
７～９月の南台こどものもり公園 こどものもりプレイパーク
日曜 7/17 8/21 9/18
平日 7/8 8/12 9/9

※感染症防止や天候により変更になることがあります。

開催時間１０：３０～１５：３０
※準備・片づけふくむ

小・中学生を対象に、瀬谷区読書スタンプラリー2022を実施中！
本を読むともらえるスタンプを集めて記念品をゲットしましょう！

【読書スタンプラリーについて】

期間：令和４年６月23日㈭から令和５年１月15日㈰

（記念品交付は１月31日㈫まで）

対象：瀬谷区在住または在学の小・中学生

≪スタンプラリーのルール≫

１本を読もう！

対象の本：〇本・絵本 ※学習マンガはOK

家にある本、学校図書館や図書館、地区センター、コミュニティ・スクールで借りた本など

×コミックや雑誌、紙芝居

２スタンプをもらおう！

★スタンプがもらえる場所

通っている小・中学校の学校図書館、瀬谷図書館、瀬谷区役所（窓口35番）

区内地区センターとコミュニティ・スクールでは、本を借りるときにもらえます。

３記念品をゲット！

スタンプラリーをゴールした台紙を持って、記念品をもらいに行きましょう！

小学生は4、8冊目、中学生は2、6冊目にもらえるよ！

★記念品がもらえる場所

通っている小・中学校の学校図書館、瀬谷図書館、瀬谷区役所（窓口35番）、中屋敷地区センター

スタンプラリー台紙について：学校から台紙を配布します。

瀬谷区役所地域振興課窓口や瀬谷図書館でも、台紙を配布しています。

詳細はこちら：瀬谷区 読書スタンプラリー 🔍🔍検索

問合せ先：瀬谷区地域振興課 電話：０４５－３６７－５６９４ FAX：０４５－３６７－４４２３

スタンプラリーには
２回まで参加できるよ！

詳細はツイッターで【問合せ先】
304-1291
下瀬谷地域
ケアプラザ




期間 (きかん)：令和 (れいわ)４年８月５日（金 (きん)）から９月７日（水 (すい)）まで

場所 (ばしょ)：三ツ境駅前 (みつきょうえきまえ)商店街 (しょうてんがい)、三ツ境 (みつきょう)中央 (ちゅうおう)通り (どおり)商店街 (しょうてんがい)、

瀬谷 (せや)銀座 (ぎんざ)通り (どおり)商店街 (しょうてんがい)、いちょう通り (どおり)商店街 (しょうてんがい)

STEP１　パンフレットを入手 (にゅうしゅ)しよう！

パンフレットがある場所：瀬谷区 (せやく)役所 (やくしょ)、商店街 (しょうてんがい)のお店 (みせ)、区内 (くない)施設 (しせつ)（地区センター、ログハウス、コミュニティスクール、学童 (がくどう)、キッズクラブなど）　　　★パンフレットはホームページから印刷 (いんさつ)もできるよ♪

STEP2　商店街 (しょうてんがい)でせやまるファミリーをさがそう！

パンフレット内 (ない)のF・マリノス選手 (せんしゅ)のヒントをもとに商店街 (しょうてんがい)へせやまるファミリーをさがしにいこう！

STEP３　参加 (さんか)賞 (しょう)をゲット！

どの商店街 (しょうてんがい)にどのせやまるファミリーがいたかパンフレットの応募 (おうぼ)用紙 (ようし)に書いて、参加 (さんか)賞 (しょう)をもらおう！（※）

２商店街 (しょうてんがい)で見つけて、「せやまるマスク」、４商店街 (しょうてんがい)でさらに「せやまるトートバッグ」がもらえるよ！（先着順 (せんちゃくじゅん)）

STEP４　抽選 (ちゅうせん)に応募 (おうぼ)しよう！

パンフレットについている応募 (おうぼ)用紙 (ようし)に必要 (ひつよう)事項 (じこう)を書いて、応募箱 (おうぼばこ)（※）にいれて応募 (おうぼ)しよう！

