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戸塚区地域づくり大学校 第 6 期生 
～現場をみて・知って・学ぶ 全 6 講！～   受講者募集！ 

 

「住んでいてよかったと思える地域」

を、自分たちの手で実現する手法をと

もに考え、学び合います。まちに出向き、

自分の目で見て、実践者の話を聞き、感

じて、学びを深めることを大切にして

います。 

 

【開催日時と内容】 

① 7 月 27 日（土）13:00～16:30  

開講式「地域づくりを考える」 

② 8 月 17 日（土） 9:30～16:00  

まちづくりの現場訪問 

③ 8 月 31 日（土） 9:30～15:30  

現場訪問をみんなで共有 

④ 9 月 21 日（土） 9:30～15:30  

みんなでまち歩き＆マップ作り 

⑤ 11 月 16 日（土）9:30～15:30   

自分の地域で実現したい 

「夢プラン」づくり 

⑥ １月 18 日（土） 9:30～12:30  

卒業式・夢プラン発表会 

＆みんなでトークセッション 

 

【開催場所】 

①③④⑤⑥：戸塚区役所 8 階大会議室 

②集合場所：戸塚区総合庁舎３階 

 

【現場訪問の選択コース】 

A コース「泉区コース」 

・多世代が緩やかに繋がる場「宮ノ前テラス」 

（NPO 法人宮ノマエストロ） 

・湧水を住民の憩いの場に！「わきみずの森」 

 （下和泉湧水を守る会） 

B コース「神奈川区、西区コース」 

・地域住民が一体となったまちづくり活動 

「松ケ丘自治会の取り組み」（松ケ丘防災に強い町をつくる会） 

・多世代、多国籍の人々が集う場所「CASACO（カサコ）」 

（NPO 法人コネクション・オブ・ザ・チルドレン） 

 

【対象】戸塚区内在住、在勤、在学で地域活動に携わっている

人、これから新たに地域活動を行っていく意思のある人 

【定員】先着 40 人程度   

【参加費】2000 円（全６講分）、学生は無料 

【申込期間】6 月 11 日（火）～28 日（金） 

【申込方法】所定の申込書（戸塚区役所、とつか区民活動セン 

ター、フレンズ戸塚にて配布）に記入後、E メール、FAX、 

郵送または直接、戸塚区役所区政推進課地域力推進担当へ。 

参加のご案内を、7 月上旬にお送りします。 

 

【問合せ先】戸塚区役所区政推進課地域力推進担当 

〒244-0003 戸塚区戸塚町 16-17（9 階 93 番窓口）  

Tel：045-866-8328 Fax：045-862-3054 

E メール：to-chiikiryoku@city.yokohama.jp 

【主催】戸塚区役所、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）、横浜市戸塚区社会福祉協議会 

↑ 
ホームページへの 
簡単アクセスはこちら 
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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 

【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】6 月 28 日（金）17:00～18:00 

【主催】聴
き

楽会
らくかい

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やりたいことをみつける‼ 

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 

できるか見つけませんか？ 

【日時】６月９日（日）10:00～11:30 

【場所】とつか区民活動センター 

【申込】当センターへ電話か来館・先着 15 人 

お昼のミニライブ ～ハーモニカ～ 
数ミリのリードが奏でる各ハーモニカの音色を 

お楽しみください！ 

申込不要、参加費無料、気軽にお立ち寄りください。 

出演：横浜市レクハーモニカ協会 明日葉 

【日時】6 月 23 日（日）12:15～12:45 

【場所】とつか区民活動センター 

 

イーブニング談話室 
新しい「出会い」に巡り合える場。 

申込不要です。 

【日時】6 月 25 日（火）19:00～20:30 

【場所】とつか区民活動センター 

【ゲスト】田口 晴奈さん 

【話題】「ラジオ局パーソナリティが語る 

インタビューの秘訣」 

プロボノ(団体・ワーカー)募集説明会 
基盤強化をめざす「NPO や地域活動団体」と仕事の経

験やスキルを活かす「ボランティアに挑戦したい方」

をつなぐ“プロボノ”企画の説明会です。 

【日時】6 月 11 日（火）19:15～20:45 

【場所】とつか区民活動センター 

【申込】http://bit.ly/probono_kanagawa 

【主催】NPO 法人サービスグラント 

【問合せ】とつか区民活動センター 

 

「第 10 回とつかお結び広場運営委員会」 
スタートしました！ 

 

運営委員経験者 11 名、そして今年入った、

フレッシュな５名が加わり、総勢 1６名で、

「第 10 回とつかお結び広場運営委員会」が

スタートしました！  

「とつかお結び広場」は戸塚区を中心に活動

している様々な分野の団体・個人、市民活動、

生涯学習活動、ボランティア活動を楽しく、わ

かりやすく紹介し交流するイベントです。 

毎年 12 月の第１日曜日（今年は 12/1）

に戸塚区総合庁舎３F 他で開催しています。

これから 1 年間、運営委員一同、皆でチカラ

を合わせて、「第 10 回とつかお結び広場」を

創っていきます！ 

 

2019 年 6 月 1 日 第122 号 

豊かな老後をめざすあなたに!! 

