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ここから瀬谷区版です。（ 5 ～12ページ ）

せやまる

11月の土曜日開庁 14日・28日　時間：９時 ～12 時
戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務を行っています。
詳細はお問い合わせください。

瀬谷区役所　〒246-0021 二ツ橋町190

365-1170367-5656（代表電話）区のシンボルマーク

瀬谷区役所 検索

瀬谷区は、瀬谷市民の森をはじめとする豊かな緑があり、
農地面積割合が市内18区中第２位※で、農畜産物も魅力です。

    「せやマルシェ」で瀬谷区産の農畜産物に触れ、瀬谷区の「農」の魅力を感じてみませんか。

また、11月は地産地消月間です。地元で採れたものを地元で消費する
「地産地消」についても紹介します。

※2015（平成27）年農林業センサスより

瀬⾕区の農家さんが丹精
込めて育てた新鮮な野菜
を手に取ってみてください。
※なくなり次第終了

協力： JA横浜ハマッ⼦
 直売所瀬谷店

四季を通して、さまざまな野菜・果物が生産されています。

11月ごろに楽しめる野菜

ウド、
ホウレンソウ等

サツマイモ、梨、
ブドウ等
白菜、ニンジン、
ブロッコリー等

トウモロコシ、
トマト等

地産地消とは、地元で生産されたもの（農畜産物など）を
 地元で消費することです。

★ 新鮮な
 旬の野菜を
 味わえる！

★ 生産者の顔が見え、
 安心・安全！
★ 生産者と消費者の交流
 で地域が元気になる！

★ 運搬距離が短いので、
 CO2排出量が少なく
 環境にやさしい！

二つ橋高等特別支援学校の生徒さん
が心を込めて育てた、アジサイや
ローズマリーの花苗を配布します。

配布 10時から300人
 
先着 ／ 12時から300人

 
先着

 
 

１	 野菜の直売またはキッチンカーの
商品を購入！

２	 購入した商品をスタッフに見せ、
ハズレなしの抽選に参加してね。

１	 瀬⾕区のTwitterまたはInstagramをフォロー！（＠seya_yokohama）
２	 会場内のフォトスポットまたは会場で購入した商品の写真を撮影！
3	 ハッシュタグ「#瀬⾕の農」を付けて投稿！
4	 フォロー画面と投稿画面をスタッフに見せ、
	 ハズレなしの抽選に参加してね。
※写真撮影の際は、無許可で人の顔や個人情報が写ることがないよう、十分ご注意ください。

〇 プランツハンガー	30人
　（二つ橋高等特別支援学校の生徒さん作成）
〇 参加賞（フリルレタスの種）		300人

※賞品は、なくなり次第終了になります。

〇 瀬谷区産朝採れ野菜詰め合わせ（提供：JA横浜）	５人（後日郵送）
〇参加賞（スイートバジル栽培キット）	100人

瀬谷区ではどんな野菜・果物が採れるの？ 地産地消ってなに？

広場にキッチンカーが登場！
阿久和の牧場で愛情いっぱ
いに育った⽜たちからとれ
た⽜乳を使ったジェラートや
シチューを味わおう！
出店：オーガスタミルクファーム
（よこはま地産地消サポート店）

イベントの詳細は瀬⾕区 をご覧ください。

瀬谷駅北⼝駅前広場 ※荒天中⽌

11月14⽇（⼟）10時～15時⽇ 時

会 場

せやマルシェ 検索

Twitter▶ Instagram▶

春

夏

秋

冬

せやマルシェ

※当日の開催有無は、横浜市コールセンターへ  664-2525（当日のみ）

ご協力を
お願いします

会場で買って当てよう！ 発信して当てよう！　＃瀬谷の農　SNSキャンペーン

● 体調を確認してから、ご来場ください。
● 会場では、マスクを着用し、ほかの人との距離の確保をお願いします。

●問合せ　区役所企画調整係　 367-5632　 365-1170

花苗の
無料配布
なくなり次第終了

賞
品

賞
品

※平成28年度の様子

瀬谷区産野菜の直売
瀬谷区産牛乳のジェラート

とシチューの販売
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　毎年、住宅火災で多くの尊い命が失われています。火災
による死者のうち、半数以上は逃げ遅れが原因です。
　万が一、火災にあっても速やかに逃げられるように、命を
守るための6つのポイントをお伝えします。避難・消火の
手順や防火対策について、改めて確認しましょう！

