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第７０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

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
思っている方のための、気軽な集まりです。
【日時】3
【日時】 月 10 日（火）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
【申込】

とつかお結び広場

出展ありがとう！パネル展

昨年 12 月に開催した「とつかお結び広場」の出展
団体の活動紹介パネルを展示します。身近な地域での
さまざまな活動を知っていただくチャンスです。
【日時】2
【日時】 月 20 日（金）13:00～
3 月 13 日（金）12:00
【場所】戸塚区総合庁舎
3 階アートコリドー
【場所

ミニコンサートカフェ ～ベリーダンス～
Gold Mayya（ゴールドマイヤ）の華麗な舞いをお
楽しみください。
【日時】2
【日時】 月 22 日（日）12:15～12:45
【場所】とつか区民活動センター
【場所】

市民活動・生涯学習活動・
ボランティア活動のための

助成金講座

助成金とは何かをわかりやすく説明し、
難しいと思われがちな申請書の書き方をア
ドバイスします。
講師：日本財団 ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部
事業企画チームリーダー 田代純一氏
【日時】3
【日時】 月 5 日（木）13:30～16:30
【場所】戸塚区役所
8 階 大会議室 A
【場所】
【定員】25
人
【定員】
【申込】2/11（水）から来館、電話、
【申込】
FAX、E メールにて先着順申込み

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】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】

市民活動体験バスツアー
戸塚周辺で地域の居場所づくりに取り組んでいる
４つの施設を、マイクロバスでまわります。
【日時】3
【日時】 月 3 日（火）9:30～15:30
【場所】
【場所】戸塚区総合庁舎 3 階 情報コーナー集合
共働舎→ふれあい広場よつば→
ふらっとステーションとつか（昼食）→とっとの芽
→とつか区民活動センター
【参加費】500
円
【定員】20
人
【参加費】
【定員】
【申込方法】2/11（水）から来館、電話で先着順
【申込方法】

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】毎週金曜
13:30～16:00
【日時】

第 28 回区民が語らう広場

昭和と演歌を熱く語ろう！
【日時】2 月 27 日（金）17:00～18:00
き らくかい

【主催】聴
【主催】 楽会
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とつかのおもちゃ箱 vol.9

“おみせ”でふれあい だがしや楽校！

チビッコから大人までが得意なこと、好きなことをみせる“おみせ”を出します。工作やゲーム、
食べ物の販売、発表などなど、内容はさまざま。話してみなけりゃわからない、聴いてみなけりゃ
わからない。おみせでうまれるおしゃべりで、今日からみんなオトモダチ！
※出店申込みは終了しています。
9:45 ごろからオープニングイベントを予定。
【日時】3
【日時】 月 7 日（土）10:00～15:00
【会場】横浜市立川上小学校（戸塚区秋葉町
203-2）
※お車での来場はご遠慮ください。
【会場】
【持ち物】上履き、上履き入れ、お買い物用の小銭、暖かい服装
【持ち物】

【主催】とつかのおもちゃ箱実行委員会
【主催】
【共催】川上小学校放課後キッズクラブ（ＮＰＯ法人
教育支援協会）
【共催】
「保護者のつどいの場づくりモデル事業」
東戸塚みんなの居場所「お茶の間♥楽交」
【協力】横浜市立川上小学校
とつか区民活動センター ほか
【協力】

コーディネート報告

つなげた

輪

みんなの

会場内の“おみせ”で
お手伝いをすると
会場内で使えるお金
“とぷれ”が
もらえるよ！

和

つながるボランティア
昨年 11 月に、東戸塚周辺の高齢者施設から「サンタクロースのちぎり絵
づくり」のお手伝いをしてくれる方を探しているとご相談があり、当センタ
ーの活動団体から４名の方が手を挙げてくれました。
サンタクロースの洋服は折り紙を手でちぎったものです。施設で栽培した
木から採った綿を髭や帽子などに使い、大きな紙に貼っていきます。楽しく
お話をしながらの作業は、時間がたつのを忘れるほどでした。
完成後、一人のボランティアさんがオカリナの演奏を披露しました。クリ
スマスソングをまじえて３～４曲。オカリナの音色に合わせて、みんなで歌
い、楽しいひと時を過ごしました。
２か月後、思いがけないことに、この高齢者施設からボランティアさんの
所属するグループに出演依頼がありました。一回で終了と思っていたのが、
次のボランティアへ続いていく。これからもつながっていくと良いですね。

