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第６8 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

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。

やりたいことみつける!!

ボランティアの い・ろ・は
ボランティア活動を始めたいと思っている方向け
の気軽な集まりです。
【日時】1
【日時】 月 10 日（土）10:00～11:30
【場所】フレンズ戸塚
【場所】
【申込】来館、電話、FAX、E
メールにて、当セン
【申込】
ターまでお申込みください。

愛・あむ・クラブ
アクリルたわしを編みながら交流
【日時】毎週木曜
10:00～12:00
【日時】

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】

パソコンワンポイントアドバイス
ミニコンサートカフェ

布の手作り

紙芝居

生きる勇気が湧いてくるお話を、布の手作り紙芝居
で上演します。参加費無料、申込み不要。お気軽に
お越しください。
【日時】12
月 21 日（日）
【日時】
12:15～12:45
【場所】とつか区民活動センター
【場所】

パソコン操作で困ったときの相談室
【日時】毎週金曜
13:30～16:00
【日時】

第 26 回区民が語らう広場

昭和と演歌を熱く語ろう！
【日時】12 月 26 日（金）17:00～18:00
き らくかい

【主催】聴
【主催】 楽会

センター事業のご報告
～とつかお結び広場プレイベントを開催しました～

「活動紹介カード作成講座」

みんなで楽しむけん玉 「けん玉道入門」

11 月７日（金）自分達の活動を紹介
する名刺サイズのメッセージカードを作
る実践講座を開催しました。参加者には
あらかじめどんなカードを作るかを考え
てきていただき、早速カード作成にのぞ
みました。とつかパソコン交流会のメン
バーが講師となって、きめ細かい指導で
全員完成。個性豊かで素敵なカードが出
来上がりました。

11 月 8 日（土）は肌寒い曇り空でしたが、幼稚園児
から 80 代まで幅広い年代の方々が、けん玉という同じ
目的でセンターに集まりました。
「けん玉倶楽部 球翔（きゅうと）」
のご協力により、新しい技や球翔
認定級へのチャレンジなどで盛り
上がり、熱気に包まれました。
とつかお結び広場でも、けん玉
チャレンジありますよ！

「第 5 回とつかお結び広場」は 12 月 7 日（日）10:00～16:00 戸塚区総合庁舎 にて開催します。
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ボランティア活動きっかけ講座
11 月 15 日（土）、ボランティア活動きっかけ講座を開催しました。 「ここから人生がおもしろい！
わくわくリスタート！」というテーマで、地域で活躍している男性二人からお話をうかがいました。
活動を通じて大切だと気づい
たことを具体的に話してくだ
さった宜保さん。

たまたま参加者全員が男性でした。
みなさんメモをとりながら、熱心に
お話を聞いていました。

「たて」のつながりではなく「よこ」
のつながりを大事にしていると話
された坂佐井さん。最後にお得意の
手品も披露していただき、一同、目
をパチクリ！

コーディネート報告

つなげた

輪

みんなの

和

「手作りおもちゃとかるたの広場」で 世代間交流♪
スポーツ・レクリエーションフェスティバル 2014 へ参加
10 月 19 日(日) 戸塚スポーツセンターで開催されたスポーツ・レ
クリエーションフェスティバル 2014 に、学生企画ボランティアチ
ームＣＯＴ（コット）が「手作りおもちゃとかるたの広場」という企
画で参加しました♪
かるた大会には、たくさんの子ども達が参加してくれ、「とつかか
るた」を読み上げる度に歓声があがり、大賑わいでした。
手作りおもちゃ教室では、身近にある物をちょっとした工夫で動きのあ
るおもちゃに変身させていく工程に、子ども達は興味しんしん、出来上が
ったおもちゃに大喜びでした。折り紙教室では、とくに九州のキャラクタ
ー「くまもん」の折り紙が大人気。子供達もお母さん達も一緒に楽しめた
企画になりました。
かるた、折り紙や手作りおもちゃなど日本古来の遊びを通じて、世代を
超えた共通の感覚をわかちあうことができました。

