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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・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

★ゆめのたね★
みんなが自由に思い描く「しあわせのたね」

↑
ホームページへの
簡単アクセスはこちら

【編集・発行】
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

センター事業のご案内
募集期間/７月１０日(日)～８月２０日(土)※締切日必着
①活動紹介！パネル展示

②仲間募集！活動紹介コーナー

開催期間/１１月１８日(金)～１２月４日(日)

開催日/１２月４日(日)

会場/戸塚区総合庁舎３F アートコリドー

会場/戸塚区総合庁舎３F・多目的スペース大
内容/イベント会場で活動の魅力が伝わるブー

内容/活動を紹介した自作のパネルを展示
して活動を PR してください！

スを作って仲間を募集するコーナーです！

③仲間募集！活動体験イベント
開催期間/１１月２９日(火)～１２月３日(土)
会場/とつか区民活動センター会議室
内容/講座・講演会・交流会など、活動が体験できる
第１３回とつかお結び広場は

イベントを期間内に１回開催して仲間を募集してください！

「何か始めたい人」と「地域活動」の出会いの場

地域デビューわいわい広場を開催します！

センターホームページから各出展の「申込フォーム」をダウンロードして、
必要事項を入力後、下記アドレスへメールで送付してください
※出展要件を必ず確認してからお申込ください
※メールアドレスをお持ちでない方はご相談ください

omusubi2022@totsuka-kumin-center.jp

やりたいこと見つける！！

ボランティアのい・ろ・は

ボランティア活動の大切な基礎知識についてオンライン講座で一緒に学んでみませんか。
【日時】8 月 10 日（水）10:00～11:30
【場所】自宅など Zoom を使って参加できる場所
【定員】先着 8 名 ※Zoom を利用できる方
【申込】8 月 6 日（土）までに当センターホームページの講座申込フォームよりお申込ください。
★1 対 1 で学びたい方におすすめ
初心者のための

スマホワンポイントアドバイス
日 時：7 月 22 日(金)
10：00～/１０：２５～/１０：50～/１１：１５～/１１：４0～

各 20 分（各回先着１人）
料 金：５００円（１回）
場 所：とつか区民活動センター
申 込：とつか区民活動センターに電話予約
7 月 15 日(金)９:00 から 先着順

オンライン形式申込
QR コード

★テーマを絞って学びたい方におすすめ

スマホのひろば
今月のテーマ ～Ｇｏｏｇｌｅマップについて～
日 時：8 月 12 日（金）１３：００～/１４：0０～
各 50 分（各回先着 3 人）
料 金：５００円（１回）
場 所：とつか区民活動センター
申 込：8 月 5 日(金)～11 日（木）10：００～17：０0
主催者(エンジョイ tab)に電話予約
090-3683-7201/090-9847-7400

情報掲示板
心が通う
「話し上手・聴き上手」講座

石の勉強会
石好きのお友達集まれ！

相手の性格タイプ別のコミュニケーションの方法を学びま
せんか！

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。
わからない石があれば鑑定します。(1 人 1 つ)

【日 時】7 月 31 日(日)13：30～15：30
【場 所】とつか区民活動センター
【定 員】 興味のある方どなたでも 先着 12 人
【参加費】無料 【持ち物】筆記用具
【講 師】エンパワーメント カウンセラー黒住 明匡氏
【申 込】7 月 12 日（火）9：00 より、
とつか区民活動センターに電話または来所
【主 催】講座創生ボランティア チーム・想いをカタチに
【協 力】とつか区民活動センター
講座創生ボランティア チーム・想いをカタチには“自分の知識
やスキルを地域のために活かしたい！”という思いを、講座とい
うカタチにして、実現しているサークルです。様々なジャンルのメ
ンバーが集い、相互に助け合い、運営しています。
自分の強みを生かしたい、でも一人で始めるのはちょっと…と
いう方、私たちと一緒に講座を企画してみませんか。

【日 時】8 月 7 日(日)13：30～16：00
【場 所】とつか区民活動センター
【対 象】小学生以上 先着 15 人
【参加費】無料
【講 師】鉱物鑑定士 1 級 寺島 靖夫氏
【持ち物】筆記具、もしあれば虫メガネ、鑑定する石
※宝石など磨いたものは対象外
【申 込】7 月 11 日(月)より氏名、学年、連絡先を
添えて電話またはメール。定員になり次第、終了
メール yasutera＠outlook.com
Tel
090-8025-4825 寺島
【主 催】神奈川鉱物研究会

戸塚ゴスペルコンサート 2022 参加者大募集
「Jubilee Sisters ＆ 市民クワイア」

横浜エコスクール
「ブルーカーボンって何だろう？楽しい海藻おしば教室」
海の中にも森があることを知っていますか？楽しい海
の森のお話と海藻おしばつくり。カラフルでいろいろな
形をした海藻を使って海藻おしば作りをします。
夏休みの宿題にもご活用ください。ご興味のある方な
ら大人でも参加可能です。
※当日作品はお持ちかえりできません。
作品は 8 月 24 日(水)以降にコミュニティハウスまで
取りに来てください。
【日 時】8 月 18 日（木） 10：30～12：00
【場 所】平戸台小学校コミュニティハウス
【対 象】小学 3 年生以上から大人まで
【定 員】事前申込制 先着 16 人
【参加費】500 円(材料費)
【指 導】海藻おしば協会神奈川 高山 優美
【申 込】8 月 1 日(月)より平戸台小コミュニティハウスに
電話のみ受付(10：30～16：00)
【主催/問合せ】平戸台小学校コミュニティハウス
Tel 045-825-8144

プロのゴスペルシンガーの指導を受けて、一緒に歌おう！
未経験・初参加大歓迎！一緒にコンサートを盛り上げる
運営スタッフ（ワークショップのお手伝いやコンサートの
バックステージスタッフ）も募集します。
【コンサート】11 月 19 日(土)16:00 開演
【練 習】9 月 17 日、10 月 8 日、29 日、11 月 12 日(土)午後
【場 所】戸塚区総合庁舎 4 階 戸塚区民文化センター
さくらプラザ リハーサル室
【定 員】60 人(多数時抽選)
【費 用】8000 円(楽譜ダウンロード、音楽配信、ワーク
ショップ・当日参加費含む)
【申 込】7 月 1 日(金)～31 日(日)
住所、氏名、性別、年齢、電話番号、記入の上、Ｅメール
で戸塚ゴスペルコンサート実行委員会まで
【主催/問合せ】戸塚ゴスペルコンサート実行委員会
メール gospel_totsuka@yahoo.co.jp
Tel

070-8451-4582

申込メールアドレスは、
こちら→

