「聞いて」つながる！トークイベント

第12回

活動者が活動の魅力を語る番組を配信します。
熱い言葉を「聞いて」活動者の想いを感じてください！
公開/「おむすびちゃんねる」とつか区民活動センター YouTube公式チャンネル
期間/ 2022年1月16日(日)～1年間

/レコードキコー会 /「転倒予防」身に着け隊
出展者 NPO法人スマイルオブキッズ/広場きわめ隊
絵手紙・認知症予防の元気サロン 川口 整/とつか楽しい地域づくりCrew

いつでもつながる！オンライン(動画配信）

地域活動をオンラインで紹介します。活動者が想いを込めて作った
動画をPC、スマホから「いつでも」ご覧いただけます！
公開/「おむすびちゃんねる」とつか区民活動センター YouTube公式チャンネル
期間/ 11月30日(火)～1年間

６日間！

「地域活動」と つながる

開催期間 2021年11月30日(火)～12月5日(日）

地域活動を紹介するイベント

出展者

健康・保健・福祉
「転倒予防」身に着け隊/横浜友の会/リリーフ戸塚/傾聴そよかぜ/横浜数独ナンプレ同好会/はまちゃん体操ひろめ隊
神奈川骨髄移植を考える会/横浜市戸塚スポーツセンター/NPO法人ワーカーズ・コレクティブ たすけあい戸塚
まちづくり
結友クラブ/ふらっとステーション・とつか/ひきこもり つながる・かんがえる神奈川ネットワーク/広場きわめ隊
とつか楽しい地域づくりCrew/NPO法人横浜市まちづくりセンター
TOTSUKA
文化芸術
戸塚見知楽会/とつかアートプロジェクト/久保田晴山会/古代史を学ぶ会/ハマペラーズ/Oriental Gem/VitaminG
OMUSUBI
シンガースマイリストかめまり
環境
神奈川県政モニターOB会
HIROBA
子ども・青少年
mignon ＆ 緒方かおる/こそだち虹色ラボ/鉄道子ども会/横浜保育福祉専門学校 安藤ゼミナール/おっちー塾
認定NPO法人こまちぷらす/戸塚区保育協力者グループ きらきらの会
国際交流
英語勉強サークル横浜/ユッカの会/ヒッポファミリークラブ戸塚
地域安全
横浜市アマチュア無線非常通信協力会戸塚区支部

とつか区民活動センター
OMUSUBI
CHANNEL

地域とみんなをつないで結ぶ

あ域なでた輝がく
地
「つなかにるかか」もが♪
見

市民活動・生涯学習活動・ボランティア活動

公式チャンネル

おむすび ちゃんねる

とつか区民活動センター

横浜市戸塚区川上町91-1 モレラ東戸塚３F

を
TOTSUKA
つのプログラムで紹介します！
OMUSUBI
HIROBA
市民活動

045-825-6773
https://bit.ly/2ZzbKCd

お問合せ

４

戸塚区を中心に活動している

omusubi2021@totsuka-kumin-center.jp

戸塚区のマスコットキャラクター
「ウナシー」

生涯学習
活動

ボランティア

TOTSU
OMUSU
HIROB

活動

主催/とつか区民活動センター・第12回とつかお結び広場運営委員会・戸塚区役所

第12回

とつかお結び広場
！
こう
行
見に

何か始めたい
けど…何をしたら
いいのかな？

「見て」つながる！パネル展示

行っ
てみ
よう
！

「聞いて」つながる！ いつでもつながる！
オンライン
トークイベント

よう！
見てみ

11/30
(火)

パソコン、スマホでも見られる

12/１
(水)

「見て」つながるパネル展示

地域活動をパネル展示で紹介します。
地域の魅力を「見て」感じてください！
会場/戸塚区総合庁舎３F アートコリドー
期間/11月30日(火)13:00～12月5日(日)16:00
※写真はイメージです

健康・保健・福祉
やまゆり一座（ボランティア）/自然大好き・戸塚塾/戸塚ネットワーク/ポンテ/超高齢者社会を楽しく過ごす会/しぐれ会
横浜市地域活動支援センターアトリエ窓/全日本年金者組合戸塚支部/はまちゃん体操ひろめ隊/神奈川骨髄移植を考える会
横浜市地域活動支援センターきゃべつ畑・窓/NPO法人窓の会/横浜市戸塚スポーツセンター/戸塚区食生活等改善推進員会
リリーフ戸塚
まちづくり
NPO法人東海道ウォークガイドの会/東戸塚みんなの居場所お茶の間♡楽交/ふらっとステーション・とつか
NPO法人横浜市まちづくりセンター
文化芸術
長島良江(心のほぐし絵)/戸塚見知楽会/英書会・わたな会/Oriental Gem/VitaminG/トツカリーナ
環境
NPO法人舞岡・やとひと未来/神奈川県地球温暖化防止活動推進員横浜地区戸塚グループ/神奈川県政モニターOB会
子ども・青少年
横浜子育てサポートシステム戸塚区支部/戸塚区地域子育て支援拠点 とっとの芽・とっとの芽サテライト/キララの教室
ガールスカウト神奈川県第42団/戸塚区保育協力者グループ きらきらの会/NPO法人チルドレンズ・イングリッシュ・センター
おっちー塾
国際交流
英語勉強サークル横浜/国連ウィメン日本協会よこはま/ユッカの会/スリランカ教育支援会
地域安全
横浜市アマチュア無線非常通信協力会戸塚区支部/よこはま消費生活「講師の会」

