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戸塚駅前では･･･  
総合庁舎３階情報コーナーでも
相談を受け付けています。 

とつか区民活動センター情報紙 
 
 
 
 
 
 
 
 

第７２号 
 
 

★ゆめのたね★・・・みんなが自由に思い描く「しあわせのたね」 

 

とつか区民活動センターへ行ってみよう！  
とつか区民活動センターは市民活動・生涯学習活動・ボランティア活動などの拠点として、

地域の皆さんの活動を応援していく施設です。お陰様でこの春、オープンしてから７年目を迎

えました。地域で活動を始めたい方、仲間をつくりたい方、一度いらしてみませんか？ 
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〒244-0805  
横浜市戸塚区川上町
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FAX  045-825-6774 
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-center.jp 
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「第 6回とつかお結び広場」運営委員募集 
 
「とつかお結び広場」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、活動を紹介し、

地域の方と交流するイベントです。企画から運営に携わ

る“運営委員”を募集します。 
 
【活動期間】平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月 

【申込】応募用紙に、住所・氏名・連絡先・応募動機を

記入しＦＡＸ、Ｅメール、郵送、来館で。4/24 まで。 

【応募者説明会】※ご都合の悪い方はご相談ください。 

4 月 25 日（土）14:00～16:00 

とつか区民活動センター 会議室 

 

 

趣旨に沿った利用であれば、ミーティング 

コーナーは申込不要で利用できます。 
会議室が２室あります。 JR東戸塚駅西口駅前

モレラ東戸塚の３階

にあります。 

コピー機、印刷機、紙折り
機などが使用できます。 
プロジェクターや玩具の
貸出しもしています。 

様々な広報誌は閲覧自由。

情報閲覧用のパソコンも 

あります。 

 

コーディネーターが、市民活動や生涯学習全

般に関する相談を受け付けています。 

１年を通じてボランティア活動

入門講座等の各種講座や、活動

団体によるミニライブ等のイベ

ントも行っています。 

会議室や機材など、ご利用には

団体登録が必要なものがあり

ます。開館時間、所在地、連絡

先は最終頁をご覧ください。 
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センター事業のご案内 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

センター事業のご報告 
 
2014年度利用者意見交換会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

下記は申込み不要です。 
当日直接とつか区民活動センターに
お越しください。 

 
愛・あむ・クラブ 
アクリルたわしを編んで交流 

【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！ 

【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】毎週金曜 13:30～16:00 

 

区民が語らう広場  

昭和と演歌を熱く語ろう！ 
【日時】4 月 24 日（金） 

17:00～18:00 
【主催】聴

き

楽会
らくかい

 
 
お昼のミニライブ ～腹話術～ 

お昼のひとときを、ご一緒に 

楽しみましょう♪ 

【日時】4 月 26 日（日） 
12:15～12:45 

下記は4/11から来館、電話で先着順に受付けます。 

お母さんのための“色育”講座 

～色で子どもと心を通わせよう～ 

ぬり絵を使ったコミュニケーション方法を学びます。 

【日時】5 月 8 日（金）10:00～12:00 
【対象】小学生以下の保護者 
【定員】15 人  【参加費】無料 
【主催】講座創生ボランティア チーム・想いをカタチに
【協力】とつか区民活動センター 
 

ボランティア募集！ 

パソコン・タブレットの得意な人集まれ！ 

操作に困った方のお手伝いをしませんか？ 
【日時】5 月 9 日（土）23 日（土）13:00～15:30 

【定員】16 人           （全２回） 

 

 

２月 15 日（日）に、利用者意見交換会を開催

しました。今回は自分の好きなことや得意なこと

を活かしてボランティア活動をしている地域の方、

29 名が参加してくださいました。ボランティア活

動を通じての“いいね”“困ったね”をグループ

ごとに一人ずつ話した後、お互いに想いや考えを

伝えあいました。 

2014 年度は 5 月と 8 月にも開催しました。 

毎回、お互いの活動を理解し交流する場、より良

いセンターにしていくためにご意見をうかがう場

として、参加者の方から積極的に発言をいただい

ています。いただいたご意見は、今後のセンター

運営にいかしていきたいと思っています。 
 
今年度も利用者意見交換会を開催いたします。

皆さんのご参加を心からお待ちしております！ 

 