見たり聞いたりした舞岡のお話⑨

電 気 が通 った日

昔、電気は一日中ついているわけではなかったそうです。夜になると電気が
つきましたが、朝になると消されてしまうようになっていました。電気が引かれ始めたころは、営
業所で朝晩電気のスイッチを入れたり切ったりしていたそうです。神奈川県での電力供給は明治
23/1890 年から始まっています。明治 23 年 2 月に発電所を設置し、9 月には電球電線の工事終
了、10 月から営業を開始したのが横濱共同電燈（後に横濱電氣と改称）。横濱電氣の沿革に依る
と、日暮れから真夜中迄つくのが半夜常燈、日暮れから翌朝までつくのが終夜電燈、時間制限（不
定期）の三通りの供給方法があり、横浜の多くは半夜常燈だったそうです。
舞岡村では大正 12 年 5 月頃（大震災前）に、はじめて電灯がつくようになりました。「電灯は
10Ｗ電球が１軒に１灯だったので、コードを長—くして家の中を持ち歩いた」（古老の話）そう
です。村人たちは自分の家に何時つくのか、今か今かと家を出たり入ったりして待ったそうです。
なお、この年の関東大震災により、川上村では倒壊家屋が 85.8％に及び、舞岡村でもほとんど
の家屋が倒壊しました。
（舞岡まちづくり塾 島谷健一）
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地域情報

行ってみよう！参加してみよう！

わくわくなんか面白そう！！ 「ふらっとステーション・とつか」
ふらっと自由に立寄れ、多様な人が集い、出会いがある『みんなの居場所』
～「ふらっとステーション・とつか」は、3 月のオープン以来、地域のたく
さんの方にご利用いただいています。
・コミュニティカフェ･･･ 日替わりランチ（500 円）、軽食の提供
・レンタル会議室･･･ 学習会、ダンスレッスンなど使い方いろいろ 800～1500 円/1H
・レンタルギャラリー･･･ 絵画や写真などの作品展に 5000 円/2 週間単位
・しあわせ小箱（レンタルショップ）･･･ 手作り品などの委託販売 1500～2500 円/１ヶ月単位
★「楽しむ・遊ぶ・学ぶ・知る・健
「楽しむ・遊ぶ・学ぶ・知る・健康・交わる」企画
「楽しむ・遊ぶ・学ぶ・知る・健康・交わる」企画
手づくりカフェ、歌声カフェ、シネマカフェ、みんなの朗読、健康ストレッチダンス、ふらっとパソコン
道場、男とつか会（男の交流会）、ミニツアー、料理教室、コンサートカフェ、手づくり市場、フリーマー
ケット、戸塚映像シリーズ…など。

★「応援・支援」企画
子育て応援の「おやこひろば」「えほんのとびら」、街の商店が講師となる「街ゼミシリーズ」、テーマ
に沿って語り合う「つながりカフェ」、就労応援講座、震災・防災講座シリーズ･･･など。
様々なイベントや講習会を開催しています。ぜひいらしてください。
『みんなの居場所』を一緒につくる
ボランティア募集中！！

今月の『ふらっとコンサートカフェ』
『ふらっとコンサートカフェ』には、
『ふらっとコンサートカフェ』
南区弘明寺で「誰にとっても居心地のいい居場
所」をつくっている「ねこの手ハウス」のみなさ
んが登場！ギター、バイオリン、三味線、空き缶
胡弓＆ギター、歌声カフェなど。参加費無料です。

【日時】12
月 13 日（土）14:30～16:30
【日時】

ふらっとステーション・とつか
オープン時間：10:00～17:00
定休日：木曜日
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

――――◇◆◇――――――――◇◆◇――――――――◇◆◇――――
学びたい人、教えたい人、場を提供する人、３者が集う！

第２回 まちカフェ in 戸塚「趣味活」
【日時】１月 24 日（土）10:00
日（土）10:00〜
10:00〜16:00
【場所】戸塚区総合庁舎３階
多目的スペース（大）
【場所】
入場無料（予約不要）
※平成 26 年度とつか夢結び応援事業

後援：戸塚区役所

「趣味活」は、美術・音楽・演芸などのアート系趣味の教室やサークルで学びたい人・教えたい人・
場を提供する人が一同に会して“さがす・交流する・相談する”「お見合いの場」です。自分に合いそ
うな趣味やサークルをさがしている人におすすめです。先生とティーパーティーでの情報交流会（コー
ヒー無料、クッキー200 円）や、先生の作品展示・ステージ発表、地区センターや場を提供するコミュ
ニティーカフェ情報、セミナーとゲストショーなど情報満載！ お気軽にお越しください。
とつかアートプロジェクト(TAP)は、美術・音楽・芸能を楽しんでいる自称アーティストとアート志
向のコーディネーターやサポーターが集まり、アートを軸にまちおこしを展開する会員制任意団体です。
【主催】とつかアートプロジェクト
http://totsuka-ap.net
【主催】
【問合せ先】亀谷
Ｅメール：susumu@ga2.so-net.ne.jp
【問合せ先】亀谷（かめがい）進 Tel：090-2543-1320
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情 報 掲 示 板
横浜戸塚童謡の会 クリスマス＆新春イベント

