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第７９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

第６回

ドキドキ ワクワク つないで広がる みんなの WA!
入場無料
雨天決行
【日時】12 月

6 日（日）10:00～16:00

【場所】戸塚区総合庁舎 3Ｆ/区民広間・多目的スペース・さくらプラザギャラリー
戸塚駅西口駅前デッキ
※ギャラリーは 5 日間開催

12/2（水）13:00～16:00、12/3（木）～12/5（土）9:30～16:00

戸塚のボランティア活動、市民活
動、生涯学習活動をわかりやすく
紹介します！
気軽に参加して地域の様々な活動
にふれてみませんか？
♦活動団体パネル展示
♦体験コーナー
♦パフォーマンス
♦福祉施設販売コーナー
♦お休み処
（お茶、おにぎり、お団子販売）
♦特別企画：語り継ぐ戸塚の魅力
昨年のとつかお結び広場の様子

主催：とつかお結び広場運営委員会、とつか区民活動センター
※当日、とつか区民活動センターは
後援：社会福祉法人 横浜市戸塚区社会福祉協議会
休館致します。
――――◇◆◇――――――――◇◆◇――――――――◇◆◇――――
お昼のミニライブ

～シンガースマイリスト かめまり～
歌と笑顔で元気を創る♪
申込み不要、参加費無料です。お気軽にお
越しください。
【日時】11 月 15 日（日）12:15～12:45
【場所】とつか区民活動センター

10 歳若返る歩行術
インターバル速歩講習会
歩き方を変えて健康長寿を目指そう！
【日時】11 月 25 日（水）14:00～16:00
【場所】とつか区民活動センター【定員】40 人
【申込】11/11（水）から電話または来館で、
とつか区民活動センターへ先着順申込み。
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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
にも何か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。「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んか？
【日時】12 月 10 日（木）
10:00～11:30
【場所】フレンズ戸塚
【申込】とつかボランティアセンター
に、電話またはＦＡＸで申込み。
TEL 866-8483 FAX 862-5890

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、おしゃべりで交流
【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！
「こころ」と「あたま」の柔軟体操
【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
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
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）17:00～18:00
き らく かい
【主催】聴楽会

センター事業のご報告

登録団体の紹介

学校・地域コーディネーター交流会

NPO 法人日本アニマルセラピー協会 鎌倉本部

９月 29 日（火）当センター会議室
で戸塚区学校・地域コーディネーター
交流会を開催しました。
学校・地域コーディネーターとは、
学校長から推薦を受けて、子どもたち
の豊かな学びの為に学校と地域をつな
ぐ事などに尽力されている方々です。
現在は横浜市立学校 511 校のうち
181 校、戸塚区内では 14 校の学校に
在籍して活躍されています。
今回は横浜市教育委員会指導部の主
任指導主事の方に「学校と地域のより
良い連携をめざして」と題してお話を
していただきました。その後の交流会
では、活動の近況報告や情報交換をし
ました。取り組み方法や支援の組織づ
くりは学校によって様々ですが、参考
になることが沢山ありました。
子どもたちを育てる為のより良い環
境づくりには、学校・地域コーディネ
ーターの方の存在が大切であるととも
に、教職員、保護者、地域の方々など
多くの方の理解と協力が必要であるこ
とをあらためて感じました。
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動物がそばにいると心が安らぐ、家族や友人
と会話がはずむ、自然と笑顔になる、生活に張り
合いがでた、みなさんはそんな経験をされたこと
はありませんか？
アニマルセラピーは、動物と触れ合うことが
心の癒しとなり、心身の健康につながると考えら
れるようになったことから、福祉・教育・医療な
どの分野で実施されている活動です。当協会は、
訓練されたセラピードッグと共に、様々な施設を
訪問し、みなさまの心の支えとなるお手伝いをさ
せていただいています。
施設や個人のみなさまからの訪問のご依頼や、
一緒に活動をしたいボランティアさん、アニマル
セラピスト資格取得を希望される方を随時受付
しております。また、ふら
っとステーション・とつか
にて、セラピードッグふれ
あいイベントを毎月開催
しておりますので、お気軽
にお越し下さい。
お問い合わせは
TEL 080-4121-3112
Mail happy@kokoro-therapy.club
URL http://kokoro-therapy.club
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地域情報

ぷち＊だがしや楽校

登録団体 mignon（ミニョン）が開催するイベント「ぷち＊だがしや楽校」の紹介です。
私たち mignon（ミニョン）は、昨年より「工作大好きっ子集まれ！」から始まっ
て「ぷち＊だがしや楽校」と「バルーン講座」を行っています。「ぷち＊だがしや楽
校」は東戸塚地域ケアプラザで開催しました。第 1 回 5 月 30 日、第 2 回 8 月 29
日はそれぞれ 300 名以上の方が参加して下さり、お陰さまで地域のいろいろな方々と、まった
り、ほのぼのとした交流ができました。ご参加、ご協力本当にありがとうございました。