「とつかお結び広場」でつながった縁
医療生協かながわが、柏尾川沿いのウォーキングを開催す
ることになり、当センターに、柏尾川のガイドを紹介してほ
しいとのご依頼をいただきました。戸塚見知楽会と戸塚桜セ
ーバーに相談したところ、ちょうど当日に開催の「とつかお
結び広場」に特別展「とつか柏尾川物語」があることから、
まずはその展示をみていただくことになりました。
約 20 名の参加者は、柏尾川の自然や歴史に関する説明に、
熱心に耳を傾けたあと、ウォーキングに出発されました。
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地域情報

あそびの広場「俣野公園プレイパーク」

1 月 10 日（土）に「俣野公園プレイパーク」へ行ってきました。プレイパークとは“自分の責任で自
由に遊ぶ”をモットーに子ども達が主体的に遊ぶ場です。子どもたちの遊び場創りを推進し、遊びの大切
さを多くの人に知ってもらいたいと活動している特定非営利活動法人横浜にプレイパークを創ろうネッ
トワーク（ＹＰＣネットワーク）が応援しています。
訪れたこの日は、どんど焼きをやっていました。自分たちが持ってきたウィンナー、お餅や用意された
マシュマロを竹の枝にさして、子どもたちが思い思いに焼いて食べていました。世話役の関義武さんは「家
の中で遊ぶことの多い今の子どもたちに、体を使い、外で思いっきり遊ぶ楽しさを知ってほしい。ここで
は一人ではなくてみんなで遊ぶ楽しさが体験できま
す」とプレイパークの魅力を語ります。
子どもの見守りをするボランティアを募集している
そうです。
俣野公園プレイパーク
毎月第２土曜
10 時～15 時
雨天中止 参加費無料
俣野公園多目的広場で
開催しています

登録団体の紹介
見たり聞いたりした舞岡のお話⑪

～タブレットでゆとりあるせいかつを～
タブレットでゆとりあるせいかつを～

舞岡の稲荷講
エンジョイ tab
エンジョイ tab は昨年の４月にスタートしまし
た。現在は月２回勉強会を開いており、iPad と
Nexus７等を使用しています。
タブレットは地図や交通検索、映画を見る、音楽
を楽しむ、また Skype でビデオ通話が出来る等、
様々に利用できます。さらに最大の利点は、パソコ
ンより小型で携帯に便利なことと、すぐ開けること
です。スタート時は、これから購入の方、デビュー
の方、すでにタブレットを楽しまれている方と様々
でした。
４月には下記のとおり新会員を
募集します。ゆっくり楽しくタブ
レットを学びませんか。興味のあ
る方は当日お越し下さい。
開始日時：４月８日（水）9:30～12:00
場 所：とつか区民活動センターB 会議室
（原則月 2 回・水曜日午前 1 回・午後 1 回予定）
連絡先：TEL 090-3683-7201 渡部
又は 090-6497-3608 石山
E メール sonoe0117@yahoo.co.jp
まだタブレットをお持ちでない方もご参加下さい。

舞岡では、今でも立春後の初午の日（今年
は 2 月 11 日(水)）に稲荷講が行われており
ます。昔は幟を立ててこの日に今年も豊作に
恵まれるよう、所謂“家内安全、五穀豊穣”
を祈願していました。童子谷の四軒で祀って
あるお稲荷様は、毎年当番を持ちまわり、２
月６日と決めてその日には午後３時ごろから
舞岡八幡宮の神職に来てもらい、お供えを藁
のツットコ（藁つと）に入れて神事が行われ
ます。その後は当番の家で会食です。
字名で「稲荷谷」と云うところがあります。
この地区では一軒毎に祀って居られ、毎月 1
日にご飯をお供えする家や、お彼岸とお盆の
ころにお供えをする家などがあります。その
他の地区でも舞岡には一軒から数軒で祀る稲
荷様が多く、稲荷講は継承されてきておりま
す。平成 20 年 12 月、舞岡で竜巻が発生し
ておりますが、お稲荷様の鳥居は被害を受け
ずそのすぐ脇を通過しています。きっと稲荷
神のご加護があったのだと思います。
（舞岡まちづくり塾 島谷健一）
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情 報 掲 示 板
スコーレ人生学講座

人生の危機を乗り越える

【日時】2
【日時】 月 19 日(木)10:00～11:30（受付 9:30～）
【場所】
【場所】横浜市健康福祉総合センター 4 階ホール
【参加費】500
円 【申込先
【参加費】
【申込先】矢橋 Tel 080-5690-9153
【主催】公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会
【主催】
横浜地区実行委員会 【後援】横浜市教育委員会
【後援】

「みんなの写真展」の
みんなの写真展」の公募受付！
展」の公募受付！
フォト夢とつかでは区民のみなさまから毎年好評を
戴いている「みんなの写真展」（「コラボでフォト川柳
展」と同時開催）を開催します。みなさまが撮りため
た感動的な写真の応募をお待ちしています。