賞品 (しょうひん)：Nintendo Switch、せやまるペイ、せやまるぬいぐるみ、横浜 (よこはま)F・マリノス選手 (せんしゅ)サインいりグッズ

瀬谷区　商店街ウォークラリー2022

🔍検索



くわしくはHPをチェック！☛

※参加 (さんか)賞 (しょう)の交換 (こうかん)場所 (ばしょ)や応募箱 (おうぼばこ)のおいてある場所 (ばしょ)はパンフレットを確認 (かくにん)してね♪

【協力】横浜F・マリノス

【問合せ】瀬谷区地域振興課地域活動係　TEL：045-367-5692

瀬谷区 (せやく)の商店街 (しょうてんがい)でせやまるファミリーとかくれんぼ！

横浜 (よこはま)F・マリノスの選手 (せんしゅ)のヒントをたよりに

せやまるファミリーを見つけよう！

たくさん見つけて「Nintendo Switch」などの

豪華 (ごうか)賞品 (しょうひん)をゲットしよう！

せやまるファミリーとかくれんぼ

GOGOせや商店街ウォークラリー2022
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令和４年７月～９月

記号の説明
往：事前に往復ハガキに、事業名、〒住所、氏名(ふりがな)、年齢(学年)、電話番号、返信用あて先を記入し、郵送で各施設へ

ハ：事前にハガキに、事業名、〒住所、氏名(ふりがな)、年齢(学年)、電話番号を記入し、郵送で各施設へ

持：事前に返信用あて先を記入したハガキを持参して直接各施設へ 電：事前に電話で各施設へ 前直：事前に直接各施設へ HP：事前に各施設HPへ

当直：当日に直接各施設へ 抽：応募者多数の場合は抽選 先：先着順で受付 ￥：参加費(￥がない場合は無料) 物：持ち物 (必)：必着

施設説明
【地区センター】

①瀬谷地区センター TEL:303-4400 FAX:303-4464
（〒246-0031 瀬谷3-18-1）

②阿久和地区センター TEL:365-9072 FAX:365-9112
（〒246-0026 阿久和南2-9-2）

③中屋敷地区センター TEL:304-3100 FAX:304-3110
（〒246-0004 中屋敷2-18-6）

【コミュニティ・スクール（コミスク）】
①瀬谷さくら小学校コミスク TEL:304-1755 FAX:TELと同じ

（〒246-0035 下瀬谷3-58-1）
②南瀬谷小学校コミスク TEL:303-8415 FAX:TELと同じ

（〒246-0034 南瀬谷1-1-1）
③東野中学校コミスク TEL:304-4301 FAX:TELと同じ

（〒246-0012 東野130）
④原中学校コミスク TEL:391-1166 FAX:TELと同じ

（〒246-0025 阿久和西2-1-6）
【地域ケアプラザ】

①二ツ橋地域ケアプラザ TEL:361-9807 FAX:361-9868
（二ツ橋町83-4）

②中屋敷地域ケアプラザ TEL:303-8100 FAX:303-8111
（中屋敷2-18-6）

③下瀬谷地域ケアプラザ TEL:304-1291 FAX:304-1259
（下瀬谷2-44-6）

④阿久和地域ケアプラザ TEL:365-9892 FAX:365-9894
（阿久和南2-9-2）

⑤二ツ橋第二地域ケアプラザ TEL:360-7855 FAX:360-6800
（二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館１階）

【その他】
①瀬谷図書館 TEL:301-7911 FAX:302-3655

（〒246-0015 本郷3-22-1）

②こどもログハウス TEL:304-4169 FAX:TELと同じ
（〒246-0015 本郷2-28-4）

③長屋門公園 TEL:364-7072 FAX:TELと同じ
（〒246-0023 阿久和東1-17）

④区民活動センター TEL:369-7081 FAX:366-4670
（〒246-0021 二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館２階）

掲載されているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中

止・延期する場合があります。イベント等に参加される際には、各問合せ先やホームページなどで事前に

御確認ください。

ご注意ください

作ってみよう！

事業名 日時 場所 対象 内容・持ち物・参加費・申込・備考

カプラ(つみき)をつんで
タワーを作ろう

7/1,6,15,20,29
8/3,12,17,26

9/2,7,16,21,30
(水または金)