戸塚宿七福神巡りのご案内

横浜戸塚童謡の会は毎月第 2 火曜日の午後 2 時か
ら、戸塚公会堂ホールで童謡を歌う会を開催していま
すが、下記のとおり特別企画を計画しました。皆様の
ご参加をお待ちいたしております。

本年１月にスタートした戸塚宿七福神めぐりは、8 日
間で 1200 名を超える方々にご参加いただきました。
健康づくりを兼ねてお参りに行かれてはいかがでし
ょうか。新年をハッピーに迎えましょう！

★クリスマス例会 12 月 9 日（火）14:00～16:00
長谷川・竹川先生のご指導で童謡を歌った後、横浜グ
リークラブの皆様のコーラスを聴きます。

【日時】1
【日時】 月 4 日（日）～12 日（月）10：00～16：00
【参画寺院】戸塚駅よりおすすめルート順
【参画寺院】
妙秀寺（弁財天）→宝蔵院（毘沙門天）→来迎寺
（寿老人）→雲林寺（恵比寿）→清源院（毘沙門天）
→高松寺（大黒天）→海蔵院（布袋尊）→親縁寺
（福禄寿）

★新春例会 1 月 13 日（火） 14:00～16:00
新年を寿ぎ国際的な活躍を続けている二十五弦箏奏
者・中井智弥氏をお招きしての特別演奏会に続き、川
端・上北先生のご指導で、初春の童謡を歌います。

【主催】戸塚宿七福神推進協議会
【主催】
【問合せ先】櫻井 Tel 895-0357、小川 Tel 862-2931
【後援】戸塚区役所
【後援】

【場所】戸塚公会堂ホール
【場所】
【参加費】入会金
1000 円（初回のみ）
【参加費】
例会 1000 円/回
【主催・問合せ先】横浜戸塚童謡の会
【主催・問合せ先】
会長・川村孝 Ｔｅｌ 802-6844

「コラボでフォト川柳展」の写真募集

第 15 回岩崎学園チャリティーバザー
バザーの他、岩崎学園各校によるゲームやマッサー
ジ、スイーツデコレーション作り、盲導犬によるデモン
ストレーション等もあります。バザーの収益はあしなが
育英会や日本介助犬協会等に役立てます。地域の皆
様からの献品と、ご来場をお待ちしています。
【日時】
【日時】12 月 20 日（土）10:00～14:00
【場所】岩崎学園
横浜リハビリテーション専門学校
場所】
(JR 東戸塚駅東口徒歩 3 分)
【献品期間】～12
月 15 日(月)まで
【献品期間】
【問合せ先】本間・小林
Ｔｅｌ 826-7550
【問合せ先】

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。

こ

「フォト夢とつか」は戸塚では初めての試みとなる
「コラボでフォト川柳展」を開催します。募集した写
真を見て、川柳を戸塚川柳協会の協力で詠んで貰
い、写真と川柳を組み合わせた創作品「フォト川柳」
を作ります。ご応募お待ちしています。
【応募要領】テーマは自由。面白い川柳が詠めるよ
【応募要領】
うな写真を期待します。（合成・加工作不可）
戸塚区民および戸塚に関わりのある方。
【応募方法】サイズは
A-4 判１点（白縁つき）に２Ｌ判
【応募方法】
１点を１組とする。
【募集点数】 60 点
【出品料】１組
500 円（１人 2 組まで）
【出品料】
【受付日】1
【受付日】 月 27 日（火）、28 日（水）13：00～17：00
【受付場所】戸塚区総合庁舎 3 階多目的スペース(小)
【展示期間】3
【展示期間】 月 17 日（火）～3 月 23 日（月）
【展示場所】さくらプラザギャラリー
【展示場所】
【主催･問合せ】フォト夢とつか
【主催･問合せ】
岩﨑清志 Ｔｅｌ 090-6165-6015
【後援】戸塚区役所、さくらプラザ
【後援】

こ

地域から広がれ！
みんなのワ（和・輪）

至横浜
JR

西口

モレラ
東戸塚３Ｆ

オーロラ
モール

〒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

東口

運営：NPO 法人くみんネットワークとつか

交通のご案内

とつか区民活動センター
東戸塚駅

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。
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※色紙セット 1000 円を妙秀寺、宝蔵院、親縁寺で販売

至戸塚

開 館 時 間 ：火～金曜日 午前 9 時～午後 9 時
JR 東戸塚駅西口から徒歩 1 分
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） 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）