 

まずは 
自己紹介から 
（５/17） 

自分の活動を 
ふりかえって 

（8/９） 

わきあいあいあと和やかな雰囲気で（2/15） 

やりたいことみつける!! ボランティアの い・ろ・は 
 

ボランティアってなんだろう？ 自分にもできること

はないだろうか、地域で何か始めたい･･･。そんなあなた

を応援します。はじめの一歩をふみだしませんか？ 

【日時】5 月 10 日（日）10:00～11:30 
【場所】とつか区民活動センター 

【申込】来館、電話、FAX、E メールで申込み。 
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活動現場見学バスツアーに行ってきました！ 

 
3 月 3 日（水）に活動現場見学バスツアーを開催しました。参加者は 18

名でした。最初に、社会福祉法人開く会運営の知的障がいを持った人たちが
働く場「共働舎」を見学。普段は自由に入ることができない花苗や陶器、パ
ン作りの作業現場をスタッフの説明を聞きながら見学しました。一生懸命作
っているパンやコーヒーカップを、皆さんお土産にたくさん買っていました。 

次にバスは「ふれあい広場 よつば」へ。ここは「地域のみ
なさんのくつろぎの場所にしてもらいたい・・」という想いで、NPO 法人
ワーカーズコレクティブたすけあい戸塚が運営するスペースです。介護相談
もでき、折り紙教室などのイベントもあり「地域の方が気軽に立ち寄れる場
を目指している」との説明にみな熱心に耳を傾けていました。 

そして誰でも気軽に立ち寄れる居場所「ふらっとステーション・と
つか」でお待ちかねのランチタイムです♪ ちょうど当日は雛祭り。お
雛様の折り紙が添えられたチラシ寿司が美味しかったと好評でした。 

最後に戸塚区地域子育て支援拠点とっとの芽の見学です。「地域の
お母さん達の子育ての悩み・不安を解消すること、交流をすることの
大切さ」というスタッフの話を興味深く聞いていました。「普段滅多 
に見られない所を見学できて良かった」「自分の住む地域にこんな素 
敵な所があると分かって勉強になった」大満足のバスツアーでした！ 
 
さくら 

登録団体の紹介   
 

NPO法人 道志水源林ボランティアの会 
 
私達は、横浜市水道局と協働で活動しています。

人手不足等で管理が行き届かない森が増え、森が荒
廃しています。そこで、水源かん養機能の高い森に
再生させるため、道志村民有林の森林整備活動を行
っているグループです。 

活動は JR 関内駅前から 8 時にバス（無料）で出
発し、昼食をはさみ約３時間程度間伐作業を行い、
帰路は 19 時頃横浜西口経由関内駅前に戻ります。
横浜水道の水源を守る活動に参加しませんか！ 

 
 
 

 
 
 
 
又、活動日（年 13 回）には、体験活動者（参加

費無料）も募集しています。未経験の方でも、イン
ストラクターが付いていますので、安心して、まず
は参加してみませんか！  
連絡先 TEL/FAX 045-664-3972 

受付日時：火・木曜日の午後１時～４時 

e-mail certe@doshi-suigenrin.jp 

http://doshi-suigenrin.jp 

http://doshi-suigenrin.jimdo.com 

「身近な自然を楽しもう」 

― サクラ ― 
 

私たちの周りにはたくさんの身近な

自然があり、私たちの生活、文化、歴史

等との関わりを知れば、色々な発見、不

思議、そして感動があります。桜の開花

情報が聞こえますが、古来より田の神様

は冬になると山へ行き、春になると里へ

おりると考えられていて、「桜」の「さ」

は稲や田の神様をさし、「くら」は神様

の座る場所で、春におりてきた田の神様

が宿る木とされていたため、桜のもとで

田の神様を迎えてもてなし、桜の咲き方

で収穫を占い、桜の開花期に種もみの準

備をしたそうです。桜の開花時期は、２

月以降の毎日の平均気温を足して合計

が 400℃になると桜が開花するという

「400℃」の法則と最高気温の積算が

600℃で開花という「600℃」の法則

があるそうです。また桜漬けに湯をさし

た桜湯は、お祝いの席で用いられ、「お

茶を濁す」と忌み嫌うことからお茶の代

わりに出されます。 

（NPO 法人全国森林インストラクター 

神奈川会 田中真次） 

＊６月以降はお問合せ下さい。 

運転手さん 安全運転 
ありがとうございました！ 

http://doshi-suigenrin.jp/
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情 報 掲 示 板 

