
柏尾地区連合町内会の会員の皆さんヘ

平成27年 12月 13日

柏尾地区連合町内会 会長 瀬田正一

県営柏陽台団地と柏尾小学校に隣接する大きな緑地を皆さんご承知でしょうか?
この場所は神奈川県の所有地 (柏尾町 1280番地、8,802耐)で、昭和 50年代に県営柏陽

台団地が開発された際、近隣の住民の公園用地として整備されたもので、中には遊歩道も作られ

ています。

ところがその後、整備が行われず放置されたことで樹木が繁茂し散策も出来ない状態になって

いました。柏尾地区の自然環境が年尺開発され住宅化してい<中で、この場所は貴重な自然が残

されている数少ない区域となつており、昨年来整備について県の窓□部門と協議 0要請を行つて

きました。

その結果、一部下革の刈り込みや不法投棄物の撤去等は行われましたが、継続的な整備作業が

行われないまま現在に至つています。

そこで、行政の整備作業に期待するだけでな<、 地元の住民自身の手でこの場所の整備を行う

事を計画しました。この場所を整備することは、自然との触れ合いの場の確保だけでな<、 防災

拠点の柏尾小学校に隣接していることで震災時の避難場所としても十分活用できると考えていま

す。

つきましては以下の要領で整備活動を行いますので、多数の会員の皆さんの積極的な参加をお

願いいたします。

1。 目的 : 県営柏陽台団地に隣接する緑地の整備作業

2.日 0寺 : 平成 28年 1月 31日 (日 ) 午前 9時から 12時まで

(雨天の場合は、2月 28日 (日)に順延の予定)

3.集合場所 : 柏尾小学校西P日前

4。 参加目標 : 2∞ 名 (10月の防災拠点訓練と同規模)

5。 準備するもの :                  ′

(1)鎌、のこぎり、スコップ等雑木の伐採や革刈りの出来る道具類

(2)消防団はチェーンソーを用意のこと

(3)清掃作業に適した服装と帽子、軍手、水筒、

タオル等

(4)刈り取つた枝や下革は戸塚土木事務所に

処理を依頼する予定

回覧はお早めにお願いします。

(写真は昨年の現地調査時)



