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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

センターからのお知らせ
開催/202211.18(金)～１２．４（日）
第１３回とつかお結び広場

仲間募集！体験イベント
開催/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
出展/５団体

「何か始めたい人」と「地域活動」の出会いの場
「地元で仲間がほしい」「もっと充実した毎日を送りたい」と思いな
がら、なかなか初めの1歩が踏み出せない…。そんな方に参加して

活動が体験できるイベントです。各イベントの詳細・申込は
とつか区民活動センターのホームページをご覧ください

仲間募集！活動紹介コーナー

ほしいイベントです。様々な分野の地域活動を紹介した展示を見て、
やりたい事を探してみる。イベント会場の出展ブースで活動の魅力
を聞いてみる。活動が体験できるイベントに参加して活動の楽しさ

開催/１２月４日(日)10：00～16：00
会場/戸塚区総合庁舎３階 区民広間・多目的スペース大 A

を感じてみる。あなたの好きなスタイルで「地域活動」と出会ってみ

出展/２３団体
一緒に活動する仲間を募集中の２３団体が出展します。

ませんか。今までと違う「新しい自分」そして「新しい未来」への一歩

ちょっと気になる、興味があるブースをみつけて、気軽に

が始まるかもしれません。

話を聞いてみてはいかがでしょうか

活動紹介！パネル展示

特別講演会

～世界最高齢のプログラマーが語る～

「つながる力」

開催/１１月１８日(金)13：00～１２月４(日)16：00

講師/若宮正子氏

会場/戸塚区総合庁舎３階 アートコリドー

開催/１２月４日(日)１3：00～１４：３０

出展/４９団体

会場/戸塚区総合庁舎３階 多目的スペース大 B

さまざまな分野の地域活動をパネル展示で紹介。今まで

対象/地域活動に参加している方、興味・関心がある方、

知らなかった地域の魅力・あなたの「やりたいこと」を発見
してください♪

２時間でわかる 定年後のオシャレ講座
“男”のちょっぴりオシャレで、これからの人生を変えていく！
【日 時】12 月 10 日（土）13：30～15：30
【定 員】60 歳以上の男性、先着 12 人
【参加費】無料 【持ち物】筆記用具、マフラー
【申 込】11 月 11 日(金)から当センターに、
電話または来館
【主 催】講座創生ボランティア チーム・想いをカタチに
“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。
現在、活動仲間募集中です。

地域で何か始めたい方

参加費/無料

募集/６０名 ※先着順(当日会場にて整理券配布)

パソコン操作で困った時の相談室

パソコンワンポイントアドバイス
パソコンをやっていて「ここがよく分からない」
「こうした場合はどうすればいいの？」
「何かもっといい方法はないかしら？」
など
【日 時】11 月 20 日(日)13：00～15：30
(受付は 15：00 まで) 【申 込】当日直接、先着 10 人
【参加費】無料
【持ち物】パソコン ※持参不可の場合は当日ご相談ください
【主 催】とつかパソコン交流会

初心者のための

スマホワンポイントアドバイス
【日 時】11 月 25 日(金) 10：00～/１０：２５～/１０：50～/
１１：１５～/１１：４0～（各 20 分・先着 1 人）

【料 金】５００円（１回）
【申 込】11 月 18 日(金)9：00 から 24 日(木)17：00 まで
とつか区民活動センターに電話予約
Tel 045-825-6773
【主 催】認定特定非営利活動法人こまちぷらす

スマホのひろば
今月のテーマ ～ＬＩＮＥについて～
【日 時】12 月 9 日（金）１３：００～/１４：0０～
（各 50 分・先着 3 人）

【料 金】５００円（１回）
【申 込】12 月 2 日(金)～8 日（木）の 10：００～17：０0
主催者(エンジョイ tab)に電話予約
090-3683-7201/090-9847-7400
詳細は、チラシまたはセンターの HP をご覧ください