～高齢者の文化活動・part2～ 
【日時】7 月 24 日（水）14:00～16:00 

【場所】とつか区民活動センター 

【申込】6/11 より当センターへ電話か来館・ 

先着 40 人 

【主催】超高齢者社会を楽しく過ごす会 

 

http://bit.ly/probono_kanagawa
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とつかお結び広場運営委員 

橋本 敏明 

 

会社員時、昼夜を問わず休祭日含め全て仕事

のためという自分勝手な生活に没頭していたが、卒

業すると何もやることがないむなしさと向き合う毎日

が続いた。そんなある日、妻から地元の歴史を学ぼ

うという「とつカレッジ」の募集チラシを渡された。江

戸文化等に興味があったので応募し、年齢・経歴

等様々な方々と一緒に楽しく数か月を過ごした。 

卒業後、「とつかお結び広場」の運営のお手伝い

をやりませんか？とのお誘いを受け何となく足を踏

み入れた。全く未経験の別世界で先輩方の後ろを

一生懸命ついていった。地元に沢山の活動団体が

在ることも知らなかったし、その数の多さに驚き、皆

さん楽しく活動される姿をみて感心する毎日だった。

何をやりたいのかを探す事にも繋がると思い運営委 

員の役目にのめり込む自分があり、あっという間に、

5 年目を迎えている。区民の皆さんが色々な活動

団体の存在を知り、活動範囲を拡げ楽しい時間を

過ごし、地域が活性化すればこんな素敵な事はな

いとつくづく思う今日この頃です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みこども企画！ 

とつか区民活動センターへ行こう 2019 ～part1～ 

下記申込みは 6 月 11日（火）から、電話か来館でとつか区民活動センターまで 

◎石はかせに石の話を聞こう 

水晶のスケッチや方解石を使った実験で石のおもしろさを見つけよう。わからない石は鑑定します。 

【日 時】7 月 13 日（土）13:30～16:00（受付 13:00～） 

【対 象】小学 4年生以上・先着 20 人 

【参加費】300 円（プレゼント付き） 

【持ち物】筆記用具、もしあれば虫メガネ、鑑定してもらいたい石（宝石など磨いたもの以外） 

【主 催】講座創生ボランティア チーム・想いをカタチに 

◎つくろう！夢の熱帯魚 

カラフルで楽しい自分だけの熱帯魚。描いたり切ったり工作するよ～！ 

【日 時】7 月 28 日（日）10:00～11:30 （受付 9:40～） 

【対 象】小学 1年生以上・先着 20 人 

【参加費】500 円（材料費） 

【主 催】アトリエ SOUP 

◎けん玉の「わざ」を覚えて名人になろう 

けん玉の歴史や、けん玉の持ち方～基本技を習い、認定に挑戦しよう‼ 

【日 時】7 月 28 日（日）13:30～15:30 （受付 13:00～） 

【対 象】小学 1年生以上・先着 15 人 

【持ち物】けん玉（貸出しあり） 

【主 催】けん玉倶楽部・球翔（きゅうと） 

〇各講座のお手伝いボランティア（中学生以上）同時募集！詳細はお問合せください。 

シリーズ 
～地域で輝く退職後～vol.11 
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活動実践者と学ぶ 
ボランティア入門講座 

〒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） 

戸塚見知楽会 

第 2 回歴史探訪ウォーキング 

「ボランティアを始めるきっかけがないな・・・」 

「自分にできることってなにがあるだろう？」と思ってい

る方、東戸塚エリアで実際に活動している方と一緒

に、自分に合ったボランティアを探してみませんか？ 

【日 時】7月 10日(水)14:00～16:00 (受付

13:45) 

【場 所】東戸塚地域ケアプラザ 多目的室 

【内 容】ボランティアの “い・ろ・は”について、ボラン

ティア活動者との座談会、東戸塚周辺のボランティア

活動紹介 

【参加費】無料 

【定 員】15人程度(先着順) 

【主催・申込】6月 11日(火)10:00から東戸塚地域

ケアプラザへ電話か来所で申込み。 

Tel 826-0925 

【協 力】とつか区民活動センター、戸塚区社会福祉

協議会とつかボランティアセンター 

 

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 

 

西
口 

至横浜 

至戸塚 

～鎌倉街道 上倉田から下倉田へ～ 

【日 時】7月 13日（土） 集合 9:15 

(雨天決行・状況により中止の場合あり) 

【集 合】戸塚区総合庁舎 3階 情報コーナー 

【コース】戸塚区総合庁舎～盛徳寺～実方塚～紅葉

滝～永勝寺～南谷戸大わらじ～バス停南谷（解散 

12:30頃） 

【参加費】300円(中学生以下は無料) 

【定 員】50人(申込み多数の場合は抽選、落選者の

み 7月 10日までに連絡) 

【申込み】7月 3日(水)までに、ハガキか FAXで参加

者全員の氏名と代表者の住所、電話番号に「第 2回

歴史探訪ウォーキング参加希望」と記入し下記まで。 

（宛先）〒244-0003 

横浜市戸塚区戸塚町 4018-1  

ザ・パークハウス戸塚フロント 1階 交流広場とつか 

Fax：045-865-4670 

【主催/問合せ】戸塚見知楽会 

Tel 080-5545-4163(9:00～17:00) 

メール totsuka15michi22@gmail.com 

【後 援】戸塚区役所 

「情報掲示板」に掲載する講座やイベント情報を募集しています。 

日時、場所、内容、申込み方法、主催者、問合せ先等を、掲載希望の２ヶ月前までに、E メールまたは FAX で

お寄せください。応募多数の場合や当センターの目的に合致しない情報は、お断りする場合がございますので

ご了承ください。 

 

 

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

