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～地域の活動を紹介するイベント～ 

第 10 回とつかお結び広場 出展者募集 
 

 

↑ 
ホームページへの 
簡単アクセスはこちら 

 

パネル展示・体験交流・パフォーマンスで活動紹介してみませんか！ 
「とつかお結び広場」は 2010 年に開催して以来、今年で 10回目を迎えます。 

戸塚区内を中心に活動している市民活動、生涯学習活動、ボランティア活動を楽しく、わかりやすく 

紹介するイベントです。まちづくりや、国際交流、子ども青少年など様々な分野の団体・個人が出展 

し、来場者と交流しながら、新しいつながりを創り、地域活性化を目指します！ 

昨年は 113 団体・個人の出展があり、4000人近くの来場者をお迎えし、元気な声と笑顔あふれる 

イベントになりました。今年度もたくさんのご応募をお待ちしています！ 
 

【開催日】2019年 12月 1日（日）10:00～16:00  

先行展示は文化・芸術分野の団体が 11月 27日（水）～12月 1 日（日） 

の 5日間の出展できます。 

【会場】戸塚区役所 3階区民広間、多目的スペース、ギャラリー  

【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開催目的を理解・賛同し、運営に協力できる団体・個人 

②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 

③活動が政治、宗教、営利を目的としない事 ④出展者説明会に出席できる団体・個人 

【出展者説明会】 

第１回開催日時：10月 5日（土）13:30～16:00  会場：戸塚区役所８階 大会議室 

第２回開催日時：10月 8日（火）13:30～16:00  会場：戸塚区役所８階 大会議室 

【出展料】無料 

【申込】７月２日（火）～8月 10日（土）必着 

※「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。「申込用紙」はとつか区民活動センター、戸塚総合庁舎３階情報コーナーにあります。 

ホームページからダウンロードもできます。 

【お問合せ】とつか区民活動センター Tel 825-6773（月曜日は休館日です） 

火～金 9:00～21:00、土日祝 9:00～17:00 

【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 

 

 

昨年の会場の様子 
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夏休みこども企画！とつか区民活動センターへ行こう！2019
            ◎マークがついているイベントは 7/11（木）から先着受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマタイ国のヒミコはどこにいた？ 

やさしくおもしろい古代史の話。 

①古代の人々の交流 ②ヒミコはどこにいた？ 

【日 時】7月 28日（日）10:00～12:00 

（受付 9:40） 

【定 員】小学 4 年生以上親子 8 組（原則親子で参加） 

【参加費】無料 

【申込み】申込不要 

【主 催】古代史を語る会 
 

支援校高校生企画！えいごであそぼう 

高校生がプロデュース！？気がかりのある子もな

い子も一緒にえいごを楽しもう♪ 

【日時】7月 28日（日）13:30～16:00 

（受付 13:20） 

【定員】5歳以上 15人（未就学児は保護者同伴） 

【参加費】無料 

【申込み】当日直接 

【主 催】障害のある子もない子もえいご de 

あそぼう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Part 2 

 

◎夏休み特別企画 子供防災体験塾 
 

みんな知ってる？地震が来る前に出来ること、そ

して来た後。避難所体験、家の中の安全、自分の

命を守る、防災クイズ etc. 

【日 時】8月 9日（金）9:30～12:00 

（受付 9:15） 

【定 員】小学 3年生以上 18 人 

【参加費】500円（プレゼント付） 

【申込み】7月 11日（木）より先着申込 

【主 催】とつか災害ネット 

 
 
 

◎あ！たつまきができた！ 

積乱雲の話と竜巻の実験。用意したキットで装置

を作り竜巻を観察しよう！ 

【日 時】8月 9日（金）13:30～15:00 

（受付 13:00） 

【定 員】小学 1年生以上 20 人 

（小学 1 年～3年生は保護者同伴） 

【参加費】300円 

【申込み】7月 11日（木）より先着申込 

【主 催】よこはま気象予報士サークル ひまわり 

 

 

 

 

