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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。 
 
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 
 

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】10 月 27 日（金）17:00～18:00  【主催】聴
き

楽会
らくかい

 

防災講座「今やっておこう、災害時の 
トイレ対策のすべて！」 

 
なぜトイレ対策が必要か、を考えます！ 
【日時】10 月 20 日（金）13:00～16:00 
【場所】とつか区民活動センター 
【定員】10 人 

【主催】チーム・想いをカタチに 
【協力】とつか区民活動センター 

講演会「地域の子どもたちに 
大人は何ができるだろう？」 

 
誰もが居心地の良いコミュニティを形成し
て行くために、地域の子どもたちに周囲の大
人は何ができるかを考えます。 
講師：新倉アキ子氏（神奈川県警少年課勤務） 
【日時】11 月 11 日（土）13:30～15:00 

【場所】とつか区民活動センター 
【定員】30 人  【主催】おっちー塾 
【協力】とつか区民活動センター 

魅力が伝わる！団体キャッチコピーづくり 
 

団体の「活動」「魅力」「強み」をわかりや
すく「伝える」キャッチコピーづくりを学び
ます。 
講師：林田全弘氏（グラフィックデザイナー） 

【日時】10 月 28 日（土）10:00～12:00 

【場所】とつか区民活動センター 
【定員】20 人 

第 8回とつかお結び広場プレイベント 

「とつかかるたをめぐる旅」 
 
「とつかかるた」で詠まれた地を訪ねるウォ
ーキングイベント。東戸塚をスタートし、ゴ
ールの光安寺で解散です。 

【日時】11 月 18 日（土）9:30～12:30 

【集合場所】とつか区民活動センター 
【定員】30 人 
【主催】とつかお結び広場運営委員会 

【申込】下記 4 講座は 10/11（水）より電話か来館で先着順で受け付け開始！  参加費無料！ 
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センター事業のご報告        登録団体の紹介 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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】11 月 10 日（金）10:00～11:30 

【場所】とつかボランティアセンター 

【申込】電話か FAX で申込み。 

TEL 045-866-8483 FAX 045-862-5890 

 

 

戸塚のフォトスポット    「舞岡の紅葉と稲田」 
 
四季を通じて自然と親しめる舞岡公園と周辺の秋の絶好撮影ポイントを紹介します。 

舞岡公園はバスなら戸塚駅東口 8 番江ノ電バス「京急ニュータウン」行終点下車その先。広い駐

車場もあります。公園内の雑木林の道を抜けると「もみじ広場」、そこは色づいた楓の木々が広場を

囲み、紅葉の撮影し放題。ここの紅葉は少し早いので 11 月中旬～下旬が良いでしょう。 

撮影時間のお勧めは早朝、差し込む朝陽で紅葉が逆光に輝きま

す。また落ち葉が散り敷かれた雨上がりの朝だったらまさに絶景。

ＰＬフィルターがあれば太陽を背にした紅葉と青空が美しく撮れ

ます。望遠系レンズで絞りを浅く（小さいＦ値）して、前ボケや

後ボケで紅葉した葉を捉えると印象的な写真になります。 

公園南門から入り、右側に鳥よけの網のかかった農体験の稲田

や、古民家のある小谷戸の里を過ぎ、北門を出てススキ原や池を

右に見ながら先へ進むと稲田が広がります。稲田の原風景を撮影

するには広角系のレンズがあると良いです。風があれば揺れる稲

穂の波をスローシャッターで切り取ると動感のある写真になりま

す。10 月中旬には稲刈りは終わります。農家の田圃なので畔に入

ったりしないように。       （フォト夢とつか 記） 

フォト夢とつか HP 

 http://www13.plala.or.jp/Photoyume/#hpb-container 

NPO法人 鎌倉ガイド協会 
 
鎌倉及び鎌倉周辺を訪ねる人々や在住者に対

し、史跡、文化財等の案内、解説をして地域の魅
力を伝え、文化の普及、社会教育及びまちづくり
の推進に寄与することを目的とする協会です。以
下の事業を行っています。 
(1)観光・史跡等のガイドに係る事業 
協会主催史跡めぐりを毎月 定例 A、B コース 
特別テーマによる C コース、ほかに会員制の D
コースを開催 
個別ガイド、指名ガイド、旅行業者の方々よりの
依頼によるガイド等、英語によるガイド 
(2)歴史・史跡・文化財等の解説・講義に係る事業 
公民館、老人学級、学習サークル等への講師派遣 
(3)小・中学校生徒の校外活動支援に係る事業 
小・中学生の校外学習・校外学習ガイド 
(4)地域の観光振興支援の受託事業 
チャリティ・ガイド（教養センター文化祭など）、 
公共機関の実施する観光行事の応援 
(5)その他、上記に関する事業 
 