●問合せ　瀬谷消防署予防係　 ・ 362-0119
横浜市消防局

マスコットキャラクター
ハマくん

日頃の備え
火災が発生すると、煙等で玄関から
逃げられない場合があります。玄関
以外の避難経路（窓・ベランダ）等を
あらかじめ考えておきましょう。

避難可能時間はほんのわずかです。
早期の避難を第一に！

マンションの玄関から逃げ
るのが難しい場合は、ベラ
ンダから避難はしごを使っ
て逃げましょう。

へだて板を破り
隣のベランダに
行く

近年、電気コードなどの「配線器具」や、モバイルバッテリーなどの「電気機器」による火災件数が増えています！ 
瀬谷消防署では、職員による防災訪問（事前申込制）を実施しています。防災訪問を活用して、身近に潜む火災の「火種」を消しておきましょう！

住宅火災の出火原因
（2019年の横浜市内の発生件数）

電気コード
からの発火

　防災訪問では、住宅防火・けが予防の対策をお伝えし、
希望があれば、室内の調理器具や電気器具、住宅用火災
警報器などの状況についても確認します。
※職員が訪問する際は、必ず職員証を提示します。

所要時間：10分～15分程度
 （平日10時～16時の間で実施）

防災訪問の申込み▶ 瀬谷消防署予防係
 ・ 362-0119 瀬谷消防署　樺沢消防士長

● どこの住宅用火災警報器が鳴ったか
● 何がどのくらい燃えているのか

● 外へ逃げられない場合は、
 窓・ベランダ等、外気に触れる
 場所に出て救助を求める

● タオルやハンカチ等で口と鼻を
 覆い、姿勢を低くして逃げる
● 火元から離れるように逃げる
● 絶対に戻らない

消火不可能な場合
● 煙や熱気で火元に近づけない
● 炎が天井に達している

●「火事だー！」と大声で叫ぶ
● 安全な位置（火元から3 ～ 5ｍ）まで消火器を運ぶ
● 火元を狙って放射する
● 火が消えなかったらすぐ逃げる
※服に火がついたら、倒れて左右に
　転がり消火しましょう。

● 通報は慌てず聞かれたことを
 正確に答える
● 携帯電話の場合、現在地を
 はっきりと伝える

消火可能な場合
● 火元が確認できる
● 炎が天井に達していない

火災から命を守る6つのポイント

瀬谷消防署の防災訪問をご利用ください！

確認できない

消火できない

消火できた避難できた
避難できない

火元が
確認できる

ポイント

1

ポイント

5

ポイント

4

ポイント

2

ポイント

3

ポイント

6

まずは火元を確認！

救助を求める！

外へ避難する！

消火できるか判断！

周りに知らせながら初期消火！

119番通報する！

特 集 1

こんろ
59件

電気機器
18件 6.8％

配線器具 22件 8.3％

その他
92件
34.9％ たばこ

38件
放火
35件
（疑いを含む）

22.3％

14.4％

13.3％

火災が発生したら、以下の6つのポイントに従って、避難・消火活動を行いましょう。

火災発生！
住宅用火災警報器

が鳴っています！！

具体的に取るべき対応についてもご紹介します。
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働きたいけど仕事が見つからない、家計のやりくりに悩んでいる… 
このような困りごとを抱えて、一人で悩んでいませんか？区役所には生活の困りごとで悩んでいる人を

支援する相談窓口があります。一人ひとりに寄り添いながら、解決に向けて支援します。
●問合せ　区役所生活支援係　 367-5705　 365-6351

収入はあるけどやりくりが
うまくいかず、税金や健康保険料の

支払いが滞っている。

自分に合う
仕事を探しているけど、
なかなか見つからない。

長い間仕事に
就いていなかったため、

すぐに就労するのは不安がある。

悩みごと、困りごとを
相談支援員がお聞き
します。
相談は、電話でも窓口
でもお受けしています。

ご相談の中で、課題を
一緒に整理します。
課題解決に向けて目
標を立て、具体的な支
援プランを作成します。

支援プランに沿って
課題解決を目指します。

家計専門の相談員が、家計表の作成のお手伝いや、
収支バランスを見直し収入に応じた返済計画を立て
るなど、家計の立て直しについてアドバイスします。
債務整理が必要な場合は、法律相談窓口の案内や、
相談に必要な資料作成をお手伝いします。

区役所内のハローワークの出先機関「ジョブスポッ
ト」で、区役所と連携して就職活動をサポートします。
相談者一人ひとりに担当者がつき、職業選びのアド
バイスや、履歴書の書き方、面接の練習などの支援
も行います。
※ジョブスポットを利用するには、事前に区役所生
活支援係で申込みが必要です。

