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第 8回 

【日時】12 月 3 日（日）10:00～16:00 
【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、アートコリドー 
西口駅前デッキ 

入場 
無料 雨天 

決行 発見！元気と笑顔 戸塚から 

地域活動がわかるイベント 

戸塚を中心にボランティア活動や生涯学

習活動、市民活動をしている団体や個人

が、活動をわかりやすく紹介します。 

今年も 140 あまりの団体と個人が出展。 

地域の活動を知り、地域の人々と交流を

するチャンスです。あなたのやりたいこ

とを発見してください。 
 
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、戸塚区役所 

後援：横浜市戸塚区社会福祉協議会 

♦パネル展示・体験コーナー  大人も子供も家族みんなで楽しめます 

♦パフォーマンス  歌、楽器演奏、ダンスなどをお楽しみください♪ 

♦販売コーナー  野菜、パン、焼き菓子、手作り品、木工芸品、福祉施設作品など 

♦お休み処  お団子や舞岡米で作ったおにぎりを販売 

 

とつかお結び広場に先駆け、さくらプラザギャラリー

では５日間、活動紹介や作品の展示を致します。 

11 月 29 日（水）13:00～16:00 

11月30日（木）～12月3日（日）10:00～16:00 

体験交流ブース（一部有料）もありますので、ぜひご

来場ください。 

昨年の「とつかお結び広場」の様子 
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コーディネート報告    つなげた 輪 みんなの 和 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中国から来日して･･･ 
 

戸塚区役所の情報コーナーに、日本

語が堪能な中国出身の女性がボラン

ティアをしたいと来所しました。中国

語を生かした日本語支援ボランティ

アをすることで、ご自身ももっと学べ

たらと思ったそうです。 

ちょうどその少し前に当センター

では、中国から来日したばかりの小学

生のお母様から、子どもが日本語が全

くわからず不安だ、という相談を受け

ていました。それまでなかなか指導で

きる方が見つからない状況でしたが、

すぐに日本語学習をスタートするこ

とができました！ 

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】11 月 24 日（金）17:00～18:00 

【主催】聴
き

楽会
らくかい

 

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】12 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 にて、当センタ

ーまでお申込みください。 

お昼のミニライブ 

～歌・絵本・ハーモニカ～  
多くの人に親しまれている曲と、心温まる絵

本の世界をご一緒にお楽しみください。 

出演：『絵本の友 ひびき』虻川典久 

【日時】11 月 26 日（日） 
12:15～12:45 

【場所】とつか区民活動センター 

戸塚区総合庁舎３階の情報コーナー
では、平日 9:00 から 17:00 まで、
市民活動やボランティア活動、生涯学
習の相談を受付ています。また地域情
報のチラシも配架していますので、お
気軽にお立ち寄りください。 

ご縁がつながって・・・  
汲沢の老人クラブ「大丸みどり会」か

ら、4 月の誕生会を盛り上げてくれるパ

フォーマンス団体を紹介してほしいと

の依頼があり、登録団体の原宿囃子保存

会を紹介しました。太鼓囃子や獅子舞を

初めてご覧になる方もいて興味津々で

楽しんでくださったそうです。 

その時、小規模多機能型居宅介護施設

ウイル汲沢ステーションの方がいらし

ていて、「是非うちにも来てほしい」と

声を掛けてていただき、7 月の訪問が実

現しました。そして最近またご連絡があ

り、来年の 1 月に再度訪問の約束をし

たとの事です。嬉しいご縁が続いていま

すね♪ 
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地域情報 峠工房  泉区上飯田町にある、障がい者教育訓練施設のご紹介です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸塚のフォトスポット 「東戸塚駅東口 並木坂／れんが坂通りのイチョウ並木」 