中学校だよιl 平成27年 12月 3日

横浜市立舞岡中学校

校 長 稲童丸克己

～ひそ力ヽ こ流れ来る深き響き～

進踏にむけて 湖猥れ3年生
12月 に入り寒さが増し、冬を迎える時期です。学校では、12月 1日 の から個人面談が始ま

り、3年生にとつては、志望校の決定の時期を迎えていますし調査書用の成績が出ると少し余裕がで

てきたのでしょうか、3年生が部活動の朝練習に参加する姿を見かけたりします。ホッとして息抜き

をしたくなるのは、よくわかります。10月、11月 にも進路相談があり、希望校までどのくらい頑

張らなけれ!力 けヽないかと緊張したことでしょう。

しかし、ホッとしすぎても困りますね。学習や学校生活は今まで、そしてそれ以上に頑張つてくだ

さい。毎年、志望校が決まっただけなのに、合格したと勘違いしてしまう人がいますLまず、入試本

番で力を発揮できる実力をつけましょう。模擬テストで力試しをするのもいいですれ

2年生は来年、1年生も2年後には同じ立場になりま九 3年生の姿を見て学んでくださしゝ 1年、

2年はあつという間ですよ。

ご家族の皆様、 受験は、だれもが通る道観 糊 !版いはしないで、心の平静や健康管理のために

サポーをお願いします。お手伝いや部屋の掃除はいつも通りですЭ

あい さ学申 ヤンペ ~ン
明日、12月 4日 (08時 15分～30分は南部学校教育事務所が呼びかけているあいさつキャ

ンペーンの日です。本校でも事前に昇降口にポスターを掲示し準備しています。当日は、生活福祉委

員と新旧生徒会役員が正門と東門、103年昇降口と2年昇降口であいさつして呼び力ヽ すます。お互

いに気持ち良いあいさつができるといいですね。以前朝会でお話ししましたが、「まず、自分からあ

いさつす利 「人のあいさつに対してあいさつするのは返事と同じ」です。

本校では毎朝、8時 30分から10分間、校長も正門前で、あいさつをしています。今年で3年目

になりますが、年々あいさつする生徒が増えていますЪ通勤途中の地域の方ともあいさつをするよう

になってきました。遅刻も減つています。「あと何分で力的 と声を力ヽすてくる生徒もいるので、駆

け込みも少なくなつてきました。私は、時々あいさつするのを我慢して、生徒が先にあいさつしてく

れるのを待つ時がありますが、それでも生徒のみなさんは、「おはようございます」とあいさつして

くれます。大変うれしいです。あいさつは、人とひととのコミュニケーションの第 1歩で九 「いじ

め防止」にもつながると思いますD家庭でも「おはよう」「こんにちは」「おやすみなさレ」「ありが

とう」「ごめんなさい」は大切にしたいものですれ

ヽ
ｕ□

12月 4日 (金)～ 10日 (利 は人権週間です。本校では、11月 10日 の に人権講演会を

開いて人権・いじめについて考える機会がありました

講演会ではLINE社の西尾様をお招きして「LINEの便利さと気を
つけなけれ|れ けヽなt 黙ヽ について「ステージの上でキャッチボー/pをする」
ことを例に挙六 見える相手とのキャッチボ‐ルとLINEやメー75など相

手が見えないキャッチボー/L/の違いや気をつけなければいけない点をなどお



話ししていただきました

生 徒 の感 想 (難加 P`獅「EB日記より)

・普段使っているインターネットでこんなにキケンなことがたくさんあったなんて驚きました。LINE
はいろいろな人が使つて便利だけど、トラブルも起こりやすいの0 「知劇 と「知識」をもつて使いた

いと熟 まヽした
。今日の話を聞いて、インターネットに情報を載せる前にしつかりと確認すること。メールなどでは、相

手の気持ちを考えようと思いました

また、いじめ防止月間の取組として、いじめ防止 。早期発見のためのいじめ。生活アンケー トを行いま

した。今後の指導や見守り、早期解決のために活用します。また、 1月 にはアンケー トの集計も資料とし

て、教育相談を実施しますLさ らに、生徒一人ひとりが人権標語を考えて、クラス 。学年の標語を決める

準備をしていますЭ

地域行事に参加しょぅ
年末、年始も地域行事が盛んに行われますもまず、 12月 はいろいろな町内会で餅つきが行われま丸

お手伝いの要請は来ていませんが、自分の町内や自治会で餅つきなどの行事があったら進んで参加しまし

ょう。

学校の関係では、舞岡中学校区学校・家庭・廻明湖靭響縫
`晰

諄 として餅つき大会があります。
日時 12月 13日 (日 )11時～ 13時 柏乃 lヽ学校駐車場 販売もあります。
生徒、職員、PTAが 60人以上参加しますD地域の人と交流して楽しみましょう。

その他、新年に向けて書初め大会、マラソン大会の計画もありますね。地域の掲示版などで確認してく

ださし、

柏尾地区から協力要請がきています。
1 地域防災マニュアルの「さし絵」の基亀 詳しくはプリントでお知らせします。
2 柏陽台団地の緑地整備のお手伝υヽ 内容は、草刈、枝払い、清掃などです。

もちろん、中学生に危険な作業はありませれ 28年 1月 31日 (日 )の予定で九 詳しい

決まり次第お知らせしま九

こと‐ま、表 記 録 観 の朝会0よ い う な形 を振 嗅 認 用よ彰
25日 まで表彰の場がないので、最近の表彰について紹介します。

租税教育推進 感謝状 戸塚税務署より G真の餓 とトロフィー)

過去2年間の租税教室の実施 (3年生)や「税についての作文」の多

数の応募と上位入賞が認められたことによる感謝状で九 11月 16日
に校長が表彰式に出席しました

横浜市中学校作文コンクール

生活・随筆 2年 最優秀賞  「陸の上で」古屋陽香さん

意見・主張 2年 最優秀賞  「声の大切さ」谷口満美さん

作文コンクールについては、12月 26日 (Jが表彰式のため、 1月 に表彰 します。

豚汁給食が楽しみです
12月 25日 (金)に PTAの方 (役員さんとワンデーサポーターさん)が生徒のために豚汁を作

つてふるまってくれます。豚汁は、舞岡中学校でマラソン大会をやっていた時からの伝統になってい

るようです。生徒や職員も楽しみにしている行事の一つで九 当日は、大掃除が終わつたころに豚汁

をいただくことになりますЪしっかり働いておいしくいただきましょう。PTAの皆様ありがとうご

ざいますし各ご家庭で、お椀と箸を用意していただくことになりますので、よろしくお願いします。



平成 27年 12月 1日 発行 |

発行 :舞岡地区センター

横浜市戸塚区舞岡町 3020

1目言舌:045‐ 824‐ 1915

FAX 1 045‐ 824-1925

休館 日 :毎月第 2月 曜 日

(祝 日の場合は翌 日)