長年仕事から離れていたり、就職経験がなかったりと、
すぐに仕事を始めることに不安がある人には、状況
に合わせて週に1～2日、1日2時間程度の短時間の
実習からスタートするなど、仕事に慣れるところか
ら柔軟にサポートします。
生活リズムを整えたり、家事を一人でできるように
したりなど、自立に向けたサポートも行っています。

平日8時45分～ 12時、13時～ 17時（年末年始除く）

367-5705　 365-6351

ほかにも

こんな支援制度が

あります！
失業などで家賃の
支払いに困ったら

そのほか、支援制度全般については、
案内チラシ（右の二次元コード）または
横浜市ホームページをご覧ください。
横浜市　生活困窮者自立支援制度 検索

「住居確保給付金」の支給を受けることができます（一定の要件あり）。
詳細は、横浜市ホームページをご覧ください。	 横浜市　住居確保給付金 検索

こんな困りごとを抱えていませんか？

その困りごとの解決、生活支援係がサポートします
区役所生活支援係（4階42番窓⼝）相談の流れ

このような支援を行っています！

まずは区役所生活支援係で相談

支援の申込み・支援プランの作成

支援の開始

家
計
の
見
直
し

仕
事
探
し

仕
事
に
慣
れ
る

特
集
2
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区区 からのお知らせ
● 原則として今月11日以降の記事を掲載。
● 特に記載のない場合は、無料。
● 区役所への送付は
   「〒 246-0021 二ツ橋町 190　瀬谷区役所○○○係・担当」

●問合せ 区役所区民協働推進係「スポーツ」担当
 367-5694　 367-4423

 
se-sports@city.yokohama.jp

●問合せ 区役所区民協働推進係「スポーツ」担当
 367-5694　 367-4423

 
se-sports@city.yokohama.jp

横浜F・マリノス
サッカー教室

瀬谷区ソフトボール体験教室
ソフトボールを楽しもう！

12月12日（土）10時～11時30分 ※雨天中止
瀬谷みはらし公園多目的広場
区内在住・在学の小学生 100人

 
多数抽選

11月18日 まで　 （右下の二次元コード）
　から、または か で、 、学年、サッカー
　経験の有無を問合せ先へ
※ は、件名を「横浜Ｆ・マリノスサッカー教室」とし、応募後1週間以内に

返信メールがない場合は、 か か でお問い合わせください。
※チラシは、区内地区センター、コミュニティ・スクール、
 瀬谷スポーツセンター、区役所等で配布しています。
※ 詳細は、瀬谷区 をご覧ください。　

瀬谷区　横浜F・マリノスサッカー教室 検索

【主催】 瀬谷区スポーツ推進委員連絡協議会、瀬谷区役所

12月20日（日）10時～12時
瀬谷スポーツセンター
区内在住・在学・在勤者で小学生以上の人 50人

 
多数抽選

11月18日 まで　 （右の二次元コード）から、
　または か で、 、学年（高校生以下の場合）、
　ソフトボール経験の有無を問合せ先へ
※ は、件名を「瀬谷区ソフトボール体験教室」とし、応

募後1週間以内に返信メールがない場合は、 か か
でお問い合わせください。

※チラシは、区内地区センター、コミュニティ・スクール、瀬谷スポーツセ
ンター、区役所等で配布しています。

※ 詳細は、瀬谷区 をご覧ください。  瀬谷区　ソフトボール体験教室 検索

　横浜Ｆ・マリノスのふれあいコーチから
サッカーの基礎を学ぼう！ 初心者も大歓迎！！

　女子ソフトボール１部リーグで活躍する
「日立サンディーバ」にソフトボールを教
えてもらおう！ 室内用の柔らかいボール
を使うので、初心者でも安心して楽しめ
ます！ 家族での参加も大歓迎！

講演会「脳卒中の予防と早期発見について」
　脳卒中を予防・早期発見するため、生活の中で
できる予防の取組を紹介します。

12月7日（月）14時～15時30分
区役所5階大会議室
40人
横浜市立脳卒中・神経脊

せ き

椎
つ い

センター 
　血管内治療センター長　中居 康

や す

展
の ぶ

 氏
11月11日から　 か で を問合せ先へ
●問合せ　区役所高齢者支援担当　 367-5716　 364-2346

ご注意ください
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載されているイベント等は中止・延期となる場合があります。
イベント等に参加される際は、マスク着用等、感染予防のご協力をお願いします。また、イベントによっては、手指の消毒・検温を実施する
場合があります。事前に各問合せ先やホームページなどでご確認ください。

