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第１０４号
★ゆめのたね★・・・みんなが自由に思い描く「しあわせのたね」

こ 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へ行こう！
なにか始めてみたいけど・・
現役時代は仕事ばかりで趣味も
ないしなぁ。近所に友人もいな
いし、地域の事もよくわからな
いし・・・

「窓口相談コーナー」
スタッフが笑顔で応対します♪

まずはお話し
現役を引退した
Ｆさんの場合

しましょう！

東戸塚駅西口 徒歩１分！
「モレラ東戸塚」3 階

ご相談くださ
い
何か始めてみたいけど。何を
したらよいのか・・

とつか区民活動センターか。
「何か始めたい・情報を集めたい・
お気軽にお入りください」だって。
よし！相談してみるか。

こんなにたくさん
情報があるんだ・・・

「登山の同好会」を
紹介されたよ。
電話してみよう！

◆ボランティア活動・市民活動・生涯学習活動
などのご相談にのります！
◆地域情報誌、イベント、講座など、たくさん
の情報があります。
◆パソコンコーナーで情報検索もできます！
◆登録している 400 以上の団体・個人の活動
情報を閲覧できます！

仲間ができて、毎日楽しい！
今度はボランティア活動に挑
戦してみようかな♪
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とつか区民活動センターのご紹介

※以下は 2017 年度の実施内容

何か始めたい、情報を集めたい、地域のことを知りたい・・・・
さまざまな活動のお手伝いをしています！

１月開催

参加のきっかけになる！

やりたいことみつける!!
ボランティアの い・ろ・は

「やりたいことみつける!!
ボランティアのい・ろ・は」

【日時】2018 年１月 10 日(水)
10:00～11:30
【場所】フレンズ戸塚

ボランティアのはじめの一歩を応援する講座です！

戸塚の居場所めぐりバスツアー

「戸塚の居場所めぐりバスツアー」
気軽に立ち寄れる地域の居場所を見学するバスツアーです

「とつカレッジ」
戸塚ってどんなところ？戸塚の魅力をみんなで学びます

【日時】2018 年１月 16 日(火)
9:30～16:00
【申込】来館、電話にて、当センタ
ーへお申込みください

活動のきっかけになる！
「とつかお結び広場」

～毎年 12 月開催！～
戸塚を中心に活動する団体・個人を紹介する大イベントです
「戸塚区地域づくり大学校」 ～今年で第 4 期開催！～
まちづくりの現場を訪問し、実践者から話を聞き、地域づくりを学ぶ全 6 講座です

活動を応援します！
「スキルアップ講座」

12 月開催
お昼のミニライブ
ワンハンド・マジックへのご招待
～片手で自由に操るトランプ手品 他～
【日時】12 月 24 日(日)
12:15～12:45
【場所】とつか区民活動センター

活動に役立つ！学べる！活動者を応援する講座です
「お昼のミニライブ」 ～出演者募集中～
地域で活動する皆さんの音楽、踊りなど。
来場者と一緒に楽しむミニライブです
「活動団体のみなさんと共催イベント・講座」
◆夏休み子どもエコ教室 ◆退職後の「自分活かし」講座
◆超高齢者社会を楽しく過ごす会 ◆戸塚区学校・地域コーディネーター交流会
◆区民が語らう広場 昭和と演歌を熱く語ろう！
◆愛・あむ・クラブ ◆ぬり絵の会
◆うちの茶の間 脳活き活きトレーニング！
みんなで一緒に 大掃除!!
◆パソコンワンポイントアドバイス
センターを一緒にお掃除して、新年を
気持ちよく迎えませんか。皆さんのご
ネットワークを拡げます！
参加をお待ちしています。

「利用者意見交換会」
利用者の皆さんと一緒に様々なテーマで話し合います

「戸塚区地域施設連携促進事業」
戸塚区にある公共施設の連携促進のため、研修会を
開催しています
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【日時】12 月 17 日(日)
15:00～16:30
【場所】とつか区民活動センター
掃除用具は準備致します。動きやす
い服装でお越しください。

2017 年 12 月 1 日

地域情報

戸塚宿七福神めぐり

「戸塚宿七福神めぐり」が誕生してから、
５回目を迎えます。今年は 4000 名以上の
方が参拝されました。２年間お休みした清
源院が来年は参加し、８ヶ寺で運営します。
コースは全部で７㌔ほど。福を招き健康づ
くりを兼ねて、お参りに来られてはいかが
でしょうか。
【日時】1 月 5 日（金）～11 日（木）
参画寺院と、戸塚駅からの推奨ルート
妙秀寺（弁財天）→寶藏院（毘沙門天）
→來迎寺（寿老人）→雲林寺（恵比寿）
→清源院（毘沙門天）→高松寺（大黒天）
→海藏院（布袋尊）→親縁寺（福禄寿）
※参拝記念スタンプを
押印できる色紙（1000
円）を妙秀寺・寶藏院・
親縁寺で販売します。
※荒天時中止の場合も
あります。
【主催・問合せ先】
戸塚宿七福神推進協議会
Tel 045-895-0357 櫻井
Tel 045-862-2931 小川
【後援】戸塚区役所、戸塚文化協会、
戸塚観光協会
戸塚のフォトスポット

登録団体の紹介

東戸塚碁楽会
囲碁クラブ

発足 30 年！

囲
碁

囲碁を楽しく打つ事を目的に活動しているク
ラブです。皆さんといっしょに楽しく囲碁を
打ちませんか！！
活動日：毎週金曜日
時 間：9 時～11 時 30 分
場 所：東戸塚地区センター2 階
★年２回会員による、大会と勝負を離れての
コミュニケーションを兼ねた懇親会を行って
います。
★今回クラブ会員を募集しています。実力は
問いません。初めての方、初心者大歓迎です。
現在の会員は 15 名です。（女性４名）
★会費：１か月 1000 円（大会、懇親会分も
含んでいます）
見学して頂き、気に入ったらぜひ入会して下
さい。入会希望される方は、活動日に直接、
東戸塚地区センターにお越し下さい。会員一
同お待ちしております。
会長 平岩