プロ写真家と行く撮影ツアー 神奈川歴史散歩 ガイドのご案内 

神奈川区いまむかしガイドの会は、神奈川区

を中心にその周辺の市・区の史跡、旧跡など

をご案内するボランティアガイドの会です。 

花の香りと緑の風に吹かれて、ゆったりと歴

史散歩をお楽しみください。 
 
【日時とコース】 全て集合 9:00 解散 12：30 

①4 月 18 日（土） 「畠山重忠」 

生誕 851 年、頼朝を支えた畠山重忠と 

鶴ヶ峰の歴史を訪ねる（約 6 ｷﾛ） 

相鉄線鶴ヶ峰駅集合～鶴ヶ峰駅解散 
 

②5 月 9 日（土） 「小机城址」 

新緑の古刹と小机城址を巡り 

鶴見川流域施設を見学（約 4 ｷﾛ） 

横浜線小机駅集合～小机駅解散 
 

③5 月 23 日（土） 「フラワー緑道」 

東横ﾌﾗﾜｰ緑道を巡り、神奈川大学ｷｬﾝﾊﾟｽ 

を探訪して、六角橋商店街を歩く。（約 5 ｷﾛ） 

横浜駅西口高島屋前集合～白楽駅解散 
 
【参加費】各コース 500 円 

【申込方法】開催日の４日前までにハガキまた

は FAX に開催日、「コース名」、氏名、住所、

電話番号を記入の上、以下へ申込み。 

〒221-0802 神奈川区六角橋 1-10-11 すぺ

ーす ろっかく内「神奈川区いまむかしガイド

の会」 Fax 401-8320 

ホームページから→いまむかしガイドで検索 

※申込へのお返事は差し上げておりません。

当日直接集合場所へお出でください。 

【主催】神奈川区いまむかしガイドの会 

さわやかな５月の風にのって、関東一の規模を

誇るつつじの森と、那須連山を望む牧場の牛の

群れや、走り回る馬などを撮ってみませんか。

講師：プロ写真家 大向哲夫氏 
 
【日時】5 月 28 日（木）6：50 集合 

7：00 出発～19：00 帰着予定。雨天決行。 

【集合場所】戸塚奉斎殿前（時間厳守） 

【行き先】那須八幡つつじと、南ヶ丘牧場 

【定員】40 人  定員を超えた場合は抽選 

【対象】戸塚区民および戸塚に関わりのある方 

【参加費】6800 円  参加決定後に振込み 

【持参するもの】カメラ、三脚、その他機材、 

雨具、昼食、飲み物 

【申込方法】往復ハガキ（ハガキ 1 枚につき１名

のみ）に住所、氏名、電話番号を記載して、 

〒244-8691 戸塚郵便局私書箱 41号 フォト夢

とつか 宛申込み。締切 5/11（月）必着。 

【主催・問合せ先】フォト夢とつか事務局 

小糸 賞 Ｔｅｌ 090-8485-3949（9:00～17:00） 

【後援】戸塚区役所 

けん玉好き、集まれ！ 

今世代を超えて大人気のけん玉を、一緒に楽し

みませんか。集中力、バランス力、脳の活性化

に効果満点。みんなで教えあいながら、練習を

しています。当日直接お越しください。 
 
【日時】毎月第 1 土曜、第 3日曜 14：00～16：00 

4 月 4（土）、19（日）、5 月 2（土）、17（日） 

【場所】とつか区民活動センター 

【主催・問合せ先】けん玉倶楽部 球翔（きゅうと） 

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

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 
〒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 

http://totsuka-kumin-center.jp/
mailto:staff@totsuka-kumin-center.jp

