
 

プラっと相談  ここで相談できて良かった！声多数  相談場所：交流広場とつか  

◆  南戸塚地域ケアプラザの職員がご相談に応じます 

健康増進、生活、介護保険、権利擁護等について いつでもお気軽にご相談下さい 

     5 月１7 日（金）14 時～１６時  毎月第３金曜日開設（30 分単位の相談対応・予約可能） 

    問合せ・予約等 南戸塚地域ケアプラザ 電話：８６５－５９６０ 

おきがる健康相談   商店街の調剤薬局ほか近隣の医療機関等の協力で 

◆   お茶の合間にちょこっと相談、役立つ情報提供など  

    近隣の調剤薬局等の協力の元カフェスペースで気軽にご相談やセミナー開催を予定しています 

薬剤師によるお薬、体の不調の相談、管理栄養士による栄養相談、寝たきりにならないヒント 

「楽しい体験型健康維持セミナー」など  ※日程はイベントごとにお知らせします 

食を通しての交流彩々  ～大人気のケーキと甘味いろいろ～ 

  皆さま、いつもご利用大変ありがとうございます。平日は広場ランチをお楽しみいただいているこ 

とと思います。 広場ではカフェメニューも様々ご用意しております。 

今日は大変人気のケーキと和風の甘味メニューを作り手のコメントを交えご紹介いたします。 

◆   

 スライスしたりんごを使い焼きあがった後でもりんごのサクサク感がしっかり味わえます 

◆  

 濃厚なクリームチーズで食べ応えあるケーキに仕上がっていますが、くちどけの良いケーキです 

【売切れ必至大人気のケーキ（りんご・チーズ）】 

 作り手コメント：「あー美味しかった」のひと言が聞きたくてケーキを焼いてます。甘さを抑えて 

         また、食べたくなるような家庭的な味をめざしています。 小島文代さんより 

 

◆  

 低カロリーなのでランチ後のお腹と美容？にも優しいケーキです 

 ふわふわのシフォンケーキに仕上げるために頑張っています  

【和の広場を意識して（抹茶シフォンケーキ）】 

 作り手コメント：カフェタイムに幸せを感じていただけるケーキづくりをがんばります 

                                    真辺紀子さんより 

◆ 季節感を大切にした和菓子の提供を心がけています  

 静岡県掛川のお茶の里より仕入れている安心安全で味わい深い日本茶を添えて提供しております 

和菓子に添えた、ひろばもりあげ隊メンバー手づくりの折り紙の「あられ箱」にもご注目下さい 

  ◆  売切れ御免の数量限定（4 個～5 個）です 

   長野県伊那の純粋な寒天を使用、腸活にも◎です ぜひ和風コーヒーゼリーをご賞味下さい 

  ◆ （あんみつ類：5 月～11 月・おしるこ：12 月～4 月） 

  

 

交流広場とつか 利用時間：10 時～17 時 休館日：毎週水曜日・年末年始等 

ランチ：11 時 30 分～なくなり次第終了 ※土日祝日はランチお休みです 

貸会議室：利用予約ができます（有料） ※事前に空室確認をお願いします 

〒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 

TEL&FAX：045-865-4670   

 

地域交流施設「交流広場とつか」情報紙                                  

ゆめ広場 
◆ ◆  

戸塚宿の歴史とふれあう場所、地域の皆さまが出会いつながる場所、仲間づくりができる場所 

として開所しています。どなたでも利用できる居心地のいい「みんなの居場所」です。  

おしゃべり、あみもの、折り紙など「手づくり創作」を通して仲間をふやしたい、地域活動他、 

「何かやってみたい」の実現ができる場所としても活用下さい。 

正面入口前にはエレベーターがあります。トイレは２ケ所、車椅子トイレも完備しています。 

※駐車場・駐輪場はありませんので近隣の駐車場等をご利用ください 

 

          連休中の休館日お知らせと 5 月 6 日より変更になったことなど 

  ◆4／29～5／5：休館です ５月は６日（祝）から開館します。ランチは 7 日（火）～ 

◆ランチご予約は利用日の前々日からのみ予約可能（電話か来館で予約） 

◆11 時 30 分～13 時 00 分の間は甘味はケーキ及びケーキセットのみの提供となります 

ランチ時間帯のその他のカフェメニューは 13 時以降から注文可能です 

◆ランチスペースのご利用は相席のご協力をお願いします 譲り合ってご利用ください 

◆健康麻雀フリースペースは 14：00 以降、会議室に空きがあればいつでもご利用できま 

す。必ず 4 人 1 組で申込みのこと 利用時間 14：00～16：00 まで（時間厳守） 

◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆ 

    

