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第７１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
ミニコンサートカフェ ～オカリナ～

とつか区民活動センター・とつかボランティアセンター共催
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、地域で活動した
い、そんなあなたのはじめの一歩を応援します。
「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】4 月 10 日（金）10:00～11:30
【場所】フレンズ戸塚
【申込】電話、FAX、Ｅメールで、とつかボラ
ンティアセンターまでお申込みください。
TEL 866-8434
FAX 862-5890

「オカリーナ赤いくつ・東戸塚」の
演奏で、お昼のひとときをお楽しみく
ださい。申込み丌要、参加費無料です。
【日時】3 月 29 日（日）12:15～12:45
【場所】とつか区民活動センター

下記はとつか区民活動センターが協力し、ボランティアのみなさんで開催しています。
申込み丌要、参加費無料です。お気軽にご参加ください。

愛・あむ・クラブ

うちの茶の間 脳活き活きトレーニング！

アクリル毛糸を使って、洗剤丌要・お肌に
やさしいエコなたわしを編みながら、おしゃ
べりで交流する場です。初心者歓迎します。

脳トレで頭の体操、ストレッチでリラック
ス、お役立ち情報や交流もあって、ほっとで
きる場です。楽しくみんなで鍛えましょう！

【日時】毎週木曜日

【日時】毎週木曜日

10:00～12:00

パソコンワンポイントアドバイス
パソコン操作で「ここがわからない」「何
かもっといい方法は？」と困ったことはあり
ませんか？ ボランティアが操作方法にお答
えする、気軽に利用できる相談室です。
【日時】毎週金曜日 13:30～16:00
※パソコンはご用意していますが、ご自身の
パソコンの持ち込みもＯＫです。

13:30～15:30

第 29 回区民が語らう広場

昭和と演歌を熱く語ろう！
～集え！昭和と演歌に恋する甴女～
ギターの弾き語りで懐かしい歌を聴いて、
みんなで語り合おう！老若甴女問いません。
ご自由にお越しください。
【日時】3き 月
27 日（金）17:00～18:00
ら くか い
【主催】聴楽会
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センター事業のご報告
第 5 回とつかお結び広場ポストイベント
「これからもよろしく交流会」を開催しました！

「出展ありがとう！パネル展」開催中！
戸塚区総合庁舎 3 階アートコリドー
で 3 月 13 日正午まで

1 月 18 日(日)に開催した「これからもよろしく交流会」は、22 団体 36 名の出展者、6 名
の運営委員が参加し、昨年同様とても和やかで有意義な交流会となりました。
最初に、活動紹介カードの交換会を行い、すっかり打ち解けたところで、3 団体から活動内
容と、とつかお結び広場でつながった事例などを話していただきました。後半はスクリーンで
当日の様子の写真を見ながら、60 名を超えるボランティアがスタッフとしてかかわっていたこ
となどを報告しました。その後、出展者のみなさんからの一言ということで、「当日は交流が
できなかったので、このような会を開いていただいてありがたい」、「スタンプラリーが分か
りづらかった」など、感想や提案などをいただき、今後のとつかお結び広場への貴重な意見交
換の場となりました。最後は、毎年とつかお結び広場を
彩るバルーンアートのミニ体験で大いに盛り上がりました。
この交流会を機に環境の団体と子育ての団体がつながり、
チラシ配布の協力などに結び付いたそうです！
※とつかお結び広場とは…戸塚区内を中心にいろいろな
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。

つながった

輪

みんなの

和

とつか区民活動センターにいらしたみなさんが、
様々な形でつながっています。
つながった「輪」をご紹介します！

ベリーダンスでベリーハッピー
当センターに登録いただいた団体に、結
成されたいきさつをうかがうと、同じ先生
に習う生徒さんが集まったということが
よくあります。最近登録されたベリーダン
スのグループ「Gold Mayya」（ゴールド
マイヤ）もそのひとつ。
普段は、高円寺で練習しているそうです
が、戸塚近辺に住んでいる方々を中心に、
12 月のお結び広場に続いて、2 月のミニ
コンサートカフェにもご出演いただきま
した。そのエキゾチックな踊りは、大勢の
観客の目をくぎ付けにしました。
今後もいろいろなイベントで輪を広げ
ていただけるそうです。

