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第７８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

「とつカレッジ」公開講座

落語から知る、戸塚よもやま話
【日時】12
【日時】12 月 6 日(日)
た てか わ し

10:00～
10:00～16:00

はち

戸塚区出身の落語家、立川志の八氏をお招き
します。戸塚クイズや、戸塚をテーマにした
落語で笑いながら、あなたが暮らすまちのこ
とをもっと知ってみませんか？
【日時】10
月 27 日（火）10:00～12:00
【日時】
【場所】戸塚区総合庁舎３階
【場所】
多目的スペース(大)
【講師】落語家
立川志の八 氏
【講師】
【参加費】無料【定員】
【定員】100
人（先着順）
【参加費】
【定員】
【保育】２歳以上の未就学児・抽選４人
【保育】

ギャラリーは 12 月 2 日（水）13:00
日（水）13:00～
13:00～

【場所】戸塚区総合庁舎
【場所】戸塚区総合庁舎 3 階
区民広間・多目的スペース・
さくらプラザギャラリー、西口駅前デッキ
とつかお結び広場は一年を通じて、人と人、
人と地域がつながるための機会を創ってい
ます。下記のイベントにもご参加ください。
第６回とつかお結び広場プレイベント

～東 戸 塚 散 策 ツ ア ー～
【申込】10/11（日）～10/25（日）必着。
【申込】
FAX か E メールに、講座名、〒住所、氏名
（ふりがな）、電話番号、FAX 番号、保育
希望の場合は子どもの名前（ふりがな）、性
別、生年月、アレルギーの有無を記入し、戸
塚区地域振興課地域活動係へ。
Tel：866-8416
Fax：864-1933
E メール：to-kouza@city.yokohama.jp

東戸塚の名所・旧跡をめぐります。地域の魅
力にふれ、戸塚の未来に思いを馳せてみませ
んか？
【日時】11
月 14 日（土）9:00～12:30
【日時】
【場所】とつか区民活動センター
【場所】
【定員】
【定員】30 人（先着順）
【申込】10/11
から来館か電話で、当セン
【申込】
ターまでお申込みください。

【主催】戸塚区役所・
・とつか区民活動センター

生 きがい探 し講 座
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、
何ができるか見つけてみましょう。
【日時】11
月 10 日（火）10:00～11:30
【日時】
【場所】とつか区民活動センター
【場所】
【申込】来館、電話、FAX、E
メールで、
【申込】
当センターまでお申込みください。

楽しいカードを使って、自分らしいセカンド
ライフを踏み出してみませんか？
【日時】11
月 15 日（日）13:30～16:30
【日時】
【場所】とつか区民活動センター
【場所】
【対象】おおむね
50 歳以上【定員
【定員】
【対象】
【定員】15 人
【申込】10/11
から来館か電話で、当セン
【申込】
ターまでお申込みください。
【主催】チーム・想いをカタチに
【主催】
【協力】とつか区民活動センター
【協力】
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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。

３日間の社会体験研修にみえた、県立高校
の先生から感想をいただきました。

愛・あむ・クラブ
アクリルたわしを編みながら、おしゃ
べりで交流しよう
【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
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】
区民が語らう広場

昭和と演歌を熱く語ろう！
【日時】11
月 27 日（金）
【日時】
17:00～18:00
き ら くか い
【主催】聴
【主催】 楽会

戸塚に住み始めて５年になりますが、
センターがどんな場所かを知りませんでした。
センターでは「ボランティア活動をしてみた
い！」「何か新しいことを勉強したい！」とい
った方が相談に来るだけでなく、小中学生の学
習支援をする方や、脳トレをして健康に過ごそ
うとされている方など、いろいろな団体が活動
する、活気あふれた場所でした。
なかでも、超高齢者社会を楽しく過ごす会の
講演会は有意義な時間となりました。地域活動
をされている方が経験や普段の生活で考えてい
ることを披露され、参加者も共感していました。
私の老後はまだまだ先ですが、ここで聞いたこ
とを忘れずに過ごしていきたいと思いました。
ボランティアや地域活動をしてみたい生徒に
こういう場所があることを知ってもらったり、
地域で頑張って活動している方々がたくさんい
ることを伝えるなど、今回の経験を今後の教育
活動の中で活かしていきたいと考えています。