 
11 月に入ると、いよいよ紅葉（黄葉）の季節の到来となります。「ゆめのたね」の先月号では、舞

岡公園のモミジの紅葉にも触れましたが、今回は身近な他のスポットを紹介させていただきます。 

東戸塚駅東口を出て右側の緩やかな登り坂のイチョウ並木です。 

地図では坂名の表示がありませんが、地元では道路を挟んで「並木 

坂／れんが坂」と呼ばれております。 

ここのイチョウ並木を撮影するには、駅とオーロラモールとを結 

ぶ歩道の端のロータリーに降りる階段あたりがお勧めです。緩やか 

にカーブする道路の両側の並木が微妙に重なり合い、木々の黄に色 

付いた葉は、更にボリューム感を増します。並木の全景の撮影後は、 

枝先の元気で綺麗な色の葉を探して、大写しで撮っておきましょう。 

意外に知られていないのが、黄色から渋い赤色となる桜の葉の紅 

葉です。虫食いの葉もこの紅葉の時期は、何故か芸術作品にも見え 

ます。また、一般に赤や黄色に色付いた葉は、晴れた日は更に綺麗 

に発色して撮ることが出来ます。 

さわやかな風の中、ぜひ秋色の写真を撮りに出かけてみて下さい。 
 
（フォト夢とつか 記  

http://www13.plala.or.jp/Photoyume/report.html ） 

 

峠工房は 1969 年、「地域で生きることを中心に据えて、その人なりの自立をめざす教育・訓練、
ひとりひとりと向き合った精神的支援」という理念に基づき設立されました。しかしその先進性が当
時の行政の方針と折り合えず、福祉施設としての認可がおりませんでした。以来 40 年以上に渡り、
認可外である事を生かしたフットワークの軽さやタイミングの良い動き、周辺地域への働きかけや、
バリアのない行事の実施など、峠工房でなければできないこと、峠工房だからこそできること、人間
にとって本当に必要なことを追求しています。 

2009 年、更に大きく活動を広げるために特定非営利活動法人となりました。必要な事を必要な人
へと、障がいを持つ人たちと向き合い、人間にとって本当に必要なことを追求し、それを願う親子の
力になれる存在でありたいと常に考え、ともに歩み続けています。主な活動は次の通りです。 

 
■ 生活塾：社会の枠組みやルールを認識し、理解し、生活の中での対応を学ぶ個別コミュニケーション教室 
■ 小中学生放課後くらぶ：宿題や自主学習を側面支援しながら、放課後の子どもたちに居場所を提供する 
■ 心理カウンセリング、教育相談、親子相談 
■ バリアのない交流諸活動 
■ 峠工房第二教室：放課後等デイサービス・児童発達支援 

 
☆イベントのご案内～戸塚地区センターと峠工房が共同開催します。 
『まずは聞いて、話してみよう！ 

発達障害またはそうかもしれない人とその家族のための支援・相談会』 
うちの子、何か変かしら？ こんなことってどこの子もみんなやることかしら？ 子育てをしている

と人には聞きにくい困りごとがたくさん！ 誰に聞いたらいいのかわからない、話すほどのことかも
わからない…。あるある！と思ったら、気軽に話しに来ませんか？ ご自分の子育て経験を何かの役
に立てたい、話を聞いてあげたいそんな人も大歓迎です！ 

 
【日時】12 月 6 日（水） 【会場】戸塚地区センター 和室 ※個別相談は会議室 C 
＜午前の部＞10:00～12:00 グループトーク 12:00～13:00 個別相談（希望者） 
＜午後の部＞14:00～16:00 グループトーク 16:00～17:00 個別相談（希望者） 
途中参加、途中退出自由です。グループトークには、峠工房理事長兼カウンセラー・松本淑子が同

席します。また子どもたちは子どもの専門家が責任もって見守ります。お問い合わせは、 
特定非営利活動法人 峠工房 Tel 045-301-4646、戸塚地区センター Tel 045-862-9314 

 

 

※来年 1 月 16 日に「戸塚の
居場所めぐりバスツアー」で峠
工房の訪問を予定しています。 

http://www13.plala.or.jp/Photoyume/report.html
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情 報 掲 示 板 

ガイドと歩こう“品川宿” 