（2）

中学生が職業体験に
来てくれました！
今年の「1 日職員さん」を体験し
たのは豊田中学校と秋葉中学校の
生徒さん達です。終了後の感想は
「笑顔で挨拶するのが大変だった」
「苦労しない仕事はないことがわ
かった」という反面「小さい子供か
らお年寄りまで幅広く交流できた」
「ここに生き甲斐を見つけに来た
り、ボランティアで人の役に立ちた
いと思う人が大勢いた」「将来の仕
事のヒントになった」という感想
も。地域の人達の繋がりの大切さ、
地域の中のとつか区民活動センタ
ーの役割を知ってもらえた１日に
なりました。

2015 年 3 月 1 日

登録団体の紹介
ＮＰＯ法人 神奈川東海道ウォークガイドの会
発足

神奈川県を中心とした旧東海道の道筋と宿場を案内する会として 2002 年に発足しまし
た。2010 年 3 月にＮＰＯ法人として認可され約 70 名の会員で活動しています。
会の活動 毎月第２土曜日と次の木曜日に月例会（日本橋～箱根までの宿場を月毎に選んでガイ
ド）を行っています。その他日本橋～三島までの旧街道を完全踏破する例会や、近隣の名
所を巡り歴史と文化を訪ねる例会を行っています。この例会は 5Ｋｍ程度の行程で、老舗の
食事処で昼食を楽しむ行事で、特に女性に人気です。
ガイド派遣 横浜市内の地区センターはじめ生涯学習団体や歴史同好会、旅行会社へのガイド派
遣を行っています。
会員募集 会員は当会の目的に賛同する方であれば誰でも入会できます。（年会費 5000 円）
但しお客様をガイドするためにはガイド養成講座を受講し所定の課程を終了する必要があ
ります。
ガイド養成講座 上記ガイドを養成するため、原則年２回ガイド養成講座を実施しています。
詳しい事は当会ホームページ http://www.tokaido-wg.com/をご覧ください。

見たり聞いたりした舞岡のお話⑫⑬

馬駆け場と馬頭観音
南舞岡小学校の前から港南プラザの生
協
へ向けての直線バス道路は、明治頃
ば く ろ う
馬口喰 等のミニ競馬の馬駆け場で賑わっ
たそうです。尾根道の真っ直ぐで平坦な道
路は馬駆け場とも呼ばれ、毎年 3 月 15 日
馬持ちの人たちの主催で、近郷近在の馬口
喰・馬持ちや村人が集まって競馬をしまし
た。その日は露店も開かれ、明治の終わり
ごろまで行われたといいます。
また、今は南舞岡小学校脇にある馬頭観
音（安政 6/1859 年再建、願主舞岡村中、
世話人馬持中）は当初古御堂（北条政子の
念持仏を政子の遺言で幕府が安置した場
所）の跡地に建てられたと云われ、その後
宅地造成で二度動き現在地に移ったもの
ですが、このお祭の時も露店が立ち賑やか
で、その露店に村人は戸板をなにがしかの
料金で貸しました。最近古い馬頭観音のお
祭の幟（天保 15/1844 年寄進とあり）
が見付かり、地区センター祭りでも公開さ
れました。
馬駆け場と馬頭観音とも鎌倉古道に面
し、杉林に覆われていたそうですが、土地
開発後の現在からは想像もできなくなっ
ています。

