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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
て何ができるか考えてみませんか？ 
【日時】8 月 10 日（木）10:00～11:30 
【場所】とつか区民活動センター 
【申込】来館、電話、FAX にて、当センタ
ーまでお申込みください。 

 

戸塚の市民活動、生涯学習活動、ボランティア活動をわかりやすく紹介するイベント 

第 8回とつかお結び広場 出展団体・個人募集中！ 
 
今年で 8 回目の開催になる「とつかお結び広場」。昨年は 145 の出展があり、おおいに賑わい

ました。今年度も出展者募集が始まりました。たくさんのご応募をお待ちしています！ 

《とつかお結び広場とは》 
戸塚区内を中心に様々な分野で活動している団体と個人を紹介 
するイベントです。来場者に地域の活動を知ってもらい、活動 
に参加するきっかけや地域課題を共有し、人と人・人と地域を 
結ぶことを目的として開催しています。 

【開催日時】12 月３日（日）10:00～16:00  

ギャラリー会場は 11 月 29 日～12 月 3 日の 5 日間の出展です 
【会  場】戸塚区総合庁舎 3 階 区民広間、多目的スペース大・中・小 

さくらプラザギャラリー、戸塚駅西口駅前デッキ   
【募集内容】①パネルの展示 ②作品の展示 ③体験交流  

④販売（福祉施設、被災地支援、国際協力） ⑤パフォーマンス 
【応募条件】①市民活動、生涯学習活動、ボランティア活動に関わる団体・個人 

※活動の目的が政治、宗教、営利活動でないこと 
②とつかお結び広場の趣旨に賛同し、運営に協力できること 

【出 展 料】無料 
【申  込】8 月 10 日（木）必着「出展申込用紙」に記入後、FAX・E メール・来所、または

郵送にて、とつか区民活動センターへお申込みください。 
※「出展申込用紙」は当センターのホームページからもダウンロードできます。 

【説明会】申込み後、どちらかに必ずご出席ください。内容はどちらも同じです。 
・９月 29 日（金）18:00～20:30 とつか区民活動センター 
・10 月 ４日（水）13:30～16:00 戸塚区役所 ８階大会議室  

お昼のミニライブ  ～ハワイアン～  
ウクレレの音色とフラダンスをお楽しみくだ

さい。申込み不要、お気軽にお越しください。 
出演：ハワイアンクラブ（ウクレレ）、 
アロハナープア・秋葉キッズクラブ（フラダンス） 
【日時】7 月 16 日（日）12:15～12:45 
【場所】とつか区民活動センター 

～発見！元気と笑顔 戸塚から～ 
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夏休みはとつか区民活動センターへ行こう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下記は申込み不要、参加費無料。開催 

有志の団体が運営し、とつか区民活動センターが協力しています。 
 
 

工作大好きっ子集まれ！2017 

名瀬の里山の「竹」を使って 
楽器を作ろう！ 

 
講師：造形美術家 緒方かおる 
参加費無料です。汚れても良い服装で参
加してください。 
【日時】8 月 12 日（土） 

13:00～16:30 
【場所】とつか区民活動センター 
【対象】小学校 1～6 年生 
【定員】先着 20 人 
【申込】7/11（火）から来館、電話で
受付 
【主催】mignon（ミニョン） 
【協力】とつか区民活動センター 

夏 休 みこどもエコ教 室 2 0 1 7 
 

工作や小物作りの体験をしながら、エコと節電を学ぼう！  

参加費無料、申込不要です。 

※体験は当日 10:00 からと 13:00 から、それぞれ先着順のものがあります。 
 

【日時】7 月 30 日（日）10:00～15:00  【場所】とつか区民活動センター 
【体験と展示】ネームプレート、ウッドクラフト、環境にやさしい粘土を使った小物作り、 
ストラップ、手作りうちわ、LED 電球の比較実験、プランクトン観察、DVD 映像、 
ソーラーグッズ展示、手作りおもちゃ、スタンプラリー、おみやげもあるよ！ 

【主催】とつかアースプロジェクト、とつか区民活動センター 
【協力】国立研究開発法人 海洋研究開発機構 

親子で楽しむ算数のい・ろ・は 
 
わかりやすい算数の考え方を親子で学びます。 

【日時と内容】 
8 月 11 日（金・祝）14:00～16:00 
分数と割合、相当算他（小学 4～5 年生レベル） 
8 月 20 日（日）14:00～16:00 
割合と比、相当算、仕事算、塩水算、速度算他 