趣味の活動や健康づ<リー緒に始めてみませんか

地区センターでは多<の方がサークル活動

<あ ります。一緒に活動してみませんか。

をしています。新たなメンバーを募集している団体も数多

/

サークル活動体験の日

新しいお仲間を積極的に募集するサークルの活動を体

験・見学することができます。

・期間 :平成28年 1月～2月

 ́
´

                          ]‐
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、
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、

地区センター主催の自主事業終了後、

引続き活動を続けているサークルです。

いずれも初lb者を対象としています。

詳細はお間合せ<ださい。

・ はじめてのウクレレ

・似顔絵サークル

・親子リトミック   他

訪間着護師が見つめた人間が老いて死ぬということ

/ 宮子 あずさ

女子栄養大学栄養クリニックのシニアの作りおきら<ら

<ごはん / 今泉 久美

患者の為の最新医学― 脳梗塞・脳出血・ <も膜下出血

ラプラスの魔女  / 東野圭吾

・参加費は無料ですが、材料・資料代 (実費)

保曇[曇言η呈雰λλ詳細は「舞岡地  ρ

窓から逃げた 100歳老人  / ∃ナス

ノンタン ばっぱら ばなし / キヨノ

ノンタン あわ ′3:<′3i<ぶ′S:′5:う /

おやすみロジャー魔法のぐつすり絵本

/カール ヨハン エリ‐ン

パンダ銭湯 /  tupera tupera

☆話題の書、購入希望図書など 12月初旬入荷予定です

∃ナソン

サチコ

キヨノ サチコ

裏面をごらん<ださい  |

12月の休館日 14日

年末年始休館国のお知らせ

お部屋ご案内シリーズ④・工芸室

・ 料金 :660円 (3時間)

・広さ :40扇
・定員 :18名
・ 設備/備品 :

流し台、イーゼル、ミシン、花器、

木工具セット、電動工具、

七宝焼き炉、テレビモニター 他

生け花、絵画

子工芸、本工作等に

最適なお部屋です。

12月 28曰 (月)～ 1月 4日 (月 )

どうぞ餞いだ旱をお蛇えください



舞岡地区センター

仁主事硫辟ご案覺

0寺 間

定 員

参加費

受付開始

ボップスを楽しく歌おう !

～ オールディーズや懐かしの 」―POPを中心とし

た和洋ポップスを皆さんで一緒に歌います ～

日にち 1月 14日・ 28日 、

2月 11日 025日、3月
10時～ 11時 30分
15人
1,700円 (全 5回 )

12月 11日  14時 から

12月 1日 発行

鋒岡おもうゃの病院

～想い出いっぱいの壊れたおもちゃを、ドクターが子

どもたちにし<みを説明しながら修理します。～

(協力 :おもちゃ病院の先生)

日にち 1月 9日 (土 )

時 間 10B寺 ～15時
定 員 20人         ´

参加費 無料 (特局」な部品は有料)o
受付開始 12月 12日  14時 から    ~ゆ

三 ノヾワーコガ  (保育あり)       |
:～ ひねりやストレッチをいれたパワフルな∃ガ ～

:日 にち 1月 22日、2月 5日 012日 (金 )

:0寺  FB5 10時～ 11時
:定 員 12人
参加費  900円 (全 3回 )

・ 1歳～未就学のお子さん (7名まで)

※詳細はおPoD合せください

:受付開始  12月 16日  14時 から

⑮しさ発見理科ひろは

万撃鏡なつ巫ろう

～虹色万華鏡、立体万華鏡 キラキラきれいな 2つ

の万華鏡をつ<ります～

日にち 2月 6日 (土 )

時 間 9時 30分～ 11時 30分
定 員 小学生 15人

(小 3以下は保護者同伴 )