舞岡リサーチパーク埋蔵遺跡緊急発掘調査
舞岡川の丘陵一帯は、大むかしの人々の生活に
適した場所と思われ、遺跡が存在することで知ら
れていました。平成３年、舞岡リサーチパーク第
一期土地造成工事の際の埋蔵遺跡緊急発掘調査
（開発目的で遺跡が破壊されてしまうため、緊急
を要する調査）で、縄文時代前期の竪穴住居址が
発見され、今から約 5000～6500 年前には舞岡
に人が住んでいたことが確認されました。
遺跡調査では縄文時代前期 2 軒、弥生時代から
古墳時代前期 36 軒、古墳時代後期 2 軒、奈良・
平安時代 10 軒の竪穴住居跡が見つかっていま
す。こうした複数の時代にまたがって、いろいろ
な性格を持つ遺跡を複合遺跡と呼びます。古墳時
てあぶりかた ど き
代前期の竪穴住居跡からは 手焙形 土器 が出土して
いますが、横浜市内では非常に出土例が少なく、
火を受けた痕跡がないことから、何らかの儀式等
に使われたものと考えられているそうです。
今後リサーチパーク第二期の造成工事もありま
す。どんな街ができるのか地元での関心の多い所
ですが、また新しい遺跡などが発掘されるかもし
れません。舞岡とその周辺に住まれた方々には、
この地をいつまでもふるさとと思っていただきた
いです。
（舞岡まちづくり塾 島谷健一）
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情 報 掲 示 板
チャリティー公演
野口田鶴子ひとり語り IN 鎌倉～鎮魂の歌～
～東日本大震災に寄せて～
句集「龍宮」より 照井翠 作
雁の童子 宮沢賢治 作
【日時】3 月 28 日（土）14：00 開演 13：30 開場
【場所】円覚寺帰源院臥龍庵（JR 北鎌倉駅
下車）
【入場料】2500 円 拝観料 300 円は各自負担
【主催】カトレアの会
企画構成：渡 弘幸
【後援】鎌倉市、宮沢賢治学会イーハトーブ
センター
【申込・問合せ先】 要事前申し込み
渡 Ｔｅｌ 090-9306-5267
Ｅメール hiroyukji@gmail.com

舞岡地区センター

舞岡の歴史講演会

園芸療法入門講座のご案内
園芸療法ってなんだろう？最近よく耳にするけ
ど一体どんなものだろう？という方や、興味があ
ってもっと具体的にお話を聞いてみたい！という
方のための入門講座です。
【日時】3 月 17 日（火）13：00～17：00
（12：45～受付）
【場所】社会福祉法人 開く会 共働舎 2Ｆ会議室
（横浜市営地下鉄立場駅下車徒歩 6 分）
※当日 12：30 に地下鉄立場駅改札で待ち合わせ

【定員】30 人（先着順）
【参加費】一般 3500 円、学生 2000 円 当日支払
※3 日前以降にキャンセルの場合は、キャンセル
料を頂戴致します。
【申込方法】メール、ファクスで下記まで。
【主催】NPO 法人 日本園芸療法研修会
【申込・問合せ先】Tel/Fax 805-3663
E メール info@jhts.jp
ホームページ http://jhts.jp

舞岡村の生い立ち
～むかし舞岡 いまむかし～
講師：郷土史研究家 福田俊光氏
【日時】4 月 29 日（水・祝日）12：30～14：30
【場所】舞岡地区センター 2 階中会議室
【参加費】100 円
【定員】30 人
【申込方法】4 月 11 日(土)14：00 から、電話
又は来館で申込み
【申込・問合せ先】
舞岡地区センター Tel 824-1915
【共催】舞岡まちづくり塾

こ

本紙「ゆめのたね」の『情報掲示版』に
掲載する、講座やイベントの情報を募集し
ています。日時、場所、内容、申込方法、
問合せ先、主催者等を、E メールまたは
FAX にてお寄せください。なお、応募多
数の場合は文字数を変更、または掲載を次
号に見送ります。また当センターの目的に
合致しない情報は、お断りする場合がござ
いますのでご了承ください。

こ

地域から広がれ！
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
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センターからのお知らせ

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

交通のご案内
至横浜
JR

西口 東

モレラ
東戸塚３Ｆ
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駅

至戸塚

東
口

モオ
ーー
ルロ
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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）

