楽部は今年の 4 月にスタートしたば

かりの倶楽部だぜ。なんせ、思いつきと勢いで作

った倶楽部なもんで、まだたいした活動はしてな

いんだけどね。 

倶楽部の目指すところは、けん玉を単なる遊び

として捉えるだけではなく、心、体、頭を鍛える

スポーツとして、年齢、男女、国籍を問わず、沢

山の人達に楽しんでもらえたらいいかな、なんて

思ってんだけど、将来的にはいろんな施設を回っ

て、けん玉の魅力（集中力、バランス力、脳の活

性化、リハビリ等）を伝えて行こうかな、なんて

かっこいい事を考えてる倶楽部だぜ。 

現在はたまにけん玉教室を開いたり、月 1 回程

度の練習会を行って、倶楽部員の腕を磨いてる最

中だ。なんせ、けん玉を握るのが初めてのおっさ

んやおばさんばっかりで、ドタバタしてるけど、

みんな額に汗して楽しくやってますよ。 

もしこんな倶楽部でけん玉をやって遊びたい?

人がいましたら、ぜひ入会してください。お子さ

んも大歓迎です。入会費はありません。 

一緒に脳と身体を鍛えようぜ！ 
 

連絡先：中村茂樹 

E メール：shigekix.50.1.02@ab.auone-net.jp 

 
見たり聞いたりした舞岡のお話⑧ 

 

東慶寺領：舞岡東慶寺領：舞岡東慶寺領：舞岡東慶寺領：舞岡    
 

小田原北条三代氏康が永緑 2/1559 年に編

纂させた『小田原衆所領役帳』で、舞岡村は鎌

倉東慶寺の寺領だったことがわかります。しか

しこの頃舞岡の検地は、寺領が故に行なわれな

かったとも言われています。 

小田原北条氏は天文 18/1549 年には、舞岡

が寺領なるが故に、前岡（＝舞岡）の郷、野葉

（＝野庭）の郷の百姓衆に宛てて、郷中に小鳥

取り（小鳥をとる職人）が無断で入ることがな

いよう見張り、もし入るものがあれば小田原へ

報告するよう命じております。元亀 2/1571 年

には、舞岡郷百姓衆に主取り（勝手に殿様を乗

り替えること）をしてはならない旨の禁止令を

だして、もしおきてにそむくような不心得の者

が居たら小田原に訴えるように命じています。 

天正 2/1574 年、北条氏四代氏政が舞岡郷検

地を行い、新たに増えた分は東慶寺に寄進して

います。これは北条氏が東慶寺を重視していた

ことを示すものでしょう。天正 14/1586年に

は舞岡郷は北条家に対して、當郷は東慶寺領な

るが故に不入の地であることを強調し、免税や

立ち入りの拒否を主張した文書も残っているそ

うです。  （舞岡まちづくり塾 島谷健一） 

ボランティア・フォーラム・とつか 

～フレンズ戸塚の過去(はじまり)、現在(いま)、そして未来(あした)へ～ 
 
ボランティア活動、地域活動、市民活動をしている方、関心のある方、是非ご参加ください！ 

【【【【日時】日時】日時】日時】11 月 29日（土）13:00～16:30（12:30～受付） 

【場所】【場所】【場所】【場所】フレンズ戸塚（戸塚駅西口徒歩 10 分） 
    

★★★★第 1 部 開会式、シンポジウム 
シンポジスト、会場のみなさんとともに、フレンズ戸塚、ボランティア活動、 

市民活動の 15 年をふりかえります。 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：星槎大学准教授・横浜国際福祉専門学校顧問 豊田宗裕氏 

★第 2 部 グループディスカッション 
グループにわかれ、参加者それぞれの活動をふりかえりながら、 

これからの戸塚のまちの未来図を描きます。 

★第3部 発表と講評    

★交流会 ※交流会のみの参加も可能です。参加費（300 円）あり。 
 

【【【【定員定員定員定員】】】】60 人（先着） 

【【【【申込・申込・申込・申込・問合せ先】問合せ先】問合せ先】問合せ先】ボランティア･フォーラム･とつか実行委員会事務局 

Tel 866-8434 Fax 862-5890 

 

“フレンズ戸塚まつり” 
も開催！ 

11111111 月月月月 30303030 日（日）日（日）日（日）日（日）    

10:0010:0010:0010:00～～～～15:0015:0015:0015:00    

☆ステージ発表 

☆子ども向けゲームコーナー 

☆被災地復興支援コーナー 

☆模擬店販売 
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情情情情    報報報報    掲掲掲掲    示示示示    板板板板    