情報掲示板
戸塚ゴスペルコンサート 2022
「Jubilee Sisters（ジュビリーシスターズ）＆市民クワイア」
魂を揺さぶる女性ゴスペルグループ「Jubilee Sisters」と、そ
の指導を受けた市民 60 人によるステージ。愛と喜びに溢れる
奇跡のハーモニーをお届けします。
【日 時】11 月 19 日（土） 15：30 開場 16：00 開演
【場 所】戸塚公会堂ホール
【チケット】前売券 1500 円（戸塚区民文化センターさくらプラ
ザ、戸塚地区センター、とつか区民活動センター、チケット販売
サイト TIGET で販売） 当日券 1800 円（枚数に限りあり）
【主催/問合せ】戸塚ゴスペルコンサート実行委員会
Tel 070-8451-4582 鶴
メール gospel_totsuka@yahoo.co.jp
詳細 QR コード→

「フォト夢とつか」から
2022 年度のイベントのお知らせ
①等々力渓谷 & 九品仏(浄真寺)撮影会
【日 時】１１月 30 日(水)8：40 戸塚駅橋上改札口付近
8:4０出発、15:3０帰着予定
【場 所】等々力渓谷 & 九品仏(浄真寺)
【定 員】20 人(申込多数の場合は抽選)
【参加費】20００円
↑
【申込方法】11 月 17 日（木）までに、
詳細 QR コード
往復はがき。
【主催/問合せ】フォト夢とつか
Tel 080-6169-０494 (平日 9：00～16：00)
【後援】戸塚区役所
②みんなの写真展 ①②イベント詳細は QR コードから。
【写真部門】 【フォト川柳部門】 【スマホ部門】
【受 付】12 月 4 日(日)、5 日(月)
【展 示】2022 年 2 月 7 日(火)～2 月 13 日(月)
【場 所】戸塚区民文化センターさくらプラザギャラリー

戸塚見知楽会
２０２２年度第２回歴史探訪ウォーキングのご案内
『旧東海道 相模国から国境の坂を越え保土ケ谷宿へ』
【日 時】11 月 26 日（土） 受付 9：15～9：30
【集合場所】ＪＲ東戸塚駅 西口広場（雨天決行：状況により中止の場合あり）
【コース】東戸塚駅～品濃一里塚/やきもち坂～境木～権太坂～
保土ケ谷宿～ＪＲ保土ヶ谷駅（解散 12：30 頃）
【参加費】300 円(中学生以下無料)
【定 員】５０人（定員になり次第締切り）
※受付受理の連絡はしておりません。当日は、直接集合場所へお越し下さい。
【申 込】ハガキ又は E メールで、「第 2 回歴史探訪ウォー
キング参加希望」と記載の上、①参加者氏名/フリガナ
②電話番号（緊急時連絡先） ③ご自宅の郵便番号④同
行者がいる場合は同行者の氏名（複数可）を下記まで。
（ハガキ）〒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
(メール）tana@qb3.so-net.ne.jp
【主催/問合せ】戸塚見知楽会 Tel 080-5970-7589（9：00～17：00）
【共 催】交流広場とつか 【後 援】戸塚区役所

小さな盆栽 始めよう
盆栽作りは時間と手間がかかって大変と思っていませんか。
手のひらサイズの盆栽は手入れ次第で短時間で立派にできて
仲間づくりや脳トレにも役立つので、楽しさいっぱいです。小さな
盆栽の体験会を開催します。皆さんの参加をお待ちしています。
【日 時】12 月 18 日（日）１０：3０～12：00
お若い方も
【場 所】とつか区民活動センター
お気軽に！
【対 象】小さな盆栽を始めたい方、先着 10 人
【内 容】用意した素材の手入れを体験
【参加費】1000 円(素材実費として)
【主催/申込】小品盆栽愛好会 三平（前日まで）
Tel 080-5009-2805(19 時から 22 時まで)
メール bonodesk@icloud.com