13：00～16：45

こども
ログハウス

どなたでも
カプラを積み上げて自分の身長より
高いタワーつくりに挑戦してみよう！
当直 先 ※幼児は保護者同伴

七夕
～星に願いを～

7/1(金)～7/7(木)
9：30～16：45

こども
ログハウス

どなたでも
短冊に願い事を書いて、ログハウス
の大きな笹竹にかざろう
当直 先 ※幼児は保護者同伴

みんな集まれ夏体験①
夏のキラキラ

スノードーム作り

7/27（水）
10:00～11:30

中屋敷地区
センター

小学生
16名 電 前直 抽 7/17(必) ￥ 500円

やる気スイッチＯＮ！
～夏の自由研究～

８/４（木）
13:30～15:30

中屋敷地域
ケアプラザ

概ね小学校
低学年

万華鏡作りに挑戦！仕組みを知ろう。
電 前直 先 6/27から ￥ 500円
物筆記用具・飲み物（水分補給用）
※小学生以下・小学４年生以上はご
相談ください 保護者見学可

やる気スイッチＯＮ！
～夏の自由研究～

８/５（金）
13:30～15:30

中屋敷地域
ケアプラザ

概ね小学校
高学年

万華鏡作りに挑戦！科学を考えよう。
電 前直 先 6/27から ￥ 500円
物筆記用具・飲み物（水分補給用）
※小学生3年生以下はご相談くださ
い 保護者見学可



事業名 日時 場所 対象 内容・持ち物・参加費・申込・備考

みんな集まれ夏体験②
「ｍitten」先生の焼き菓

子 果物タルト作り

8/6（土）
10:00～11:30

中屋敷
地区センター

小学生
10名

季節の果物をふんだんに使ったお
しゃれなスイーツ作り。
電 前直 抽 7/27(必) ￥ 500円

親子で
アイシングクッキー

8/6(土)
10:00～12:00

阿久和
地区センター

小学生と
保護者
5組10名

親子で、カラフルなアイシングクッ
キー作りに挑戦。
往 持 HP 抽 7/26(必)￥一組600円

クラフトテープで作る
「うさぎ」

8/10(水)
9:30～12:00

阿久和
地区センター

小学生
10名

来年の干支でもある可愛いうさぎを作
ります。
往 持 HP 抽 7/26(必) ￥ 300円
※小学2年生以下は保護者同伴

みんな集まれ夏体験③
木木(もくもく)DIY
★飾り棚作り

8/20（土）
9:30～11:30

中屋敷
地区センター

小・中学生
16名

自分だけのたった一つの棚作り。
電 前直 抽 8/17(必) ￥ 600円

みんな集まれ夏体験④
お菓子のパッケージが
バックにアップサイクル

8/21（日）
10:00～11:30

中屋敷
地区センター

小学生
16名

食べ終わったお菓子のパッケージ、
捨ててしまうはずのゴミがバックに変
身。アップサイクルに挑戦。
電 前直 抽 8/17(必) ￥ 500円
物食べ終わったお菓子のパッケージ