フォトサークルフォトサークルフォトサークルフォトサークル 151A151A151A151A 写真展写真展写真展写真展    

第２回第２回第２回第２回とつか歴史講演会とつか歴史講演会とつか歴史講演会とつか歴史講演会「戸塚町の近代史」「戸塚町の近代史」「戸塚町の近代史」「戸塚町の近代史」    

～戸塚町が誕生してから 

横浜市と合併して戸塚区になるまで～ 
 

【日時】【日時】【日時】【日時】12 月 17 日（水）14：00～16：00 

【場所】【場所】【場所】【場所】戸塚地区センター 会議室 A 

【講師【講師【講師【講師】】】】横浜市史資料室調査研究員 松本洋幸氏 

【定員】【定員】【定員】【定員】50 人 多数時抽選  【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】500 円 

【申込方法】【申込方法】【申込方法】【申込方法】往復ハガキ（1 枚で 2 人まで）で、氏名、

住所、電話番号、「12 月 17 日とつか歴史講演会

参加希望」と記入し下記へ。11/30（日）必着。 

【宛先】【宛先】【宛先】【宛先】〒244-0003 戸塚区戸塚町 16-17 戸塚区

役所地域活動係 

【主催【主催【主催【主催・問合せ先・問合せ先・問合せ先・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 

今年１月に発足した、写真同好会フォトサークル

151A（いちごいちえ）の第 1 回目の写真展を開催

します。当会はデジタル写真を趣味とする同好会

で、技術の向上を目指すとともに会員相互の親睦

を図り、人と人との縁を大切にすることを目的に

活動しています。今回の写真展では、主に戸塚区

内在住の会員 18 人が風景などを撮影した作品約

40 点を展示します。是非ご来場ください。 
 

【日時】【日時】【日時】【日時】11 月 25 日(火)～30 日（日）10：00～17：00 

（最終日は～16：00） 

【場所】【場所】【場所】【場所】戸塚センター1 階（戸塚図書館前ロビー） 

【主催】【主催】【主催】【主催】フォトサークル 151A 

【問合せ先】【問合せ先】【問合せ先】【問合せ先】Tel 823-2098 中井 

歌声の集い歌声の集い歌声の集い歌声の集い    頬笑頬笑頬笑頬笑ほゝえみほゝえみほゝえみほゝえみ    

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！ 

（赤とんぼ、赤い靴、誰よりも君を愛す 他 全23 曲） 
 

【日時】【日時】【日時】【日時】11 月 25 日（火）14：00～（開場 13：30） 

【場所】【場所】【場所】【場所】サンハート音楽ホール（相鉄線二俣川駅） 

【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】500 円（施設使用料等）【主催】【主催】【主催】【主催】楽団ＧＨＱ 

【申込方法】【申込方法】【申込方法】【申込方法】前日までに電話予約。先着 100 人。 

【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 715-4074 山藤（さんどう） 

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
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センターからのお知らせ 
12 月 7 日（日）は「とつかお結び広場」

開催のため休館致します。 

横浜メールクワイア横浜メールクワイア横浜メールクワイア横浜メールクワイア    ミニコンサートミニコンサートミニコンサートミニコンサート    

東戸塚で生まれた男声合唱団が『横浜ラポール

芸術市場』のオータムコンサートに出演し、「ふる

さと」「夢で逢いましょう」「最上川舟歌」など 7 曲を

歌います。入場無料です。ぜひお越しください。 
 

【日時】【日時】【日時】【日時】11 月 30 日（日）14：30～15：00 

【場所】【場所】【場所】【場所】横浜ラポール ラポールシアター（新横浜

駅下車徒歩 10 分、無料送迎バスもあり） 

【【【【問合せ先】問合せ先】問合せ先】問合せ先】Tel 823-9053 うるし崎 

心のおはなし会心のおはなし会心のおはなし会心のおはなし会    

カウンセラーが伝える「大切な人の相談のききか

た！」お気軽にご参加ください。 

【日時】【日時】【日時】【日時】11 月 12 日（水）19：00～20：30 
【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】500 円（中学生以下無料） 

【主催・申込み先】【主催・申込み先】【主催・申込み先】【主催・申込み先】心のおはなし会 村田 

Tel 090-6038-2387 

E メール himitukichi.room@gmail.com 