（小学 6 年生レベル） 
【場所】とつか区民活動センター 
【参加費】2 回分 1 組 100 円  
【対象】小学 4 年生以上の子どもと保護者 
【定員】先着 5 組 10 人 
【持参物】鉛筆、はさみ、定規 
【申込】7/11（火）から来館、電話で受付 
【主催】学び直しの算数を楽しむ会 
【協力】とつか区民活動センター 
 

愛・あむ・クラブ 
アクリル毛糸を使って、エコな 
たわしを編みながら交流します。 
ほっとする居場所、楽しい語らい 
の場所です。初心者大歓迎！ 

【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。脳トレ
やストレッチで鍛えて、情報交換・相談タイ
ムやティータイムで、楽しいひと時を！ 
【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「ここがよくわからない」
と困ったときの相談室です。パソコンは持
込みか貸し出し、どちらでもＯＫです。 
【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！ 
ギターの弾き語りを聴いて、 
あの頃のことを語り合いましょう。 
【日時】7 月 28 日（金）17:00～18:00 

【主催】聴
き

楽会
らくかい
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 センター事業のご報告         登録団体の紹介 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸塚のフォトスポット 「横浜薬大スタジアムで高校野球を撮ろう」 
 

今年の第 99 回全国高校野球選手権神奈川大会は、7 月 8 日の開会式から 7 月 29 日の決勝戦まで

県下各地の野球場で高校球児たちの熱き戦いが繰り広げられます。戸塚区内では、旧遊園地・横浜ドリ

ームランドの跡地に出来た「横浜薬大スタジアム（ハマヤクスタジアム）」の野球場でも試合が行われ

ます。この夏は、高校球児の溌刺とした熱い戦い、その躍動感あふれるプレーをカメラで切り取ってみ

ませんか。プレーをスローや高速シャッターで臨場感を表現するのもいいですね。 

望遠系のレンズで被写界深度を浅く（F 値 2.8～４と小さく）、バックネットにフードを外したレン

ズを近づけて撮影すると、邪魔なネットの網が消え、バットの振り切ったプレーなどが撮れます。プレ

ーだけでなく、声をからして全身で選手を応援する生徒たちも素敵な被写体になり、球場一体となった

ドラマチックな写真が撮れるでしょう。 

ただ、一生懸命応援する表情も撮りたくなりますが、肖像権には 

十分注意してください。当球場の開催日程や出場校・対戦校の試合 

開始時間等については、新聞などで確認してから行ってください。 

（フォト夢とつか記） 

http://www13.plala.or.jp/Photoyume/ 
 
アクセス：戸塚駅西口バスセンター2 番乗場・ 
神奈中バス「ドリームハイツ」「俣野公園・横浜薬大前」 
行き乗車、「俣野公園・横浜薬大前」下車徒歩 1 分 

ＡＢＣ工房 
 
毎月２回（第一、三月曜日）戸塚を中心に

“前向きに、明るく、創造的に”をモットー
に活動している男女６名の シニアサークル
です。活動は、読書会、ウォーキング、料理
会、施設見学、川柳作りなどジャンルにこだ
わらず“初めての体験”、“新しい発見”でシ
ニア生活を楽しんでいます。第三月曜日定例
会では、川柳句会もやっています。興味をお

持ちの方は見学だけでも大歓迎です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問合わせ先：080-6884-8049 飯島   

ホームページ 
http://abc-koubou.wixsite.com/yokohama  

定例会： 第三月曜日 12 時半～14 時半   

戸塚フォーラム 1 階 活動交流コーナー 
今後のイベント予定： 8/7 ランチ料理会、 
 9/4 読書会、10/2 ウォーキング 
イベントの詳細チラシはとつか区民活動セン
ター、戸塚区役所、フォーラムに配架します。 

知的活動 良い食事 

社会参加 
適度な 
運動 

「スキルアップ講座＆交流会 開催」 
 

５月にボランティアの方へ向けたスキルアップ

講座として「子ども食堂はみんなの居場所」を開

催しました。申込み受付け中から「子ども食堂の

ような活動が戸塚であるんですか？」という質問

も多く、みなさんの関心の高さに驚かされました。 

講演会では、台東区で子ども食堂を運営してい

る NPO 法人台東区の子育てを支え合うネットワ

ークの石田真理子さんを講師に迎え、「子ども食

堂」に取り組むことになった経緯をお話ししてい

ただきました。学習支援から始めた活動の中で、

孤食の子どもの多さと、みんなで一緒に食べるこ

とで場が和むことに気づき、子どもにとって食べ

ることは大切だと「子ども食堂」をスタートした

そうです。「子ども食堂って、ほんとに楽しいんで

す！」と笑顔でお話する姿がとても印象的でした。 

後半の交流会では、参加された皆さんの活動を

紹介し合い、活動の楽しさや悩みなどを共有し大

変盛り上がりました。また、講座後のアンケート

では、ほとんどの方が、これからもこのような講

座に参加したいと記入してくれました。 

今後も皆さまの 

活動に役立つ講座 

を企画していきた 

いと思っています。 

 