作ってみよう！

体を動かしてみよう！

事業名 日時 場所 対象 内容・持ち物・参加費・申込・備考

小中学生卓球教室 7/9・9/24(土)
12:00～14:00

阿久和
地区センター

小・中学生
20名

当直 先 ※受付は11:30から
物ラケット(貸出あり)、うわばき、飲み
物、タオル

さわやかスポーツ
ペタンクに

挑戦してみよう！

8/10（水）
10：00～11：30

瀬谷センター
どなたでも

20人
誰にでも簡単にできる「ペタンク」を楽
しもう！往 持 抽 7/20（必）

夏休みボッチャ交流会
8/20（土）

10:00～11:30
二ツ橋地域
ケアプラザ

どなたでも

２人１組でパラリンピック競技のボッ
チャ大会に参加しませんか。初めて
でも大丈夫
先電１０組 物上履き、飲物

小中学生バドミントン
教室

8/27(土)
12:00～14:00

阿久和
地区センター

小・中学生
20名

当直 先 ※受付は11:30から
物ラケット(貸出あり)、うわばき、飲み
物、タオル

初めてでも大丈夫！
KIDSフラダンス

10/22（土）
10/29（土）
11/5（土）
11/12（土）

10：00～11：00

瀬谷センター
小中学生

10人

フラダンスを踊ってみよう。気分はハ
ワイアン！
往 持 抽 9/1～9/20（必）受付
￥100円
物ウエットティッシュ タオル 水分補
給のための飲み物 鉛筆 ノート（瀬
谷センターまつりで発表予定）

楽しく踊ろう！ KIDS
HIP HOP

10/22（土）
10/29（土）
11/5（土）
11/12（土）

15：00～16：30

瀬谷センター
小中学生

10人

みんなで一緒に体を動かして、かっ
こよく踊ろう！
往 持 抽9/1～9/20（必）受付
￥100円
物上履き タオル 水分補給のため
の飲み物（瀬谷センターまつりで発
表予定）



参加してみよう！

事業名 日時 場所 対象 内容・持ち物・参加費・申込・備考

休日おはなし会 7/3（日）
11：00～11：30

瀬谷図書館
会議室

３歳～
小学生
10名

お休みの日は家族で図書館へ！瀬
谷区内で活動するボランティアグ
ループ「TEAMドルフィン」による楽し
いおはなし会です。
電 前直 先 6/24（金）～受付開始

おもしろ何でも
チャレンジ2022

7/16(土)
13:00～16:00

阿久和
地区センター

主に小学
生

80名

スライム作りや理科工作に挑戦して
みよう！
当直 先 ※一部事前申込あり。詳し
くはHPご参照ください。

はらっぱのおはなし会

7/16 ・ 8/20 ・
9/17
いずれも土曜日
11：00～11：30

原中コミスク

幼児～
どなたでも
(幼児は保
護者同伴)

10名

・メイン本・・・7月「もくもくやかん(かが
くいひろし作)」・8月「なまえのないね
こ(竹下文子・町田尚子作)」・9月「お
ふろがでまーす(accototo作)」
・読み聞かせ・手遊び・パネルシア
ター等
・電 前直 ￥無料 先
・保護者同伴の場合は保護者とお子
さまの氏名を伝えてください。

みんな集まれ夏体験⑤
こども科学捜査体験

7/17（日）
10:00～11:30 

中屋敷
地区センター

小学生
12名

警察鑑識捜査で指紋を採取しょう。
電 前直 抽 7/7(必) ￥ 500円
物空のペットボトル・筆記用具

窓にお絵かきしよう
7月24日(日)
9月28日(水)
13:00～16:45

こども
ログハウス

どなたでも
テーマ「夏・海」「食べ物」でログハウ
スの窓におえかきしちゃおう！
当直 ※幼児は保護者同伴

夏休み 中学生・高校生
書架整理ボランティア説

明会

7/27（水）
15：30～16：30

瀬谷図書館
会議室

横浜市在
住・在学の
中学生・
高校生
１０名

夏休みに、瀬谷図書館で本棚を整
頓するボランティアを、募集します。
ボランティアをしてみたい方は、説明
会に参加してください。
電 前直 先7/13（水）～受付開始