●問合せ　区役所企画調整係　 367-5632　 365-1170

　瀬谷駅北口の駅前広場を、イルミネーションで
きらびやかに彩ります。今年は規模を拡大して、
20,000球以上のLEDで広場を飾ります！
　冬の思い出づくりに、ぜひお立ち寄りください。

昨年の様子

● 日時 11月20日（金）16時45分から ※雨天一部中止

● 会場　瀬谷駅北口駅前広場
● 内容　イルミネーションのお披露目と
 ハンドベルの演奏
※詳細は、瀬谷区 をご覧ください。
　 瀬谷区　点灯ミニイベント 検索

イルミネーション点灯期間

11月20日（金）～12月25日（金）
17時～22時

第141回瀬谷水
み

緑
りょく

の健康ウォーク
祝・瀬谷本郷公園バージョンアップ記念ウォーク 瀬谷ウォーク＆スポーツ
体験第14弾 ～バージョンアップした瀬谷本郷公園で遊ぼう！～ 

11月21日（土）8時45分～12時ごろ 　集合：二ツ橋公園 8時45分
 ※小雨決行、荒天中止　 200円　 タオル、飲み物、健康保険証、雨具等

瀬谷本郷公園までの7㎞のウォーキングとスポーツや遊びも体験しましょう！
 コース：二ツ橋公園～せやまる・ふれあい館～瀬谷市民の森～瀬谷みはらし公

園～瀬谷中央公園～瀬谷本郷公園（ウォーキングアドバイスや健康遊具体験）
～瀬谷駅北口公園 ※参加者にグッズプレゼントあり
区役所健康づくり係

　
367-5744　 365-5718

犬のしつけ方教室 しつけ方の基礎　
　ドッグトレーナーによる基礎的な犬のしつけ方などの実演指導及びその実践 

①12月3日（木） ②12月10日（木） ③2021年1月14日（木）
 各回13時～14時30分 ※雨天中止 ※各回とも同内容 

瀬谷本郷公園自由広場　 各回8組  ※見学可（見学のみは申込不要） 
大久保 芳

よ し

樹
き

 氏　 首輪とリード（胴輪では適さない内容あり）　 
11月11日～16日まで　 か で、 と参加希望の回、犬の名前、性別、

 犬種、犬の鑑札番号、令和2年度狂犬病予防注射済票番号を問合せ先へ
 ※飼い犬とご参加ください。飼い主1人に対して飼い犬1匹でお願いします。
 ※1家族で複数頭の申込み不可。
 ※犬は登録済で令和2年度の狂犬病予防注射済（届出済）であること。 

区役所生活衛生係　 367-5752　 367-2843

都岡地区恵みの里 「大根・白菜収穫体験」　
　農家が指導します。 ※生育状況等により、中止または開催内容変更の場合あり 

①12月12日（土）10時から ※雨天の場合は、12月13日（日）10時から
 ②12月19日（土）10時から ※雨天の場合は、12月20日（日）10時から
 ※各回とも同内容 

旭区下川井町の畑（三ツ境駅北口から「116系統　若葉台中央行き」バスで、
「程ヶ谷カントリークラブ前」下車、徒歩5分） ※車での来場可　 
市内在住のグループ①②各20組  ※家族、1人でも可　 
大根150円／本、白菜300円／株（収穫した分を買い取り）
11月27日 まで　 か で、 と希望日、参加者全員の氏名（ふりがな）、
年齢を都岡地区恵みの里運営協議会事務局「大根・白菜収穫体験」係

　（〒241-0031 旭区今宿西町289 955-5057）へ ※持ち物は当選者に通知
横浜市北部農政事務所　 948-2483　 948-2488
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マーク
の説明

…電話　 …ファクス　 …Ｅメール　 …ホームページ　 …休館日　 …日時・期間　 …対象・定員　 …会場　 …先着　 …抽選
…費用　 …持ち物　 …講師または出演者　 …保育　 …内容　 …申込み　 …問合せ　 …当日直接　 …事前に直接　 …往復はがき
…はがき　 …返信用はがき持参　 …郵送　 …必着　 …消印有効　 …行事名・〒住所・氏名（ふりがな）・電話番号、往復はがきの場合は返信面