史跡めぐりの申込・問合せ：NPO 法人 鎌倉ガイ
ド協会  Tel 0467-24-6548 
E メール kgk@blue.ocn.ne.jp 
HP  http://www.kcn-net.org/guide/ 
※新会員募集は 2019 年以降の予定です。詳細はお問

い合わせ下さい。 

利用者意見交換会を開催しました！ 
 

8 月 18 日（金）に今年度 2 回目の利用

者意見交換会を開催しました。今回は「も

っとみんなが使いやすいセンターになる

ために」というテーマで意見交換を行いま

した。当日は 26 名の方が参加し、会議室

やミーティングコーナーの利用方法の提

案や、当センター主催の講座内容のアイデ

アなど、活発な意見交換を行いました。 

さらに使いやすいセンターになるために、

今後もみなさんと一緒に考え、実行してい

きたいと思います。 

12月10日(日) 
は当センターで 
開催します！ 

http://www13.plala.or.jp/Photoyume/#hpb-container
http://www.kcn-net.org/guide/
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登録団体の活動報告  学習支援を行っている２団体の活動を紹介します。 
 
「おっちー塾」が食をテーマに国際理解のイベントを開催 

 
今回のイベントは「国際理解（中米編）～青年海外協力隊から聴くエルサルバドルとベリーズ

の暮らし～」という東戸塚地区センター主催の事業に、おっちー塾が協力して開催されました。
中米のお料理を作って食べた後、おっちー先生の教え子で、青年海外協力隊（JICA）として 2
か国で 2 年間活動されたお二人の方から、日々の暮らしを中心にお話ししていただきました。 
先ずはクッキング。料理メニューは現地でよく食べられているケサディーヤ（トルティーヤチ

ーズ焼き）、セヴィーチェ（中米風魚介マリネ）、チスモル（刻み野菜の中米風サラダ）です。
JICA のお二人指導の下、料理ごとに３テーブルに分かれて作りました。ワイワイ話しながら楽
しい作業。出来上がった料理にパクチーと辛～いハバネロソースをかけると、そこはもう異国へ
の誘い！現地で購入されたお菓子も見せていただきました。 

続いて部屋を移動し、試食用のお料理を食べながら、ベリーズとエルサルバドルの文化や風習
などについてお聞きしました。日本から遠く離れた国について、何を食べているのか？どんな暮
らしをしているの？言葉は？と、みなさん興味津々でした。 
食べ物をいただき、実際に行った方からお話を聞くのは、その国をよ

り身近に感じられるとても良い機会です。今まで知らなかった中米の国
々に、親しみを持つようになった方もいるのではないでしょうか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

「キララの教室」がベトナムで日本語支援 
 
キララの教室のメンバー2 名が、学習支援をしている児童の保護者のご縁で、この夏３週間、

ベトナム南部チャビン省の国立大学で日本語の初期指導を行ってきました。キララの教室代表の
飯塚さんからの報告です。 
「チャビンはメコン川の下流域の街です。産業は農業が中心で、日本の企業の進出もない地域

ですが、学生や大学の関係者は日本への関心が高く、日本語を学びたいと思っています。３週間
の短い期間でしたが、チャビンの方々は私たちを心から歓迎してくださり、細かい気配りもして
いただきました。チャビンの方々もふくめ、ベトナムでは日本語指導のボランティアを求めてい
ることがわかりました。貧しい地域も多く残る中、いろいろな支援の必要性を感じました。貴重
な体験ができたことに感謝し、この体験を多くの方に伝えたいという思いを強くしています。」 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

「キララの教室」は子どもに“寄り添う”をキーワードに、主

にご両親が外国の方の子どもへ、個別に日本語補習や教科学習

の支援をしています。ボランティアの交流会や研修会も年に数

回実施します。学習支援にご興味のある方はご連絡ください。 

活動日：水曜日 15:30～17:30 木曜日 17:00～18:00 

活動場所：とつか区民活動センター 

問い合わせ先 キララの教室 林・飯塚 

E メール iwamozuku@nethome.ne.jp 

 

おっちー塾は、子どもたちに学ぶことの喜びを分かち合いたい、実感してもら

いたいという願いのもと、学習支援・日本語支援をしています。 

ホームページ http://occhijuku.weebly.com/ 
 

次のイベントへのご参加もお待ちしています。 

①『発達障がいに関する講演会』 講師：竹内直樹氏（児童精神科医師） 

10 月 14 日（土）13:00～15:00 東戸塚地区センター 参加費 100 円 

先着 25 名  申込みは 045-825-1161 東戸塚地区センターへ 

②『講演会 地域の子どもたちに大人は何ができるだろう？』（詳細は１ページ） 

11 月 11 日（土）13:30～15:00 とつか区民活動センター 参加費無料 

 

mailto:Eメールiwamozuku@nethome.ne.jp
http://occhijuku.weebly.com/
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情 報 掲 示 板 