サマーチャレンジ
小学生福祉講座
聴導犬を知ろう

7/28（木）
10：00～11:30

二ツ橋地域
ケアプラザ

小学生
聴導犬の仕事を通して福祉の心を学
びましょう 先電１０名 物上履き、
飲物、筆記用具

ボランティアをしてみませ
んか？

7/29（金）
9：00～12：00

二ツ橋地域
ケアプラザ

小・中学生
０～３歳の子育てサロンで子供のお
世話を手伝いませんか先電１０名
物上履き、飲物、筆記用具

みんな集まれ夏体験⑥
オリジナル模型飛行機を

組み立てて
大空へ飛ばしてみよう

7/30（土）
10:00～12:00

中屋敷
地区センター

小学生と
保護者
10組

ご家族の参加OK。どれだけ遠くに飛
ばせるかな。
電 前直 抽 7/7(必) ￥ １組200円

みまもりつき！
学習ルーム

8/1(月)～5(金)
15(月)～19(金)
13:00～16:00

阿久和
地区センター

小・中学生
各日15名

暑い最中、涼しい中会議室で落ち着
いて勉強しませんか。
8/1・3・5・15・17・19はボランティアの
みまもりつき。
当直 先 ※受付は12:45から

おはなしフェスティバルウ
イーク

8/2（火）から
8/5（金）

各日10：00～
11：00、11：00～
11：30（※8/4の
み11:00～の回
のみです）

瀬谷図書館
会議室

３歳～小学
生

各回10名

夏休みは図書館でおはなし会祭り！
瀬谷区内で活動するボランティアグ
ループのおはなし会が日替わりで楽
しめます。
電 前直 先 7/15（金）～受付開始



事業名 日時 場所 対象 内容・持ち物・参加費・申込・備考

そのサイト大丈夫？
インターネット被害
未然防止講座

8/3（水）
10：00～11：30

瀬谷センター
中学生以
上 15名

パソコンでネットトラブルを疑似体験
し、被害防止につなげましょう！
往 持 抽 7/20(必) ￥ 100円

プラネタリウムで
星の観察

～流れ星のふしぎ～

8/6（土）
18：45～20：15

瀬谷センター

小学生以
上 16名
小中学生
保護者
同伴

夏の星座と流れ星について学びま
す。
往 持 抽 7/20(必) ￥ 100円
参加者全員の氏名を記載

ペットボトル水族館をつく
ろう～図書館de YES夏休

み子ども講座

8/10（水）
14：00～15：30

瀬谷図書館
会議室

小学
１～３年生

12名

海について学んだあと、ペットボトル
を使った工作をします。
電 前直 先 7/22（木）～受付開始

ミニ夏まつり＆
和太鼓による

夕涼みロビーコンサート

8/27（土）17:00
～19:00

※詳細は右記

中屋敷
地区センター

どなたでも
50人

①ミニ夏まつりイベント17:00～18:00
②和太鼓コンサートと太鼓の体験
18:00～19:00
電 前直 抽 8/20(必) ￥ 100円

夏休み絵画教室
8/27(土）

9：30～12：00
瀬谷センター

小学生
10名

発掘絵画を作ろう！夏の思い出を発
掘しながら素敵な作品にして残しま
しょう！往 持 抽 7/20(必) ￥ 200円

星空あんない☆
～土星のふしぎ～

9/3(土)
18:00～19:30

阿久和
地区センター

どなたでも
20名

プラネタリウムと土星の話と天体観測
で夏の夜空を満喫しよう。
往 持 HP 抽 ￥ 250円8/25(必)

休日おはなし会
9/4（日）

11：00～11：30
瀬谷図書館
会議室

３歳～
小学生
10名

お休みの日は家族で図書館へ！瀬
谷区内で活動するボランティアグ
ループによる楽しいおはなし会です。
電 前直 先 8/26（金）～受付開始

おはなしさくらんぼ
～おはなし会～

9/14(水)
15時～15：30

瀬谷さくら小
コミスク

どなたでも
20名

往 持 抽 8/31(必) ￥ 無料
物なし 出演：チェリーボンボンのみ
なさん
※小学3年生以下は保護者同伴

休日おはなし会
10/2（日）

11：00～11：30
瀬谷図書館
会議室

３歳～
小学生
10名

お休みの日は家族で図書館へ！瀬
谷区内で活動するボランティアグ
ループによる楽しいおはなし会です。
電 前直 先 9/22（木）～受付開始

参加してみよう！

【発 行】瀬谷区総務部地域振興課（令和４年６月作成）【所 在 地】横浜市瀬谷区二ツ橋町190
【電話番号】045-367-5694  【ファクス番号】045-367-4423
【Ｅメール】se-jisedai@city.yokohama.jp
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