       

・   

開所以来、提供する甘味の内容について試行錯誤を続けてまいりました。また季節により提供 

する甘味の内容も変えていますが、なるべく安定した内容でお届けできる様見直しを致します 

「編集・発行」ゆめ広場広報チーム 

月 

 



・  

ベビーチェアがご利用不可能な小さなお子様にはベビーカーごとの入館を許可しています 

椅子への移乗が可能なお子様についてはべビーカーをたたむか、テラス等へ移動しての利用を 

お願いしています  

・

場所がわからないという多くのご意見を頂いております 案内表示板掲示の規制もあります 

ので、今後ＨＰ（ホームページ）の作成などを整え、分かりやすい案内を心がけていきます 

   ・

人気のケーキのお持ち帰りのご要望も多くなっております。地域の方の手づくりケーキです 

防腐剤などを一切使用していないため、衛生管理上、館内のみでの提供となっています 

◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・◆・・・◆ 

5 月の「交流広場とつか」イベントご案内 

※申込み方法、参加の詳細は館内チラシや添付のイベントカレンダーをご参照下さい 

 

広場セミナー   今回のテーマ：「今さら聞けない薬の話」 

   ◆  

へー知らなかった？ 調剤の疑問、薬の飲み方の工夫、薬剤師在宅訪問など、なかなか聞けない 

薬の疑問について、商店街のお馴染み調剤薬局のベテラン薬剤師がお答えします 

【日時】5 月 16 日（木）１３：15～１４：45  【参加費】無料 

【申込】申込不要 当日気軽に参加どうぞ  【講師】仁天堂薬局・湯川 仁さん  

  

健康・体力づくり   気楽に参加で健康増進 どなたでも参加できます 

 「ほぐして癒す」椅子に座って行なうカンタンヨガ 

脚、腰に自信のない方もイスに座り着替え不要で無理なくカラダを動かし不調改善や体力 

低下を防ぐ教室です ※希望者には継続参加可能 ※終了後のランチ希望者には注文可能 

【日時】５月 21 日（火）10：00～11：00 【参加費】１回５００円 

【申込】各日電話か来館にて先着 5 人 見学自由 ※動きやすい服装、細長いタオル持参 

【講師】ＲＹＴ200 取得ＩＨＴＡ1 級ヨガインストラクター 市原圭子さん 

 

◆  大事なカラダの要・骨盤のゆがみを整えて不調改善  

着替不要 骨盤を整えることで代謝アップやコリの解消が期待できます 

【日時】5 月 9 日（木）、23 日（木）10：00～11：00  【参加費】１回 1000 円 

【申込】各日電話か来館にて先着 5 人 見学自由  【講師】高村和子さん 

 

◆ 呼吸法をはじめ健康になれるヒントがいっぱい 

【日時】 5 月 23 日、6 月 6 日、7 月 4 日、9 月 5 日、10 月 3 日、11 月 7 日 

12 月 5 日、2 月 6 日、3 月 5 日 すべて木曜日    ※８月・1 月休み 

【時間】すべて 1４：00～１５：30 【参加費】１回５００円  

【申込】不要 当日どうぞ・見学自由 【講師】吉原一郎さん（日野原重明記念かながわの会会長） 

 

ほっとタイム     どなたでも気軽に参加できるあたたかい時間                        

   精神保健、病気、障害の理解を深める啓発交流、情報交換の場です 

【日程】５月 14 日（火）【内容】区社協の地域福祉活動について   戸塚区社会福祉協議会 

５月 28 日（火）【内容】健康づくり「認知症予防と理解」  水野重信氏 

【時間】どちらも 13：30～15：30  【申込】不要 直接どうぞ  【参加費】無料 

  ほっとする時間をご一緒に！ ①②いずれも 14：00～15：30  

【日時】①5 月 9 日（木）テーマを決めずに自由におしゃべり ②5 月 28 日（火）歴史トーク 

【参加費】無料  【申込】不要 直接どうぞ    ※カフェスペースにて開催 

 