…横浜市電子申請・届出サービス　

●横浜市では、市内医療機関にて横浜市がん検診［ 肺・胃・大腸・乳・子宮・前立腺(PSA検査)］を行っています。 詳しくは 横浜市がん検診 検索

予約・問合せ  学校連携・こども担当　 367-5747　 367-2943　　 会場  区役所4階40番窓口
相談名 日時 費用・内容ほか

子ども・家庭支援相談 月～金曜日
（祝日を除く）

8時45分～17時
（12時～13時を除く）

無料
 
 電話による乳幼児期から学童、思春期までの相談

※面談相談は要予約

西部ユースプラザの出張相談 11/17（火）、12/1（火） 13時30分～16時20分 予約制
 
無料

 
 不登校・ひきこもり・思春期の悩み相談

※対象は、おおむね15歳～39歳の人とその家族

予約・問合せ  こども家庭係　 367-5760･5778　 367-2943　　 会場  区役所5階（女性福祉相談は4階40番窓口）

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、区役所で実施している乳幼児健康診査（4か月児、1歳6か月児、3歳児）を休止する場合があります。
※ 今後の実施状況については、瀬谷区 をご確認ください。 瀬谷区　乳幼児健診 検索  

健診名など・対象 日時（★は受付時間） 受診方法・費用・内容・持ち物ほか

乳幼児
健康診査

（※）

4か月児
R2 6/30～ 7/18 生  11 / 18 （ 水 ）  12時45分～

13時30分★ 指定日に直接来所
 
無料

 
 □母子健康手帳　□問診票

□バスタオル　□歯ブラシ（1歳6か月児と3歳児）
□尿と尿検査申込書（3歳児） ※尿は事前に送付されたケースを使用
※人数を調整し、異なる健診日をご案内する場合があります。
　対象者には、健診日の２週間前までに通知書を郵送します。
　各月齢に達した月または翌月が健診日となります。指定された健診日の
　都合が悪い場合は、次回の健診日に受診してください。

R2 7/19 ～8/2 生  12 / 2 （ 水 ） 

1歳
6か月児

R1 5/6～5/19生  11 / 19 （ 木 ）  8時45分～
9時20分★R1 5/20～ 6/3 生  12 / 3 （ 木 ）  

3歳児
H29 10/24～11/12 生  11 / 12 （ 木 ）  

12時45分～
13時30分★H29 11/13～11/26 生  11 / 26 （ 木 ）  

H29 11/27～12/10 生  12 / 10 （ 木 ）  

妊産婦健康相談・母乳（授乳）相談  11 / 11 （ 水 ）  
 12 / 9 （ 水 ）  9時～11時★ 予約制

 
無料

 
 妊娠・出産、産後のお母さんの健康や母乳の与え方等の相談

□母子健康手帳　□タオル（母乳・授乳相談時）

乳幼児歯科相談（0歳～就学前の乳幼児）  11 / 25 （ 水 ）  
 12 / 9 （ 水 ）  

13時30分～
14時45分★

予約制
 
無料

 
 ※妊産婦の歯科相談も同日に行っています。

□母子健康手帳　□使用中の歯ブラシ　□タオル

女性福祉相談 月～金曜日
（祝日を除く）

8時45分～17時
（12時～13時を除く） 原則予約制

 
無料

 
 女性の抱えるさまざまな悩みや問題の相談

予約・問合せ  健康づくり係　 367-5744・5745・5746　 365-5718　　 会場  区役所5階
検診名など・対象 日時 受診方法・費用・内容・持ち物ほか

HIV(エイズ)・梅毒検査 祝日を除いた毎週火曜日 11時～11時30分 予約制
 
匿名

 
無料

 
 HIV・梅毒の検査・相談 ※HIV検査のみでも可。

生活習慣病予防のための相談 11/25（水）、12/3（木） 13時30分～16時30分 予約制
 
無料

 

食事や運動習慣、禁煙のことなど、保健師・栄養士がアドバイスします。
乳幼児食生活健康相談 11/13（金）、12/11（金） 9時～11時 予約制

 
無料

 
 子どもの食生活についての相談

離乳食教室
（生後７～11か月の乳児と養育者） 11/13（金）、12/11（金）

13時30分～14時15分 予約制
 
無料

 
各回 先着10組

 

離乳食のすすめ方についての話、調理説明14時45分～15時30分
1歳児 食と歯の元気教室

（1歳～1歳4か月の子どもと養育者)  11 / 25 （ 水 ）  10時～11時 予約制
 
無料

 
先着 15組

 