 

 

http://abc-koubou.wixsite.com/yokohama
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情 報 掲 示 板 

戸塚ゴスペルコンサート 2017 参加者募集！ 
「Jubilee Sisters ＆市民クワイア」 

小学生のための「身近な自然を学ぼう」 
 

【日時・内容・場所】 
時間は全て 10:00～15:00 小雨決行 
①7月 23日（日）自然と仲よくなろう（名瀬の
里山） 
②9 月 24 日（日）自然を学ぼう（舞岡公園） 
③10 月 15 日（日）自然で遊ぼう（俣野別邸
庭園） 
【定員】小学 1～6年生 各回 30人（多数時

抽選、保護者同伴可、単回の申込み可） 
【参加費】各回 500 円 
【申込方法】7/15（土）（必着）までに、ハガ
キかファクスに参加希望日、住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号、学年、保護者同伴の
有無を記入し、戸塚区役所地域活動係（〒

244-0003 戸塚町 16-17 Fax 045-864-1933）

へ申込み。 
【主催・問合せ先】自然を学び隊 
Tel 080-9392-7700 昆野 

プロの指導を受けて一緒にステージで歌おう！13 回
目となる今年は、魅惑の女性ボーカルユニット
「Jubilee Sisters」をお迎えします。歌の好きな方、未
経験者大歓迎。一緒にコンサートを盛り上げる運営ス
タッフ（ワークショップのお手伝いやコンサートのバック
ステージスタッフ）も同時に募集します。 
 
【コンサート日時】11 月 25 日（土)16:00～ 
【会場】戸塚公会堂 
【練習日時】9 月 17 日、10月 1 日、10月 22 日、11 月
12 日（日）13：30から 2 時間程度 
【練習会場】戸塚区民文化センター さくらプラザ リハ
ーサル室 
【定員】戸塚区内在住・在学・在勤の高校生以上の人・
90 人（多数時抽選） 
【費用】6500 円（練習 4 回分、教材費、当日参加費含む） 

【申込方法】7/31（月）（必着）までに、往復はがきかＥメ
ール（住所、氏名、電話番号、性別、年齢を記入）で、
戸塚ゴスペルコンサート実行委員会へ 
（〒244-0805 川上町 91-1 モレラ東戸塚 3 階 とつか
区民活動センター内メールボックス No.７） 
【主催・問合せ先】戸塚ゴスペルコンサート実行委員会 
Tel 090-6004-2833 
Ｅメール gospel_totsuka@yahoo.co.jp 

2017東海道区民ミュージカル公演 

「少年探偵団 VS怪盗キャッツ VS二十面相」 

１時間未来が分かるダイヤを持つ二十面相。過去が
分かるダイヤを盗むと予告状が！少年探偵団はダイ
ヤを守れるのだろうか？ 

【日時】8 月 12 日（土）①18:00（開場は 30 分前） 
8 月 13日（日）②13:00／③16：00  3 回公演 
【場所】戸塚公会堂  【入場料】999 円 
【主催】東海道区民ミュージカルユニット 
【チケット連絡先】E メール gnjimfk@flute.ocn.ne.jp 
Tel/Fax 0467-42-6364 今福 
ホームページ http://kumin-musical.com./ 

顔描きびっくり体験講座（夏休み） 

描いて楽しい家族、タレント、名画など。実

技問題中心にして画力アップ。イラストとは

違って完成度の高い似顔・肖像。参加でき

るのは学生に限らず、気持ちが若ければ

誰でも OK。 

【日時】7月 27日（木）、8月 3日（木）、8月

5日（土）13:00～16:45 

【場所】とつか区民活動センター 

【参加費】各回資料代 500 円（リピーター

300 円） ※3 回とも休まず出席 1100 円（リ

ピーター700 円） 

【持ち物】鉛筆（6B 以上）、写真、消しゴム 

【主催・申込み先】肖像画デッサン会 

Tel 090-1269-4370 河田 

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 

mailto:gnjimfk@flute.ocn.ne.jp
http://kumin-musical.com./
http://totsuka-kumin-center.jp/
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