ハローワーク

肩もみ屋
実験

フェイスペイント

◆だがしや楽校って？
昔日本にあった駄菓子を取り巻く暖かくゆっくりとした地域力を取り戻そうと、山形に住む松
田道雄氏が発案したもので、全国各地で開催されています。
◆どんな事をするの？
お子さまから高齢者の方まで、どなたでも参加できるイベントです。 ふれあいコミュニケーシ
ョンの場所とし、地域の力で子どもを見守り、お互いを知り仲間を作ることを目的としています。
【しくみ】子どもも大人もおみせを出したり、子どもハローワークでお仕事を探し、働いて仮想
紙幣“ぷち”を稼いで、駄菓子を買ったり、会場内のいろいろなおみせで遊ぶことができます。
次回第 3 回「ぷち＊だがしや楽校」11 月 29 日(日)10:00～13:00 東戸塚地域ケアプラザ
大人も子どもも是非遊びに来てください。子どもの活動を一緒に支援するメンバーも募集中！
お問合せ：info@mignon.pupu.jp mignon（ミニョン） 髙木
HP：http://xxxmignonxxx.jimdo.com/
FB:：https://www.facebook.com/xxmignonxx

「身近な自然を楽しもう」

―秋 を 遊 ぶ―

最近では子どもの一人遊びが増え、更に室内遊びも増加して、外で遊ぶ子どもの数は
少なくなっております。しかし子どもたちは好奇心旺盛です。何でも知りたがり、見て、
聞いて、遊んで、様々な体験から自分の世界を広げていきます。身近な自然や生き物に
ふれる自然観察会や草花遊びは、子どもたちが自然に目を向けるきっかけになります。
環境教育の重要性を子どもたちに伝える時に、大人がまず自然に関心を持ち、植物と積
極的にかかわり、多くの遊びを知り、子どもたちに伝える技術を磨いていくことが重要
であると思います。
秋にはいろいろな植物の葉、茎、実、種等で子どもたちと一緒に遊ぶことが出来ます。
オナモミやセンダングサのくっつき虫遊び、ドングリのやじろべえやこま、ヤマノイモ
の果実の天狗等々で子どもたちと身近な自然を楽しみましょう。
（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
フォトサークル１５１Ａ 写真展

歴史散策のご案内

昨年１月に発足した写真同好会フォトサー
クル１５１Ａ （いちごいちえ） の第２回目の写
真展を開催します。当会はデジタル写真を
趣味とする同好会で、技術の向上を目指
すとともに会員相互の親睦を図り、人と人
との縁を大切にすることを目的に活動して
います。今回の写真展では、主に戸塚区
在住の会員１８人が風景などを撮影した
作品約４０点を展示します。是非、ご来場
ください。
【日時】11 月 8 日（日）～11 月 14 日（土）
10:00～17:00（初日は 13:00 開始、最終日
は 16:00 終了）
【場所】戸塚センター１階（戸塚駅西口より
徒歩 5 分）
【主催・問合せ先】フォトサークル１５１Ａ
Tel 823-2098 中井

【日時・コース・集合場所】
11 月 8 日（日）10：00～15：00 東京 深川地区を歩く
馬喰町駅東口改札前集合
12 月 6 日（日）10:00～15:00 戸塚ロマン：果樹の里
東戸塚駅改札前集合
※昼食を持参し、集合場所に直接ご参集ください。
小雨決行します。
【参加費】資料代 500 円
【主催・問合せ先】戸塚歴史の会 Tel 895-0357 櫻井

歌声の集い 頬笑ほゝえみ
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！里の秋、ともしび、
黒猫のタンゴ、むらさき小唄 他全 23 曲
【日時】11 月 24 日（火）14：00～16：00
（13：30 開場）
【場所】サンハート音楽ホール（相鉄線二
俣川駅）
【参加費】500 円（施設使用料等）
【主催】楽団 GHQ
【申込方法】前日迄に電話予約 先着 100 人
【申込先】Tel 715-4074 山藤（さんどう）

12 月６日（日）はとつかお結び広場
開催のため、休館します。

こ

横浜戸塚童謡の会は毎月第 2 火曜日（11 月は第３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。多くの皆様のご参加をお待ちしており
ます。
12 月クリスマス例会
【日時】12 月 8 日（火）14:00～16:00
「ＢＳ日本・こころの歌」 （テレビ番組） のメンバー横山慎
吾先生とピアノの櫻庭緑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。
1 月新春例会
【日時】1 月 12 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新春の童謡を歌います。
【場 所】戸塚公会堂ホール
【参加費】入会金（初回のみ）1000 円 例会費 1000 円/回
【主催・問合せ先】横浜戸塚童謡の会
Tel 802-6844 会長・川村孝

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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横浜戸塚童謡の会『クリスマス＆新春イベント』
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交通のご案内
至横浜
JR
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開 館 時 間 ：火～金曜日 午前 9 時～午後 9 時
至戸塚
土･日･祝日 午前 9 時～午後 5 時
JR 東戸塚駅西口から徒歩 1 分
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
年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
ご利用ください（有料）