楽しい食と歯みがきについての話、実演

●問合せ 区役所こども家庭係　 367-5697　 367-2943

「放課後児童クラブ（学童）」入会説明会

※ 申込み等は、各放課後児童クラブへ直接お問い合わせください。
※ 詳細は、瀬谷区 をご覧ください。 瀬谷区　放課後 検索

　「放課後児童クラブ」は、就労等により昼間保護者が不在の小学生が、安全
で豊かな放課後を過ごすための居場所です。

放課後児童クラブ名（申込先・説明会会場）・
電話・所在地 主な対象小学校 入会説明会日時

児童クラブT
ト ク ゼ ン

OKUZEN
444-8821　本郷三丁目35-2

大門、瀬谷、
上瀬谷

11月14日（土）
17時から

瀬谷第二学童保育クラブ
302-8988　下瀬谷二丁目25-4

瀬谷第二、
瀬谷さくら

※瀬谷さくらは要相談

11月21日（土）、
12月19日（土）
17時から

三ツ境なかよし学童
365-0637　三ツ境116

三ツ境、
二つ橋、原

11月29日（日）、
12月13日（日）
10時30分から

瀬谷学童クラブR
リ ョ ー

YO
090-3344-7481　瀬谷五丁目30-6

瀬谷、瀬谷第二、
大門

12月2日（水）
19時から

ネストキッズ学童クラブ
364-1414　三ツ境100-6

三ツ境、
二つ橋、原

12月5日（土）
10時から

瀬谷子供ホーム
489-9406　瀬谷三丁目10-24 瀬谷、瀬谷第二 12月5日（土）

10時から

南瀬谷なかよしホーム
303-9336　宮沢一丁目26-2

南瀬谷、
三ツ境

随時 ※11月11
日から入会申込
み受付開始

令和3年度

介護者のつどい 高齢者などを介護しているご家族のための
交流や学習・リフレッシュの場です。

介護者のストレスや悩みを軽くするため、
カウンセラーが相談に応じます。予約制

●その他問合せ　区役所高齢者支援担当　 367-5716　 364-2346

介護こころ相談室

日　時 内　容 会場・申込み・問合せ

11月18日（水）
13時30分～
14時30分

講義「お医者さんへの
上手なかかり方」

横浜市健康福祉局
　医療安全課

15人 事前申込

中屋敷地区センター
２階会議室

11月11日から
　 で中屋敷地域ケア
　プラザ（ 303-8100）へ

12月9日（水）
13時30分～15時 ひまわりの会　座談会 中屋敷地域ケアプラザ

303-8100

12月15日(火) ①９時30分 ②10時30分　 区役所４階40番　 各回
1組

　
11月11日から　 で区役所高齢者支援担当（ 367-5716　

364-2346）へ

●その他問合せ　区役所高齢者支援担当　 367-5716　 364-2346

講演会「網膜色素変性症 ～病気の理解と最新の治療～」
12月17日（木）14時～15時30分　 区役所5階大会議室　 30人
北里大学医学部眼科 高野 雅彦 氏
11月11日から　 か で を問合せ先へ
●問合せ　区役所障害者支援担当　 367-5715　 364-2346
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● 原則として今月11日以降の記事を掲載。
● がない場合は、無料。費用の詳細は各施設へ確認を。
● がない場合は、掲載施設で実施。  ● がない場合は、当日参加可能。
● 各施設の は、 施設名 検索

