
柏尾小学校コミュニティハウス

地域住民の彗様へ・ …

例年実施しております柏尾小コミュニティハウス・ フェスティパルを、
本年も次のとおり開催し、作品の展示及び演技発表を行います。

日頃より、当コミュニティハウスの利用者の皆さんの、活動の成果を
ご覧<ださい。また、お茶席もあります。皆さん、お誘い含わせのうえ、
お気軽にお出かけ<ださい。お待ちしております。

柏尾小コミュニティハウス晴員 ―同

作品展示 日 時 :平成26年 11月 1日 (土)～ 2日 (日)9時～17時
場 所 :柏尾小学校コミュニティハウス 研修室ほか

(※ 2日は、16時まで)

舞台発表 日 時 :平成26年 11月 2日 (日) 13時 00分～15時30分
場 所 :柏尾小学校コミュニティハウス 研修室

お茶席  日 時 :平成26年 11月 2日 (日) 11時 00分～15時00分
場 所 :柏尾小学校コミュニティハウス 和室

◆ 展示の部 予定

「リフォーム・ たんぽぼ」 着物からのリフォーム

「松月の会」  生け花

「柏尾書道会」 書道

「木三会」   絵手紙

「ハートぼっぼ柏尾」年間活動内容の発表

「はまっ子ふれあいスクール」 児童の工作品を展示します。

「コミュニティハウス」 自主事業 (布ぞうり、ビーズ、リース)作品

◆ 演技の部

「さ<ら貝」 オカリす演奏   「ハッピー」 キーボード演奏

「柏輪会」大正琴演奏      「柏陽台クラブ」 カラオケ

「サークル空」 人形劇     「コーラス “風"」  含唱
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にて後日発表いたします。
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11月 23日 (日・祝)ギラリァンツ北九州戦に

無料ご招待
※‖/9(日 )岡山職のチケットの半券をお持ちで、アンケー ト

にお答え頂ける方に限ります。
※アウェイゴール裏C自由席は除く。

三ノ 暉ツ三
●」R「横浜」駅西日より市営または相鉄バスで「三ツ沢総合グランド入日」

下車徒歩 2分

●市営地下鉄「三ツ沢上町」駅より徒歩 15分

0東戸塚駅東日から神奈中バス「浅間下」バス停下車徒歩 15分
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平成25年度

戸塚区小学生隋火ポスター

2014年度 「全国統一防火標語」

もういいかい 火を消すまでは まあだだよ

戸塚火災予防協会・戸塚消防署・戸塚消防団
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広げようみんなでつなぐ未来の輪

2014
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戸塚区総含庁舎聰馴西□徒歩2分 ※ギャデJ―lt4狙3mほ∞～
3F/区民広間・多目的スペース・さくらプラザギヤラリー、

西□駅前デッキ 戸塚のボランテイア活動、市民活動、生涯学習活動をわ
贄墨E基鳥91比島3基 な々活動にふれてみませんか?

分急合ん合基盤ぞ瑾奮暮1び¥基丁まし!

柏尾川の魅力を歴史、

四季、未来に分けて紹介

あなたが選ぶ
おすすめスポット

主催 :と つかお結び広場運営委員会 口とつか区民活動センター

後援 :社会福祉法人横浜市戸塚区社会福祉協議会

問合せ先 :と つか区民活動センター tel:825‐6773戸塚区川上町91‐1モ レラ東戸塚3F

10:00～16:00

野菜やバン、

本工品など

歌やダンス
などの発表 みんなの活動を知ろう !

体験しよう !

みんなで楽しく

チャレンジお団子とお茶で

ほっと一息

特別展



●特別展
～ とつか柏尾川物語～

・柏尾川魅力づくリフォーラム
～ とつか自慢～

●お休み処
・戸塚宿おもてなしサロン

●福祉施設 販売コーナー

・横浜YMCAワ ークサポートセンター

バンエ房アンジュ

・NPO法人 中逮障害者地域活動センター

とつかわかば
・NPO法人 活動ホームしもごう
。地域活動支援センター きやべつ畑・窓
・地域活動支援センター アトリエ窓

●保健・福祉
・戸塚精神保健ボランティア えくばの会
・aromarche(ア ロマルシェ)

・新丼克己
・NPO法人 ワーカーズ・コレクティブ

たすけあい戸塚
・全日本年金者組合戸塚支部
・NPO法人 こまちぶらす
・福島郁子 (ラ ベンダー倶楽部 )