第２回とつか歴史探訪ウォーキング 

～鎌倉道へ向かい上倉田から下倉田へ～ 

古刹や民俗文化を訪ねて昔の農村を偲んで歩く。 

【日時】11 月 25 日（土）9：15～12：30頃 （雨天決行） 

【集合場所】戸塚区総合庁舎 3 階情報コーナー 

【受付時間】9：15～9：30（受付け順に出発） 

【コース】子の八幡～盛徳寺～蔵田寺～実方塚～紅葉滝～

力石～永勝寺～萬松寺～大わらじ～延命地蔵～南谷バス

停（解散）    【参加費】300円（未就学児は無料） 

【定員】50人 多数時抽選（落選者のみ 11/21 までに連絡） 

【主催・問合せ先】戸塚見知楽会（とつかみちらくかい） 

Tel 080-5545-4163（9：00～17：00） 

Ｅメール totsuka15michi22@gmail.com 

【申込方法】11/17（金）までに、参加者全員の氏名と代表者

の連絡先電話番号を記入し、ハガキか FAX で戸塚区役所

地域振興課地域活動係へ。（〒244-0003 戸塚区戸塚町

16-17 Fax 045-864-1933）   【後援】戸塚区役所 

日本橋から箱根までの宿場を中心に歩く月例

会です。11月は旅の送り迎えの拠点、品川宿を

歩きます。（①②とも同じコース）雨天決行。 

【日時】①11 月 11 日（土）、②11 月 16 日（木） 

9：00～9：30 JR品川駅中央口びゅうプラザ前

集合 13:00 頃 京急立会川駅前解散 

【コース】東禅寺～土蔵相撲～台場跡～本陣跡

～品川神社～品川寺、板垣退助墓地～海晏寺

石標～山内容堂墓地～土佐藩下屋敷跡～浜

川砲台跡～泪橋～坂本龍馬像（約 7㎞） 

【参加費】一般 500円、中高校生 200 円、小学

生無料（要大人同伴） ※飲料水、雨具を持参 

【申込方法】参加日、氏名（ふりがな）、住所、電

話番号を明記の上、下記いずれかで申込み。 

申込締切 ①11/8 ②11/13 

ホームページ https://www.tokaido-wg.com/ 

E メール re@tokaido-wg.com 

FAX 050-5865-0662 

ハガキ 〒233-0001 港南区上大岡東 1-11-22 

【主催】神奈川東海道ウォークガイドの会 

【問合せ先】Tel 050-5240-3217 吉見 

 

フォトサークル 151A写真展 

2014 年１月に発足した写真同好会の写真展。

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。今回は主に戸塚区内在住の会員 22人

が風景などを撮影した作品約 44 点を展示。②

では地域との連携という視点から、横浜市内を

中心とする写真を展示します。是非ご来場下さ

い。（①②の出展作品は異なります）。 

【日時と場所】①11月 7日（火）～12日（日）岩間

市民プラザ 3F ギャラリー ②11 月 22 日（水）～

11月 28日（火）西武東戸塚店 7Fファーストブリ

ッジ ①②とも 10:00～17:00（初日は 13:00 開

始、最終日は 16:00 終了） 

【主催・問合せ先】フォトサークル 151A 

Tel 045-823-2098 中井 

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 

平成２９年度 戸塚区読書活動推進月間イベント 

「聴いて楽しむ物語の世界～落語＆クラシック劇場～」 

お子様と一緒にステキなひとときをお過ごしください。大人

だけでも大歓迎！（入場無料、当日先着 300名） 

第 1部 落語・はじめの一歩  絵書家筆之輔 

第 2部 クラシック劇場 宮川久美（ピアノ）＆寺千代（朗読） 

【日時】11 月 18 日（土）14：00～15：30 開場 13：30 

【場所】フォーラム（男女共同参画センター横浜） 

【主催】戸塚区役所、戸塚図書館 

【問合せ先】戸塚区地域振興課 Tel 045-866-8416 

ぷち✲だがしや楽校 
 

地域の人が集まり交流する場所です。おみせを出したり、

お手伝いをして仮想紙幣“ぷち”をもらい、会場内でお買物

や体験ができます。お子様から高齢者の方までどなたでも

ご参加ください。 

【日時】11月 23日（木・祝）10:00～13:00 
【場所】東戸塚地域ケアプラザ 

【主催・問合せ先】mignon（ミニョン） 

E メール info@mignon.pupu.jp 

【共催】東戸塚地域ケアプラザ Ｔｅｌ 045-826-0925 

mailto:totsuka15michi22@gmail.com
https://www.tokaido-wg.com/
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