センター事業のご報告
「戸塚区地域づくり大学校」

利用者意見交換会開催しました！

開講中です！
戸塚区地域づくり大学校は、自分の住む地域をも
っとよくしたいと思っている地域の方と行政職員
が、地域づくりについて一緒に考え学びあう実践的
な講座です。今年は町内会や自治会の方から、まち
づくりに興味を持っている大学生まで 22 名の方
が参加しています。
た ぞう

7 月の開校式には田雑戸塚区長を迎え、熱いエー
ルをいただきました。8 月は他区のまちづくりに取
り組む現場を見学し、9 月にはみんなで見学した現
場を振り返りながら自分たちの地域や活動に活か
せるものは何かを話し合いました。来年 1 月まで、
残り 3 回の講座の中で、自分の地域づくり“夢プ
ラン”の作成に向けてさらに学びを深めていきたい
と思います！
◇この戸塚区地域づくり大学校は、区内の町内会、
自治会の皆様にご協力いただいて開催しています。
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９月 12 日（土）午後、当センター
に７名の方が集まり、活動紹介をしな
がら交流や意見交換をしました。
ご自身の特技を活かしていきいきと
活動されている方々ですが、後継者問
題や活動場所のお悩みなどがあり、そ
れぞれ課題をかかえていることがわか
りました。みなさんの活動を応援する
ことがセンターの役割であること、情
報提供や広報などお手伝いできること
をお伝えしました。「沢山の情報が交
換出来ました」「また開催して下さい」
と嬉しい感想をいただきました。
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コーディネート報告

つなげた

輪

みんなの

和

子どもたちと共同制作
心臓病の子どもをもつ家族の交流会「こぐまハートクラ
ブ」の活動に、当センターに登録している子供アートプロ
ジェクトの友井由美子さんが参加し、子どもたちと共同ア
ートを制作しました。友井さんの指導の下、子どもたちは
アクリル絵の具とスポンジを使って色を重ねていき、最後
に手形を押して作品は出来上がりました。作品のタイトル
は「小さな手の大きな未来」です。友井さんは参加した感
想を次のようにお話ししてくださいました。「子どもたち
の手に絵具を塗りながら、小さな体でよく手術を乗り越え
たなと胸が熱くなりました。蝶々は子どもたちが未来に向
かってはばたいているイメージです。子どもたちと作る過
程を楽しめたのでよかったです。」

「身近な自然を楽しもう」

登録団体の紹介
フォト夢とつか
「フォト夢とつか」は写真仲間たちが、
戸塚区制 70 周年記念事業「とつか夢結
び応援事業」募集を機に“写真をとおし
て戸塚区民と交流し、戸塚のまちおこ
し”を行うボランティア団体です。戸塚
区が毎年実施している「とつか夢結び応
援事業」に参画して 7 年目を迎えました。
主として①デジカメ教室、②日帰りバ
ス撮影会、③プロ写真家を招いて写真講
演会、④コラボでフォト川柳展、⑤みん
なの写真展、を基軸として活動していま
す。（これから開催の事業については４
ページ情報掲示板をご覧ください）
来年 3 月には「みんなの写真展」を開
催予定です。毎年 200 点近くの写真を
展示する最大級のイベントです。これか
ら秋のベストシーズンにとった楽しい
写真等の応募をお待ち申しあげます。
代表：村瀬好彦 Tel 881-7423
http://www13.plala.or.jp/Photoyume/