参加費 500円
持ち物 持帰り用の袋

受付開始 1月 13日  14時 から

お申込みは電話・来館で先着順に受付けます

8 045-824-1949、 1915
(おかけ間違いにご注意ください)

体験 。はじめてのフラメンコ

～フラメンコのリズムを感じ、踊ることで心身をリフ

レッシュする体験講座です～

日にち 1月 14日 (木 )

時 間 12時 30分～ 14時
定 員 10人
参加費 200円
持ち物 バンプスまたはスニーカー

※ロングスカー トでご参加<ださい

受付開始 12月 15日  14時 から

春を先ど惨 !生花アレンプメント

～彩り豊かな明るい色の生花を使つたアレンジメン

ト。一足早<お音口屋に春を演出しませんか ～

日にち 2月 16日 (火 )

時 間 9時 30分～ 110寺 30 tt   i
定 員 10人
参加費 1,800円
持ち物 花用のハサミ、持帰 り用袋

受付開始 1月 15日  14時から

ポーセラーツのマグカップをつ<ろう
～白磁にお好みのデザインの転写シールを貼ります ～

日にち 2月 27日 (土 )

時 間 90寺 30分～ 11時 30分
定 員 12人 (6歳～成人)

(小 2以下は保護者同伴 )

参加費 1,300円
受付開始  1月 14日  14時 から
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横浜市指定管理者 公益社団法人とつか区民活動支援協会

地区センタ‐・学校コミュニティハウスは、サータル活動など、

気軽に利用で精 施設です。
地域の皆様の交流を深める場としてご利用いただいています。

私たちと二緒に、楽しく元気に働いてみませんか?

※通勤費の支給はありません。

戸
塚
公
会
堂

①午後

①13:00～ 17:00

研修、ミーティング等その
他勤務あり
(9:00～ 17:00)2H～
4H程度

①l名

【スタッフ時給】

8:45-17:00
910円

17:00´ψ21:00
930円

【作業スタッフ】

8:30-11:30
1000円

週3日 ～4日

①受付事務・集計事務・舞
台装置の説明。貸出・舞台
準備の協力・点検・館内整
理・清掃、その他

戸
塚
地
区

セ

ン
タ
ー

①午前
②午後

①8:45～ 13100

②13:00～ 17:00

(日 祝～18:00)

研修、ミーティング等その
他勤務あり
(9:00～ 17:00)2H～
4H程度

名

名

３

４

①
②

①②受付事務・用具の貸
出・集計事務・館内整理・清
掃。開館 0閉館業務、その他

東
戸
塚
地
区
セ
ン
タ
ー

①午前
②午後
③夜間
④作業

①8:45～ 13:00

②13:00～ 17:00

(日 祝～18:00)

③17:00～21:00

④8:30～ 11:30

研修、ミーティング等その
他勤務あり
(9:00～ 17:00)2H～
4H程度

①4名

②4名

③l名

④2名

①②③受付事務・用具の貸
出・集計事務・館内整理・清
掃・図書の貸出。開館・閉館
業務、その他

④館内外の清掃作業

大
正
地
区

セ

ン
タ
ー

①午前
②午後
③夜間

①8:45～ 13:00

②13:00～ 17:00

(日 祝～18:00)

③17:00～21:00

研修、ミーティング等その
他勤務あり
(9:00～ 17:00)2H～
4H程度

名

名

名

３

２

２

①
②
③

①②③受付事務・用具の貸
出・集計事務・館内整理・清
掃・図書の貸出。開館・閉館
業務、その他

踊場公園
こどもログハウス

① 9:00～ 13:00

②13:00～ 17:00

研修、ミーティンク'等その
他勤務あり
(9:00～ 17:00)2H～
4H程度

6名
①②のローテーション
勤務

週3日 票劉責

①②こどもの見守り、受付事
務・集計業務、事業の企画
実施、館内外の整理・清掃、
図書の貸出、開館・閉館業
務、その他

滸M等 /jヽコミュニティハウス
①9:00～ 13:00

②13:00～ 17:00

③17:00～21:00

図書貸出、研修、ミー

ティンク・等その他勤務あ
り
(9:00～ 17:00)2H～
4H弔謝賞

1名

①②③のローテー
ション勤務

週2日 -3日

①②③受付事務・用具の貸
出・集計事務・館内整理・清
掃。図書の貸出。開館・閉館
業務、その他

平戸台小コミュニテ4ハウス 3名

柏尾小コミュニラいウス 2名

名瀬中コミュニシハウス 3名

下郷/Jヽコミュニティハウス 2名



・施設の運営に積極的に参加してみたい方、地域活動に興味を持たれている方
。各施設に徒歩又は自転車で通勤できる方 (バイク。自動車不可)