新スタート 腎不全・透析者・家族の懇談会他どなたでも参加可能 

  病いの不安、苦痛、共感、情報交換など、自由に出入りして気軽に語り合いができる場 

【日程】4 月 28 日（日）・7 月 28 日（日）・10 月 27 日（日）【時間】いずれも 11：00～ 

【申込】不要 直接どうぞ 【参加費】無料   ※カフェスペースにて開催 

◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・◆・・・・◆ 

◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・◆・・・◆ 
 

                  

活動ひろば（活動発表）  活動グループの披露の場いろいろ 

  心に響く優しい言の葉を手話のダンスにのせて踊ります 

 長年地域で活動、地区センター他各舞台で披露し好評を博しているグループが表情豊かに手話を披露 

心あたたまる優しい時間をお届けします。  

【日時】5 月 17 日（金）13：15～13：45 【参加費】無料 【申込】不要・当日どうぞ  

【主催】手話ダンスフラワー 中村美恵子さんとお仲間たち 

  懐メロ、青春ポップスなどの数々をランチの後にゆったりと聴きます  

 誰もがしっている曲、懐かしい曲のなどをギター演奏をお楽しみください  

【日時】5 月１３日・27 日（月）13：15～13：45（演奏の後は公開練習です） 【参加費】無料 

【申込】不要・当日どうぞ 途中参加、退席も可能  【演奏】ギター倶楽部のメンバー  

 

交流・文化・カルチャー   交流とワンステップアップを楽しめる多彩なイベント 

 宿場よもやま話で気楽に伝説の世界へ 

テーマ：悲運の皇子（護良親王）伝説Ⅱ 

【日時】5 月 12 日（日）10：00～11：30 【参加費】３００円（当日払） 

【申込】不要・当日どうぞ  【問合せ】：主催：戸塚見知楽会 080-5545-4163 

 ※今後も月 1 回の定例開催です 次回予告：6 月 9 日（日）実方塚伝説Ⅰ７月 14 日（日）実方塚伝説Ⅱ  

 フラワーアレンジメント、アクセサリーリペアと創作など、好きな事をします 

【日程】①5 月 13 日（月）【時間】14：15～15：45 ※フラワーアレンジメント希望＝5/9 迄申込要 

    ②5 月 20 日（月）【時間】14：15～15：45 ※フラワーアレンジメント希望＝5/14 迄申込要 

【申込】フラワーアレンジメント希望は準備のため申込必要 その他は申込不要 当日参加 OK 

【参加費】講師料無料・各回材料費実費のみ   【講師】フラワーサークルラベンダー 安達冨美子さん 

脳活プログラム ※

【申込】電話のみ※４月２７日（土）午前 10：00 より電話にて申込開始（申込日時厳守） 

【日時】5 月 6 日（祝）・１1（土）10：00～13：00  【参加費】１回３００円 

どなたでもＯＫ 



 美味しい日本茶とお菓子を食べながら昔の戸塚の映像を見る会 

とつか今むかし、懐かしく驚きの映像の数々、紙芝居同時開催 

昔の戸塚にタイムスリップ！へーびっくり「とつか」ってこんな所だった 

【映像テーマ】 古道を訪ねて（旧東海道・武相国境道・鎌倉西の道等） 昭和 52 年頃（1977 年）の映像 

【紙芝居】   マリちゃんの横浜めぐり  なるほど！！紙芝居で辿る知らなかった横浜 

【日時】5 月 19 日（日）14：30～15：30 【参加費】当日払・300 円（お茶菓子付） 

【申込】不要・当日どうぞ   

【ご案内】映像制作 染川春雄  紙芝居 橋本文男（谷戸の家） 

 柳家吉緑（やなぎやきちろく）さん来館 昼前寄席を楽しもう！ ５歳以上参加可能 

 大師匠人間国宝「五代目柳家小さん」の得意とした滑稽噺や人情噺などの愉快な演目を堪能下さい 

【日時】5 月 19 日（日）11：15～12：30 【参加費】当日払・1000 円（お子様 500 円） 

【申込】電話か来館にて先着 35 人 【噺家】柳家吉緑さん（落語協会二ツ目） 

 駅近で多彩な講座の数々 当日の見学大歓迎  館内に詳細チラシあります

毎月第 3 土曜日・第 4 土曜日・日曜日に開講 ※油絵、手話ダンスなどお子様受講大歓迎の講座もあります 

◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・・◆・・・・◆・・・◆ 