◎手回しオルゴールの曲作り体験 
 

専用の紙に絵や字を書いて穴をあけて、オルゴ

ール用の楽譜を作ります。 

【日 時】①8月 10日（土）13:20～14:20 

（受付 13:00）②8月 10日（土）15:00～

16:00（受付 14:40） 

【定 員】小学 1年生以上 各回 20 人 

（未就学児は保護者同伴） 

【参加費】無料 

【申込み】7月 11日（木）より先着申込 

【主 催】オルガニート愛好会 
 
 

◎プログラミングで水族館を作ろう！ 

自分で描いた魚を自由に泳がせて、楽しくプロ

グラミングを体験しましょう☆ 

タブレットはこちらで用意します！ 

【日 時】8月 10日（土）14:00～15:00

（受付 13:45） 

【定 員】小学 2年生以上 15人 

【参加費】800円 

【申込み】7月 11日（木）より先着申込 

【主 催】たのしい輪の会 

 

 

 

 

おやこエコ工作フェスタ 2019 

親子で楽しく工作活動をしながら、エコについ

て学びます。（牛乳パックの小物入れ・ペン立

て、ネームプレート作り、君の息の CO２をは

かろう、間伐材でカスタネット作り、珪藻土で

マグネット作り、野菜クイズで花鉢をゲット） 

【日 時】7 月 28日（日）10:00～16:00 

（受付 10:00） 

【参加費】各 50～100円 

【申込み】申込不要 

【主 催】とつかアースプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

戸塚の様々な分野の 

地域活動団体が企画し

たイベントに参加して

皆で楽しく過ごそう！ 
 
 
 
 
 

講座をお手伝いしてくださる 

ボランティア(中学生以上)募集中！ 
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古代史で広がる交流の輪 

 

古代史を語る会代表 貝島
かいじま

 資邦
すけくに

 

 

15年前リタイア後、暫くやる事もなく家に引き 

こもっていましたが、やがて以前から興味のあった

古代史を調べ始めました。そのうちはまり込み、

本を出し雑誌に特集され講演が相次ぐ間に、す

っかり多忙になりました。今年 2月、故郷の福岡

市で開催された「邪馬台国講演会」で、800人の

満員の聴衆の前で講演し万雷の拍手を浴びまし

た。 

 前後しますが 2年前、好奇心旺盛なシニアの

交流を目的に超入門古代史サークル「古代史を

語る会」を立ち上げました。2か月毎の開催です

が次第に参加者が増え、今では毎回約 60名が

集まり交流の輪を広げています。会のあとの昼食

会も楽しい一時です。 

   また今年度から「古事記神話おもしろ講座」を

始めたところ満員の盛況です(来年度もやる予定

です)。令和の初めに古事記を読んでみたい方が

大勢おられることに驚きました。 

あなたも楽しい仲間と共に、古典中の古典であ

る古事記に触れながら輝いてみませんか！

 

シリーズ 
～地域で輝く退職後～vol.12 
 

 

下記は申込み不要、参加費無料です。 

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】7月 26日（金）17:00～18:00 

【主催】聴
き

楽会
らくかい

 

～とつか区民活動センター・センター開設１０周年記念～ 

利用者意見交換会「とつか・幸福（しあわせ）フォーラム」 

あなたはどんな時に「幸福（しあわせ）」と感じますか。自分、まわりの人たち、地域との関わりな

ど、それぞれの「幸福（しあわせ）」について考えてみませんか。基調講演は「コミュニティとしあわ

せ」（慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科委員長の 

前野隆司教授）、みんなで語り合うワークを実施します！ 

【日時】8月 18日（日）13:30～16:30 

【場所】とつか区民活動センター 

【定員】先着 70人程度 参加費無料 

【申込み】受付中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

パステルシャインアート 
de 脳も心も健康に 

パステルシャインアート体験。簡単！楽しい！ 

癒される！絵心は必要ありません。 

【日時】7 月 31日（水）10:00～11:30 

【場所】とつか区民活動センター 

【参加費】500 円（材料費込み）手ぶらでお越しください 

【申込】当日 9:45～受付開始・先着 10人 

【問合せ】0720.tamaki@gmail.com 山田 

【主催】お絵描き工房 光 

【協力】とつか区民活動センター 
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戸塚ゴスペルコンサート 2019 参加者募集♪ 
～竹下静 with 山本裕太 ＆市民クワイア～ 