・地区センター午前・午後・夜間、踊場公園こどもログハウスは定年65歳、地区センター作業。学校コミュニティハウスは定年67歳

平成28年4月 1日 ～平成29年 3月 31日 (勤務状況等条件を満たした場合、更新の場合もあります)

。所定の応募用紙にご記入のうえ、平成28年 1月 25日 (月 )(当 日必着)までに、返信用として82円切手を貼付した

封筒を同封のうえ、公益社団法人とつか区民活動支援協会へ郵送でお申込みください。希望勤務施設を明記してください。

書類選考後、2月 初旬に面接時間を電話連絡いたします。(面接予定2月 初旬～中旬)

。応募用紙は各施設、公益社団法人とつか区民活動支援協会事務局にあります。

協会ホームページからもダウンロードできます。   httoノ/www.chik卜 suDDO眈 .b

※応募用紙は返却いたしません。ここで得た個人情報は当協会採用事務以外では使用いたしません。

〒244-0816横浜市戸塚区上倉田町449-2戸塚法人会館102

公益社団法人とつか区民活動支援協会「スタッフ採用係」

公益社団法人とつか区民活動支援協会 事務局までお問い合わせください。 ■045-865-3946
(年末年始休 :平成27年 12月 29日 ～平成28年 1月 3日 )土・日・祝 日を除く平 日9:00～ 16:30

戸塚公会堂 (3階)

戸塚地区センター (2階)

休館日:毎月第3月 曜日。年末年始 (12月 28日 ～1月 4日 )

所在地 :戸塚区戸塚町127  Ъ862-9314 JR「戸塚駅」西日徒歩5分

東戸塚地区センター          休館日:毎月第2月 曜日。年末年始 (12月 28日 ～1月 4日 )

所在地 :戸塚区り|1上町4-4  h825-1161 JR東 戸塚駅西日徒歩5分

大正地区センター           休館日:毎月第3月 曜日。年末年始 (12月 28日 ～1月 4日 )

所在地 :戸塚区原宿3-59-l TEL852-4111「 横浜医療センター前」徒歩5分

踊場公園こどもログハウス        休館日:毎月第3月 曜日。年末年始 (12月 29日 ～1月 3日 )

所在地 :戸塚区汲沢8-1l  Ъ865-5869「踊場」駅徒歩5分

深塔Mヽコミュニティハウス 休館日:月・金曜日・年末年始 (12月 29日 ～1月 3日 )

所在地 :戸塚区深谷町1688-2  Ъ851-7801
夜間閉館 (水 。日曜日)

「二軒家」徒歩5分

東汲沢小コミュニティハウス 休館日:火。金曜日・年末年始 (12月 29日 ～1月 3日 )夜間閉館 (月
。木曜日)

所在地 :戸塚区汲沢1-16-l  h864-6632
「戸塚高校前」徒歩5分、「踊場」駅徒歩10分

平戸台小コミュニティハウス       休館日:月・火曜日。年末年始 (12月 29日 ～1月 3日 )夜間閉館 (木 。日曜日)

所在地 :戸塚区平戸町1165  h825-8144「 坂下口」徒歩5分

柏尾 Jヽコミュニティハウス 休館 日:火・金曜 日。年末年始 (12月 29日 ～1月 3日 )

所在地 :戸 塚区柏尾町1317  h825-4358
夜間閉館 (土。日曜日)

「柏尾」徒歩10分

名瀬中コミュニティハウス 休館日:火・金曜日。年末年始 (12月 29日 ～1月 3日 )

所在地 :戸塚区名瀬町791-6  Ъ812-8405
夜間閉館 (土。日曜日)

「新戸塚病院前」徒歩1分

下郷小コミュニティハウス        休館 日:火 。金曜 日。年末年始 (12月 29日 ～1月 3日 )夜間閉館 (木。日曜 日)

所在地 :戸塚区戸塚町2447-2 TEL864-6236「 下郷」徒歩5分