からのお知らせ施 設

瀬谷地区センター・ ・・・・・・・・・・・・・・・

以下のものは 11月20日 まで
に を記載して か

すきっぷす♪家族でリトミック
11月28日（土）10時～11時
幼児を含む家族 5組
300円

～スポンジのコツを伝授～
手作りのクリスマスケーキ

12月4日（金）9時30分～12時30分
成人 10人 　 1,000円 

～幸せが訪れる～
ブッダナッツのフラワーアレンジ

12月5日（土）10時～11時30分
成人 10人 　 1,300円

お菓子作り
クリスマスときめきスイーツ

12月5日（土）10時～12時
小・中学生 12人 　 300円

懐かしの名曲を唄
う た

いましょう
12月8・15・22日、2021年1月

　12・19日の火曜日 全5回
　10時～11時30分

成人 10人 　 500円
遊心 生花で遊ぼう

12月12日（土）
　10時30分～11時30分

5歳～小学生 12人　
※未就学児は保護者同伴
300円

工作教室
楽器を作って演奏会をします！

12月13日（日）9時30分～12時
小学生 20人 　 300円

おかげさまで開設40周年記念
～X’masコンサート～
クリスマスソングで
手話ダンスを楽しみましょう！
※サンタさんからのプレゼントあり♪

12月19日（土）
　13時30分～14時10分

90人
 
※申込時に参加者全員

　の氏名を記載してください。
絵画教室
色紙に絵を描きましょう！

12月20日（日）9時30分～12時
小学生 20人 　 300円

瀬谷和楽荘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（対象は60歳以上の市内在住者）
健康相談 

11月20日（金）
 12時30分～14時30分

15人

以下のものは 11月20日 まで
に を記載して か

徳川将軍の謎と江戸文化
12月1・8・15・22日、

瀬谷センター
〒246-0031		瀬⾕三丁目18-1
303-4400　 303-4464

第3月曜日（祝日等に重なる場合は翌日）

　2021年1月12・19・26日、
　2月2・9・16日の火曜日 全10回
　9時30分～11時30分

10人 　 900円
お楽しみ和楽
～椅子に座ってストレッチ～

12月3日（木）10時～11時
14人

パソコン・スマホお悩み相談
12月16日（水）

　①13時～14時
　②14時15分～15時15分
　③15時30分～16時30分

①～③各3人
ノートパソコン、スマートフォン
①～③の時間帯に講師に相談、前
後の時間は自習可能（パソコンの
インターネット接続は不可）
パソコンふれあい館・せや

　※申込時に希望の時間帯を記載

カローリングを楽しもう！ 
11月19日（木）

 9時30分～11時30分 
20人 　 マスク着用、上履き

子ども卓球教室 
11月21日（土）12時～14時

　（受付は11時から） 
小・中学生 20人 
ラケット(貸出しあり)、上履き

以下のものは 11月25日 まで
に を記載して か
からも申込み可

干
え

支
と

の切り絵
来年の「丑

う し

」を作ってみよう
12月5日（土）10時～12時
小学5年生以上 10人
700円

旬を楽しむ ～冬～
中里先生の料理教室

12月8日（火）10時～13時
成人 12人 　 1,000円

HAPPY クリスマス①
人形劇「いちにのさん」

12月13日（日）
　10時30分～11時30分

乳幼児と保護者 12組24人
HAPPY クリスマス②
プリザーブドフラワーを使った
クリスマスフレーム

12月13日（日）9時45分～10時
　45分、11時30分～12時30分

各回10人
　※小学2年生以下は保護者同伴
HAPPY クリスマス③
アイシングクッキー

12月13日（日）10時～12時
小学生 10人

　※小学2年生以下は保護者同伴

阿久和地区センター
〒246-0026		阿久和南二丁目9-2

365-9072　 365-9112
第4月曜日（祝日等に重なる場合は翌日）

すきっぷす♪のおはなし会
～ママのおひざで物語の世界へ～

11月24日（火）10時30分～11時
未就園児と保護者 5組

以下のものは 各申込締切日まで
に を記載して か

クリスマス会 ～紙芝居を楽しんだ
後はサンタさんがくるよ～

12月6日（日）10時～11時
小・中学生 50人  ※参加者以
外の人は入場できません。
11月20日 まで

　※来場には公共交通機関を
　　ご利用ください。
～生花で作る～
クリスマスのリース

12月8日（火）10時～12時
成人 10人 　 1,500円
11月25日 まで

収穫体験 ～楽しく里芋堀り～
12月13日（日）9時30分～11時
30分 ※小雨決行

　※作物の成長により予定変更の
　　場合あり

中屋敷地区センターから
　徒歩20分の畑
　集合・解散：中屋敷地区センター
※参加者以外の人は中屋敷地区セ

ンターでお待ちいただきます。
小学生 20人
100円（保険代）
11月30日 まで

※来場には公共交通機関を
　ご利用ください。

そば打ち教室 ～そば作り挑戦～
11月23日（祝・月）10時から
小学5年生以上　 1,500円
三角巾、エプロン、箸 ※マスク着用
11月20日まで

※詳細は問合せ先へ
紅葉ライトアップ
　静寂の中、灯

と う

篭
ろ う

が並んだライトアッ
プをご堪能ください。 

11月28日（土）、29日（日）
 18時～20時
※今年はコンサートはありません。
懐かしシネマ館 

12月5日（土）
 16時30分開場、17時開演

700円
11月30日まで　 か

※詳細は問合せ先へ
※鑑賞後の交流会はありません。

中屋敷地区センター
〒246-0004		中屋敷二丁目18-6

304-3100　 304-3110
第2月曜日（祝日等に重なる場合は翌日）

長屋門公園
〒246-0023		阿久和東一丁目17

・ 364-7072
第2・第4水曜日（祝日等に重なる場合は翌日）

ひよこのおはなし会（11月）
　わらべうたと絵本の読み聞かせ

11月19日（木）、25日（水）
　11時～11時30分

0歳～3歳の子と保護者 各回10組
11月11日9時30分から　 か

読み聞かせボランティア初級講座
「まずはここから！ 読み聞かせの
コツのコツ」
　子ども向けの絵本の読み聞かせボ
ランティアをこれからしてみたい人や
改めて基礎を確認したいベテランの
人もどうぞ。 