とつか歴史講演会 
「江戸の町作りと人々の生活」 

【日時】11 月 5 日（日）14:00～16:00 
【場所】戸塚区総合庁舎 3 階多目的スペース 大 
【講師】藤沢市生涯学習人材バンク講師 新藤正則氏 
【参加費】500 円 
【定員】200 人 申込多数時抽選 落選者のみ連絡 
【申込方法】10/20（金）までに、ハガキかファクスに氏
名、電話番号、「11 月 5 日とつか歴史講演会参加希
望」と記入し、戸塚区役所地域活動係へ申込み。（〒
244-0003戸塚区戸塚町 16-17 Fax 045-864-1933） 
【主催・問合せ先】戸塚見知楽会 
Tel 080-5545-4163（9：00～17：00） 
Ｅメール totsuka15michi22@gmail.com 
【後援】戸塚区役所 

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 

「フォト夢とつか」からご案内 
 

①「プロ写真家と行く日帰りバス撮影会」 
真赤なコキアやコスモスの花、「光の花の庭」のイル
ミネーション、そんな写真を撮りに行きませんか。 
【日時】10 月 24 日（火）8:30 出発 
【場所】ひたち海浜公園と足利フラワーパーク 
【参加費】8600 円(保険料、入園料含む) 
【定員】40 人 申込多数時抽選 
 
②「写真講座 花と自然の撮影テクニック講座」 
花のある風景や花を想った通りに撮りたい、花のイメ
ージを生かした写真にしたい。テクニックで素敵な優
しい写真が生まれるヒントがたくさんある講座です。 
講師：吉住志穂 氏 日本写真家協会会員 
【日時】11 月 25 日（土）13:40～16：２0 
【場所】戸塚区総合庁舎 3 階多目的スペース 大 
【参加費】700 円(当日会場) 
【定員】100 人 申込多数時抽選 
 
【①②の申込方法】往復ハガキ（１人１枚）、応募裏面
には住所、氏名、電話番号、返信用宛名面には郵便
番号、住所、氏名 ( 「様 」を記入 )を記入し、〒
244-8691 戸塚郵便局私書箱４１号「フォト夢とつか 
日帰りバス撮影会または写真講座」宛申込み。締切
①10/10（火）②11/11（土）必着 
 
③「みんなの写真展」≪フォト川柳部門≫作品募集 
あなたの写真に川柳協会が作句し、感動が伝わる楽
しい≪フォト川柳部門≫です。 
【応募方法】テーマ自由。A4 プリント１枚と同写真 2Ｌ
プリント１組とする。 
【募集数】60 点  【出展料】1 点 700 円（1 人 2 点迄） 
【受付日】11 月 12 日(日)、13 日(月)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 
【展示】1 月 23 日(火)～1 月 29 日(月) 
戸塚区民文化センターさくらプラザ 3 階ギャラリー 
 
【対象】①②③とも区内在住及び戸塚区に関わりのある人 
【主催・問合せ】フォト夢とつか 
①Tel 090-6043-1360 鹿野（平日 9:00～17:00） 
②Tel 090-8503-8363 吉田（平日 9:00～17:00） 
③Tel 090-8486-3609 伊藤（平日 10:00～17:00） 
http://www13.plala.or.jp/Ｐhotoyume/ 
【後援】戸塚区役所 

顔描きびっくり体験（芸術の秋） 

タレント・名画などを教材にした実技中心講座です。
イラストとは違って完成度の高い似顔・肖像をめざし
ます。豊富な資料を使って易しく楽しく工夫。作品発
表展を定期的に実施します。 
【日時】11 月 16 日（木）、23 日（木）、12 月 2 日（土） 
全て 13:00～16:00 【場所】とつか区民活動センター 
【参加費】各回 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】6B 以上の鉛筆、消しゴム、写真 
【主催・申込み先】肖像画デッサン会 
Tel 090-1269-4370 河田 

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

 
魂を揺さぶるゴスペルユニット「Jubilee

ジ ュ ビ リ ー

 Sisters
シ ス タ ーズ

」と、
その指導を受けた市民 100 人によるステージ。愛と
喜びに溢れる奇跡のハーモニーをお届けします！ 
【日時】11 月 25 日（土）16:00～（開場 15:30） 
【場所】戸塚公会堂ホール 
【チケット】全席自由：前売り 1500 円（戸塚区民文化
センターさくらプラザ、有隣堂モディ店、住吉書房東
戸塚店、戸塚地区センター、とつか区民活動センタ
ーで販売中） 当日 1800 円（枚数に限りあり） 
【問合せ先】戸塚ゴスペルコンサート実行委員会 
Tel 090-6004-2833 鶴（つる） 
Ｅメール gospel_totsuka@yahoo.co.jp 

mailto:totsuka15michi22@gmail.com
http://totsuka-kumin-center.jp/
mailto:staff@totsuka-kumin-center.jp