<午後の部> 『明治、大正の文豪の世界』
金色夜叉より（尾崎紅葉作） 語り：児玉 朗
sax/flute：金剛 督 piano：林あけみ
夜叉ヶ池（泉鏡花作） 琵琶弾き語り：古屋和子
【場所】さくらプラザリハーサル室
【場所】
【参加費】戸塚区民
2000 円 一般 2500 円
【参加費】
【主催】カトレアの会
【後援】戸塚区民文化センター
【主催】
【後援】
【申込・問合せ先】
Tel 090-9306-5267
【申込・問合せ先】渡
先】

【応募作品】テーマは自由。カラー、モノクロのプリ
【応募作品】
ント作品、サイズは A-4 判（白縁つき）。
【応募資格】戸塚区民または戸塚に関わりのある方
【応募方法】下記日時・場所に直接持ち込み。
【応募方法】
受付時、応募票に住所、氏名、電話番号、撮影場
所、題名を記入のこと。 【募集点数】
120 点
【募集点数】先着
集点数】
【応募料】１点
500 円（１人 2 点まで）
【応募料】
【受付日時
【受付日時】3 月 3 日(火)、4 日(水)、5 日(木)
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）～23 日（月）
【展示場所】さくらプラザギャラリー
【展示場所】
【賞】区長賞、最優秀賞、フォト夢とつか賞、優秀賞
【主催･問合せ先
【主催･問合せ先】フォト夢とつか
岩﨑清志 Tel 090-6165-6015
【後援】戸塚区役所、さくらプラザ
【後援】

歌声の集い 頬笑ほゝえみ

第３回とつか歴史講演会「戸塚区域の中世史」

懐かしい歌、思い出の歌、心に沁みる歌を、大きな声
で唄おう！（早春賦、母さんの歌 他 全 23 曲）
【日時】2
【日時】 月 23 日（月）14：00～ （13：30 開場）
【場所】サンハート音楽ホール（相鉄線二俣川駅）
【場所】
【参加費】500
円（施設使用料等）【主催】楽団ＧＨＱ
【参加費】
【主催】
【申込方法】前日までに電話予約。先着
100 人。
【申込方法】
【申込・問合せ先】山藤（さんどう）
Ｔｅｌ 715-4074
【申込・問合せ先】

～戸塚とその周辺に散在する
御霊神社と左馬神社について～
講師：郷土の自然と歴史ガイド・俣野園園主 川戸清氏
【日時】3
【日時】 月 8 日(日)14：00～16：00
【場所】
【場所】戸塚地区センター 会議室 A
【参加費】500
円 【定員】50
【参加費】
【定員】 人（多数時抽選）
【申込方法】2/28（必着）までに往復ハガキ（１枚で２
【申込方法】
人まで）で、氏名、住所、電話番号及び「3 月 8 日と
つか歴史講演会参加希望」と記入し、戸塚区役所
地域活動係（〒244-0003 戸塚区戸塚町 16-17）ま
で申込み。参加可否は 3/4 頃迄に返信ハガキでお
知らせ。入場に際し、受付にハガキを提示。
【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 totsuka15mich22@yahoo.co.jp
【後援】戸塚区役所
【後援】

さくらプラザ語りの会

～語りと音楽で紡ぐ言音（こと）紡ぎ～
【日時】2
【日時】 月 21 日（土）10：15 開演 （9：45 開場）
<午前の部> 『童話の世界』（宮沢賢治の世界）
水仙月の四日
語り：増田美穂
なめとこ山の熊 語り：野口田鶴子 西洋古楽：小木曽綾

戸塚生まれの男声合唱団コンサート
戸塚生まれの男声合唱団コンサート
横浜メールクワイアの第９回定期演奏会です。
柳河風俗詩、さだまさし集など全 18 曲。
【日時】3
【日時】 月 7 日（土）14：00 開演 （13:30 開場）
【場所】神奈川県立音楽堂
【入場料】1000
円（当日券あり）
【場所】
【入場料】
【主催】横浜メールクワイア
http://yokohama-male-choir.com/
【主催】
【申込・問合せ先】うるし崎
【申込・問合せ先】
Tel 823-9053
※先着 5 名様に招待チケットを差し上げます。
こ

こ

地域から広がれ！
みんなのワ（和・輪）

JR

西口

モレラ
東戸塚３Ｆ

オーロラ
モール
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至横浜
東口

運営：NPO 法人くみんネットワークとつか

〒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。

交通のご案内

とつか区民活動センター

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）