 

201９年 7月 1日 第123 号 

プロの指導を受けて一緒にステージで歌おう！15回目

となる今年は、教会での演奏を軸に多彩な音楽活動を

展開する、竹下静さんと山本裕太さんのピアノ＆ボーカ

ルデュオをお迎えします。新たなゴスペルの魅力と感

動のステージをあなたも体感してみませんか？未経

験、初参加の方大歓迎！  

【コンサート日時】11月 30日(土)16:00 

【場 所】戸塚公会堂 

【練習日時】9月 21日、10月 12日、11月 2日、 

16日（土）13:30～2時間程度 

【場 所】戸塚区民文化センターさくらプラザ リハーサル 

室、公会堂ホール 

【定 員】高校生以上・90 人(多数時抽選) 

【費 用】8000 円(練習全 4 回、教材費、当日参加費) 

【申 込】7月 1日～31日 住所、氏名、電話番号、 

性別、年齢を明記の上、Ｅメールで戸塚ゴスペルコン 

サート実行委員会へ（gospel_totsuka@yahoo.co.jp） 

【問合せ】Tel 090-6004-2833 鶴
つ る

 

〒  
横浜市戸塚区川上町  モレラ東戸塚 階 

EL 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 

 

西
口 

至横浜 

至戸塚 

横浜戸塚童謡の会からご案内 

「こども江戸とつか発見隊！」参加者募集 

～とつか宿を歩いて見てなぞときする半日体験！～ 

「散策」と「体験コーナー」の 2本立て。 

「散策」は旧東海道「戸塚宿」を実際に約 45分歩き

ます。「体験コーナー」は①～④のプログラム選択。 

① 旅支度体験：江戸時代の旅人のわらじと道中合

羽を着け記念撮影（カメラはご持参ください） 

②浮世絵摺り：浮世絵の版画摺りを体験する 

③浮世絵で遊ぼう：浮世絵を見ながら描かれている

場所や違いなどを観察する 

④戸塚宿の町並みを作る：拡大地図を使って「戸塚

宿」を作る 

【日 時】8月 3日（土）（雨天決行）10:00～12:00 

【集 合】交流広場とつか 受付開始 9:50 

【参加費】無料 【募 集】小学校高学年/中学生 20 人 

申込多数の場合は抽選。落選者のみ 7月 28日まで

に連絡。保護者の参観も可能。 

【申込み】7月 26日迄にハガキか FAXに①保護者の 

氏名②参加者の氏名と年齢③希望する体験コーナー 

（2つ）④連絡先電話番号 に「こども江戸とつか発見隊 

参加希望」と記入し下記まで。 

（宛先）〒244-0003 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 

【お願い】野外活動があり、歩きやすい服装で参加のこ

と。暑さ対策（帽子、飲み物など）を忘れずに。筆記具

持参。天候などによりプログラムを変更する場合があり

ます。体験コーナーは、申込みの状況により、ご希望

に添えない場合があります。 

【主催/問合せ】戸塚見知楽会 

Tel 080-5545-4163（9：00～17：00） 

【協 力】交流広場とつか 

【後 援】戸塚区役所 横浜市教育委員会 

 

 

 

 

毎月童謡を歌う会を開催しています。多くの皆様のご参加

をお待ちしております。 

【日 時】7 月 2 日、8 月 27 日(ソプラノのゲスト招聘)、10

月 8 日の全て（火）14:00～16:00 

※9 月はお休みです 

【場 所】戸塚公会堂ホール（戸塚センター3 階） 

【参加費】入会費 1000 円＋当日会費 1000 円 

当日のみの参加もできます。参加費 1000 円 

【主催・問合せ】横浜戸塚童謡の会 

Tel 045-802-6844 会長 川村 

入会費(1度)1000円と参加費(毎回)1000円当日

のみの参加も 

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