。はまちゃん体操ひろめ隊
・ひだまリサロン名瀬
。自分の体は自分で良くする会
・とつかハー トプラン
。みんなの手話ダンス フラワー東戸塚

・NPO法人 日本園芸療法研修会
・NPO法人 デイジー横浜

・音声訳グループ「戸塚朗読会」

・ケアハウスゆうあい
。横浜市戸塚区社会福祉協議会
・戸塚区ボランティア連絡会

●まちづくり
。東戸塚 絆の会
・NPO法人 神奈川東海道ウォークガイ ド

の会
・ラブリーなせ

・小修繕グループ「 リリーフ戸塚」

・男女共同参画センター横浜
・元気発信・楽志倶の会
・愛 。あむ・クラブ

・とつか区民活動センター

・NPO法人 くみんネットワークとつか
。ふらつとステーション・とつか
。モレラ東戸塚共栄会
・戸塚スポーツセンター

・よこはまエンタメ集団ライフエンジン

・学生企画ボランティアスタッフチーム

COT
。しあわせ一輪ゆめプロジェク ト

・うちの茶の間
・講座創生ポランティア チーム・想いを

カタチに
,NPO法人 カフェ・デラ・テラ

●文化 。芸術
・Tea Harmony
・横浜鴎舟会

とつかお結び広場出展者一覧

・皆川かおり
・伊丹浩子
・フレンドリーフラ

・秋葉尺八倶楽部
・肖像画デッサン会
・戸塚生き活き写真学級
・ハニカムズ
。梅里隆一

・鎌倉彫 望会
・mayuyoga hula fami!y
・篠笛と尺八の会 久保田晴山会
・自然大好き・戸塚塾
・日本手話ダンスクラブ ハイネ

・ボランティアやまゆり 。すみれ会

含同発表
・N5pua hau(ナ ープアハウ)

・男声含 D昌 団「横浜メールクワイア」
・五葉会
・とつかアー トプロジェク ト (TAP)
・サークル ETM
・Gold Mayya
・泉グループ

・活花 浦島流 桜 光雪
・ガラスアー ト アクセサリーの会
・絵本工房「 にじいろのたね」
・横浜市レクハーモニカ協会 明日葉
・蒼宇モザイク
・プスパワルナ

・はまちゃん・やまちゃん
。吉田元町囃子連
・戸塚混声含唱団
・聴楽会
,ま ちかど楽団 材木座

・戸塚宿七福神運営委員会事務局
・和月風リフォーム「和児」
・東雲会
・戸塚見知楽会

●環境
・全国森林インス トラクター神奈川会
・神奈川県政モニターOB会
・株式会社 工房朋
・美織会
・有限責任事業組合フルボ酸研究会
・土と生活を考えるラボ
・特定非営利活動法人 舞岡 。やとひと未来
・とつか環境エコプロジェク ト

・NPO法人 道志水源林ボランティアの会
・独立行政法人 海洋研究開発機構

●子ども 。青少年
。おっち一塾
・戸塚区地域子育て支援拠点 とつとの芽
・横浜子育てサポー トシステム 戸塚区支部
・かにのまえあるき

・四季のおりがみサロン

・とつかかるたを広める会
・鉄道子ども会
・戸塚区保育協力者グループ きらきらの会

・けん玉倶楽部 球翔
・ボーイスカウ ト横浜南央地区協議会
・キララの教室

・横浜友の会
・戸塚区青少年指導員協議会

●国 際交 流
・中国語交流会
。東戸塚日本語支援の会
。WFP応援団
・特定非営利活動法人 WE21ジ ャバン

とつか
。グループ `わ '

。きぼう (失・木躍日教室 )

・食から始める国際交流
。国際交流 横浜語楽
・ヒッポフアミリークラブ

・NPO法人 留学生と語り合う会 (RKK)
・Free Wi‖

●学校・ 企 業
・学校法人岩崎学園 横浜保育福祉専門学校
・学校法人彩燿学園 湘南医療福祉専門学校

・トモコ コットンハウス

・大洋建設株式会社
・株式会社 エフエム戸塚
・株式会社 ハウスポー ト湘南
・ハマヤ楽器
・トツカーナモール商店会・東急プラザ戸塚
・株式会社 大川印刷
・」R戸塚駅

●地域 安全
・NPO法人 かながわ災害ボランティア

ネットワーク

・戸塚アマチュア無線クラブ (横浜市アマ

チュア無線非常通信協力会戸塚区支部)

●情 報
・@パソ楽
。とつかパソコンナビゲータ
。とつかパソコン交流会
・東パソコンクラブ
・戸塚ナビ運営事務局

●協 力 ・協賛
・独立行政法人 海洋研究開発機構
・学校法人岩崎学園 横浜保育福祉専門

学校
・kaho*
・バルーンメロディ

・71K井裕子 (デザイン)

。東雲会
・1 02Cafe(イ チマルニカフェ)

・ トモコ コットンハウス

・大洋建設株式会社
・株式会社 エフエム戸塚

・株式会社 ハウスポー ト湘南
・ハマヤ楽器

・ トツカーナモール商店会 。東急プラザ

戸塚
・株式会社 大川印刷
・関東三菱自動車販売株式会社 戸塚店
・西武東戸塚店
・第一生命保険株式会社
・有限会社 谷川 アクアクララ横浜

・株式会社 プリデス トン横浜工場
・JR戸塚駅

2014年 9月 15日 現在