長 平岩
「東俣野中央公園の夕景」

冬の季節茜空、トワイライトの時間帯がシャッターチャンスです。ここは戸塚区西南端の谷戸に、
昭和の後半、産業廃棄物の上に造られたとは思えない広々とした綺麗な公園です。テニスコート、ア
スレチック、芝生の多目的広場、野球場があり、老若男女が集えるところです。
冬の季節は空気が澄み、箱根の双子山、富士山、丹沢連峰を一望出来る夕景がそこにあります。黒
いシルエットの山々と大空のトワイライト夕景は、一番星が見えるまで見ていても飽きません。撮影
されるときは、三脚とレリーズと手元を照らす懐中電灯の準備をお勧めします。
夕景の撮影ポイントは「ジャックと豆の木」と名付けられた 132 段の階段上展望台です。眼下に
湘南台の街明かりが見え始めました。今日は少年野球の決勝戦を終え、帰路を急ぎたい大勢の球児が、
この夕景に魅せられて「きれいだネ～」と立ち止まり感嘆の声が聞こえます。
「歩を止めて 夕照の刻 茜空」
尚、この写真のカラー版はとつか区民活動センターホームページでご覧ください。
（フォト夢とつか 記 http://www13.plala.or.jp/photoyume/）
戸塚駅西口バスセンター乗り場 1 番
神奈川中央交通バス「藤沢行」
（戸 81 系統）、「諏訪神社前」
下車、歩道橋を渡り西へ徒歩 3 分
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情 報 掲 示 板
戸塚歴史の会 定例行事のご案内
【コース・日時・集合場所】
① 赤穂浪士凱旋コースを歩く 新橋～泉岳寺」
12 月 10 日（日）10：00 JR 新橋駅日比谷口 SL 広場前
②「戸塚宿七福神めぐり」（※3 頁をご参照ください）
1 月 7 日（日）10：00 JR 戸塚駅階上改札口前
③「横浜山手・居留地を歩く」
2 月 18 日（日）10:00 元町中華街駅 B２地下改札前
【参加費】資料代 500 円
昼食を持参し、集合場所に直接ご参集ください。小雨
決行、15:00 頃解散予定です。
【主催】戸塚歴史の会
【問合せ先】Tel 045-895-0357 櫻井

定年後の男たちが歌います
男だけの合唱サークル満天星、概ね 60 歳から 80 歳
代の約 20 名が、芸大出身 岡田有弘氏の指導を得
て、世界の名曲（野バラ、カリンカ、峠の我が家、ウ・
ボイなど）や、多田武彦集、誰もが知る乾杯、秋桜、
昴、ピリカピリカ、バラが咲いたなど 20 数曲をいきい
きと大らかに歌い上げます。
【日時】12 月 21 日（木）14：00 開演
【場所】瀬谷公会堂（相鉄線三ツ境駅徒歩 8 分）
【入場料】1000 円（全席自由）
【主催・問合せ先】男声合唱団 満天星
Tel 045-823-9053 うるし崎（品濃町在住）

第 1 回 講演会開催のお知らせ！
アンチエイジング予防医学について、講演会終了後、
講師の先生と語り合いましょう。そして健康寿命アッ
プを目指しましょう。申込み不要（当日先着 20 人）で
す。皆様の参加をお待ちしております。
【日時】1 月 13 日（土）10:00～12:00
【場所】とつか区民活動センター 会議室
【講師】NPO 法人日本成人病予防協会認定 健康管理士
【参加費】1000 円（資料代、講師謝礼等）
【主催・問合せ先】アンチエイジング究極の予防医学
を考える会 代表：佐竹 薫 Tel 080-5194-5287
E メール a1950kaoru@emobile.ne.jp
こ

自由作品・テーマ作品「主役が花」・組写真
皆様が感動して撮影された写真を「さくらプラザ」に展
示してみませんか。
【対象】戸塚区民および戸塚区に関わりのある方
【応募方法】単写真及び組写真（3 枚組）いずれも A4
サイズ。合成や加工等を行ったものは不可。
額装は主催者側で行います。
【募集数】150 点 単写真と組写真の合計で先着順
【出展料】単写真 1 点 700 円、組写真（3 枚組）1 点
1500 円、１人合計で 2 点以内。
【受付日】１月 12 日(金)、13 日(土)、14 日（日）
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
【主催・問合せ】フォト夢とつか 伊藤
Tel 090-8486-3609（平日 10:00～16:00）
【後援】戸塚区役所

第三回新春語りライブ ～古屋和子と仲間たち～

声の文学史―明治・大正・昭和
明治：泉鏡花作「婦系図・湯島境内」（語り 青山吉良）
大正アラカルト：小川未明作「ちょうと三つの石」、
菊池寛作「極楽」、芥川龍之介作「桃太郎」
（語り 古屋和子）
昭和：中島敦作「名人伝」（語り 野口英）
【日時】１月 2７日（土）13:45～16:15 開場 13:20
【場所】戸塚区民文化センターさくらプラザ リハーサル室
【入場料】2500 円 収益金は東日本大震災、熊本
地震、九州北部豪雨被災者へ寄付。
【定員】７0 人(要事前予約）
【主催・申込み】カトレアの会 Tel 090-9306-5267 渡
【後援】戸塚区民文化センター さくらプラザ

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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「みんなの写真展」≪写真部門≫作品募集

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
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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）