つのプログラムで紹介します

講座、体験会など、出展者がたくさんのイベントを開催します。
「参加して」新しい世界を体感してください！
会場/とつか区民活動センター会議室、その他(下記へ記載）
※ 開催するイベント・主催者を展示でご紹介します

やりたいことが
見つかった！
仲間ができた！
毎日楽しい！

「参加して」つながる！イベント企画

出展者

６ ４
「参加して」つながる！イベント企画

あなたと地域がつながるキッカケをつくる 日間！
2021年11月30日(火)～12月5日(日) 地域活動を「見て」「参加して」「聞いて」「オンラインで」

12/２
(木)
12/３
(金)
12/４
(土)

展示会場/戸塚区総合庁舎３F区民広間 期間/11月30日(火)13:00～12月5日(日)16:00
地域づくりに役立つコミュニケーション
遊ぼう！話そう！多言語で
～自分の伝え方～
時間/10:00～11:30
会場/とつか区民活動センター
参加費/無料
募集数/10名
対象者/どなたでも
申込み/上記QRコード、又はメール
✉y.carina19@gmail.com
【主催】ヒッポファミリークラブ戸塚

時間/14:00～15:30
会場/とつか区民活動センター
参加費/無料
募集数/先着10名
対象者/どなたでも
申込み/当日会場に直接お越しください
【主催】 阿部 晴幸

傾聴とは…ミニ体験講座

好きな絵本・思い出の絵本について
一緒におしゃべりしませんか
～手にした絵本が 心と心をお結び～

時間/9:30～12:00
会場/とつか区民活動センター
参加費/無料
募集数/15名
対象者/どなたでも
申込み/電話・またはメール
☎090-6035-6607(宮下まで）
✉HCH01244@nifty.com
【主催】傾聴 そよかぜ

ぐちゃぐちゃ遊びで冬を感じよう

時間/10:00～10:30
会場/とつか区民活動センター
参加費/無料
募集数/親子(母子）20組
対象者/6ヶ月～未就学児の子どもと母親
申込み/LINE公式アカウント(＠261vbwbx)
またはメール
✉kb.yuu.24@gmail.com
【主催】こそだち虹色ラボ

暮らしの工夫を見つけよう！
友の会ひろば
時間/９:30～12:00

会場/とつか区民活動センター
参加費/無料
募集数/随時
対象者/どなたでも
申込み/メール
✉totsukahomen@gmail.com
【主催】横浜友の会

工作＆バルーン DE クリスマス☆彡

1部/9:30～10:30 2部/11:00～12:00
会場/とつか区民活動センター
参加費/無料
募集数/1部・2部とも各回15名
対象者/1人で参加できる小学生
申込み/11月10日(水)から受付
HPの申込フォーム
http://xxxmignonxxx.jimdo.com/
【主催】mignon＆緒方かおる

時間/13:30～15:30
会場/とつか区民活動センター
参加費/無料
募集数/10名
対象者/どなたでも
申込み/メール
✉ehon.114@gmail.com
【主催】にこにこおてんとうさん

香りの体験会

時間/13:00～16:00
会場/とつか区民活動センター
参加費/￥500
募集数/随時
対象者/どなたでも
申込み/電話・またはメール
当日直接も可
☎090-2483-8298(アズマまで）
✉aromoon9@yahoo.co.jp
【主催】アロマ♡スマイル

日本古代史講座

12/５
(日)

歌と笑顔で元気を創る
《音楽健康セッション》体験会

時間/15:30～16:30
会場/戸塚区総合庁舎３F多目的スペース大
参加費/￥500
募集数/20名
対象者/どなたでも
申込み/電話・またはメール
☎090-1604-2703（亀元まで）
✉kamemari2018@gmail.com
【主催】シンガースマイリストかめまり

申込詳みしい内容
方
お問主合催者に法直など、は
せくだ 接
さい

遊ぼう！話そう！多言語で

会場/とつか区民活動センター
参加費/￥300（資料代）
募集数/20名
対象者/どなたでも
申込み/電話・またはメール
☎070-1183-1350(事務局/シンバ）
✉kodaishi1350@docomo.ne.jp
【主催】古代史を学ぶ会

時間/13:00～14:00
会場/戸塚区総合庁舎３F多目的スペース小
参加費/無料
募集数/６名
対象者/どなたでも
申込み/上記QRコード、又はメール
✉y.carina19@gmail.com
【主催】ヒッポファミリークラブ戸塚

鉄道で楽しもう！

アトリエぴぐまりおん
みんなのアトリエ体験会

時間/13:10～14:40 第1テーマ/そうだったのか「邪馬台国」
14:50～16:20 第2テーマ/聖徳太子の謎

1部/13:30～15:00 ２部/15:00～16:00
会場/とつか区民活動センター
参加費/無料
募集数/1部・2部とも各回15名
対象者/小学生
申込み/HPの申込フォームから受付
http://rail-fan.jp/
【主催】鉄道子ども会

アトリエぴぐまりおん体験会
時間/10:00～12:00 1部/
14:00～16:00 2部/ みんなのアトリエ体験会

会場/一般社団法人ぴぐまりおん
参加費/￥500（材料費）
募集数/１部…発達障害をお持ちの方 ５名
２部…どなたでも ５名
申込み/メール
✉ayano_atelier@yahoo.co.jp
【主催】一般社団法人ぴぐまりおん