― 新・秋の七草 ―
「秋の七草」とは別に、「新・秋の七草」
をご存知でしょうか。昭和 10 年から、東京
日日新聞社（毎日新聞社の前身）が「秋・新
七草の賦 七名家の提唱」という題名で企画
しました。近代人の感覚に訴える秋の七草を
選んでみたらどんな草花が入るかという読
者がいて、近代人の感覚に生きる 7 つの新秋
草を七人の名士に選んでもらったそうです。
「コスモス」を菊池寛、「オシロイバナ」を
与謝野晶子、「シュウカイドウ」を永井荷風、
「ヒガンバナ」を斉藤茂吉、「ハゲイトウ」
を長谷川時雨、「イヌタデ」を高浜虚子、「キ
ク」を牧野富太郎が選びました。この頃は、
日本は軍国主義に一直線に進んでおり、当時
の記事は戦争に関するものが多く、このよう
な身近な草花の記事の掲載によって草花を
愛する人々に一息ついて欲しいという心遣
いがあったのでしょうか。秋には昭和初期の
七人の名士を思い起こしながら、「新・秋の
七草」探しにチャレンジしてみて下さい。
（NPO 法人全国森林インストラクター
神奈川会 田中真次）
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情 報 掲 示 板
鉛筆肖像画（身近な人を描きたい人へ）
写真をもとにした実技中心の講座です。
手順・実例・問題・添削などで易しく手引
きします。今回は夜間講座です。初参加
者に対応した実技も準備しております。
【日時】10
【日時】 月 28 日（水）、29 日（木）、
30 日（金）18：00～20：30
【場所】とつか区民活動センター
【場所】
【参加費】資料代
各回 400 円
【参加費】
【持ち物】
持ち物】6B～9B の鉛筆 下敷、写真
【申込方法】前日までに電話で予約
【申込方法】
【主催・申込み先】肖像画デッサン会
【主催・申込み先】
Tel 864-3327 河田

区内在住及び戸塚区に関わりのある方が対象。戸塚
区役所後援事業です。
①プロ写真家
①プロ写真家 大向 哲夫氏と行くバス撮影会
【日時】11
【日時】 月 10 日（火）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）
【集合場所】
【行先】奈良井宿と長円寺
【定員】40
【行先】
【定員】 人 多数時抽選
【参加費】7500
参加費】
円 参加決定後に振込み
【持参するもの】カメラ、三脚他機材、雨具、昼食、飲み物
【持参するもの】

②原田 寛先生の組写真講座
【日時】11
【日時】 月 15 日（日）14:00～16:30
【会場】戸塚区役所３階多目的スペース（大）
【会場】
【講座内容】組写真で広がる表現の世界
【講座内容】
講師 プロ写真家 原田 寛 氏
【定員】100
人 多数時抽選 【参加費】500
円
【定員】
【参加費】

尾瀬に負けない小網代の森から
油壷の自然を楽しみましょう！
小網代の森は、小網代湾まで下る原生
林と綺麗な小川の流れる、自然豊かな
湿原コースです。小網代湾で白髭神社
参拝後、三浦一族終焉の地として、歴
史的にも価値のある城跡や三浦道寸の
墓地が有る油壷へ、その後白秋の詩歌
を口ずさみながら荒井浜へと廻ります。
【日時】11
【日時】 月 7 日（土）9：50 集合
【集合場所】京浜急行三崎口駅改札
【集合場所】
当日直接集合場所へお越しください。
【参加費】500
円
【参加費】
【主催・問合せ先
【主催・問合せ先】自然大好き・戸塚塾
Tel 821-2306 山口

「フォト夢とつか」からのお知らせ

【申込方法】①②とも往復ハガキ（１人１枚）、往信裏面
【申込方法】
に住所、氏名、電話番号を、返信宛名面には郵便番
号、住所、氏名を記入し、〒244-8691 戸塚郵便局私
書箱 41 号 フォト夢とつか「組写真講座」または「バス
撮影会」宛申込み。①10/20（火）②10/31（土）必着
【主催・問合せ先
【主催・問合せ先】フォト夢とつか
①Tel 090-8485-3949 小糸（平日 9:00～17:00）
②Tel 090-8503-8363 吉田（
〃
）
③第２回フォト川柳展
【応募要領】テーマは自由。面白い川柳が読めるよう
【応募要領】
な写真を期待します。
【応募方法】Ａ４判１点に２Ｌ判１点を１組とする。
【応募方法】
【応募点数】80
500 円（１人２組まで）
【応募点数】 点 【出品料】１組
【出品料】
【受付日】11
【受付日】 月 20 日（金）～21 日（土）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）
【受付場所】

【展示場所】さくらプラザギャラリー
【展示場所】
【主催・問合せ先】フォト夢とつか
【主催・問合せ先】
Tel 090-2748-1725 黒瀬（平日 9:00～17:00）
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）