12月1日（火）10時～12時、12月
 8日（火）9時45分～12時15分 

子ども向けの絵本の読み聞かせボ
ランティアに興味があり、2回とも参
加できる人 10人
小学校の朝読書を想定した内容
11月18日9時30分から　 か

ひよこのおはなし会（12月）
　わらべうたと絵本の読み聞かせ 

12月3日（木）、16日（水）
 11時～11時30分

0歳～3歳の子と保護者 各回10組
11月25日9時30分から　 か 　

本の貸出・返却サービス
11月12日、26日、12月10日の

　木曜日 14時5分～14時45分
　※荒天中止

横浜市中央図書館サービス課
262-0050　 231-8299

まるたのしろのおはなしかい 
11月11日、12月9日の水曜日

 10時30分～10時50分

ガンダム好きの集い
　世代を問わずどなたでもどうぞ。プ
ラモデルやフィギュア等の持ち込み可。

11月21日（土）15時30分～17時
10人程度
当日12時までに

瀬谷図書館
〒246-0015		本郷三丁目22-1
301-7911　 302-3655

11月24日（火）

移動図書館「はまかぜ号」
三ツ境89-14	三ツ境大原第二公園

瀬谷中央公園
こどもログハウス

〒246-0015		本郷二丁目28-4
瀬⾕中央公園内　 ・ 304-4169
第2月曜日（祝日等に重なる場合は翌日）

下瀬谷地域ケアプラザ
〒246-0035　下瀬⾕二丁目44-6

304-1291　 304-1259
第1月曜日

ご注意ください
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載されているイベント等は中止・延期となる場合があります。
イベント等に参加される際は、マスク着用等、感染予防のご協力をお願いします。また、イベントによっては、手指の消毒・検温を実施する
場合があります。事前に各問合せ先やホームページなどでご確認ください。
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マーク
の説明

…電話　 …ファクス　 …Ｅメール　 …ホームページ　 …休館日　 …日時・期間　 …対象・定員　 …会場　 …先着　 …抽選
…費用　 …持ち物　 …講師または出演者　 …保育　 …内容　 …申込み　 …問合せ　 …当日直接　 …事前に直接　 …往復はがき
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…横浜市電子申請・届出サービス　

8月1日～8月31日受付分・敬称略

	㈱佐野銘材
ありがとうございました。

▼ 下瀬谷地域ケアプラザのつづき

以下のものは無料アプリ
Google Meetを使用し、オンライン
で開催します。（Gmailアドレスが必要）　

オンライン飲み会「おうち酒場」
11月20日（金）19時～20時30分
10人程度
当日17時までに

オンラインカフェ
「サードプレイスseya」

11月28日（土）14時～15時30分
10人程度
前日までに

子育てサポートシステム入会説明会
11月17日（火） 10時～11時
子どもを預けたい人（生後57日～
小学生の保護者）、子どもを預かり
たい人（20歳以上で子育てに理解
と熱意がある人）

744-7207
にこてらすに初めてママタイム
　にこてらすを初めて利用する人同士、
地域情報の交換やお友達作りに参加
しませんか。 

11月25日（水）
 10時30分～11時30分 

11月に新規利用登録する未就学児
　と保護者
プレママ＆プレパパ きてみて体験！
　赤ちゃん人形を使って、おむつ替え
やだっこ紐

ひ も

、沐
も く

浴
よ く

体験などをしてみま
せんか。

11月28日（土）10時～12時
初めて赤ちゃんを迎える家族

以下のものは 11月27日～
12月11日 までに、 から、
または に と〔参加者全員の
氏名（ふりがな）・年齢（学年）・

アドレス〕を記載して か

アウトドアクラブ 3期
2021年1月9・23日、

　2月6・20日、3月6・20日の

地域子育て支援拠点
にこてらす

〒246-0021		二ツ橋町469
391-8316　 391-8447

日・月曜日（祝日に重なる場合は翌日も）、祝日

こども自然公園
青少年野外活動センター
〒241-0834		旭区大池町65-1

こども自然公園内
811-8444　 812-5778

　土曜日 全6回 10時～12時
小学生と保護者 12組
1人 4,600円（4歳～未就学児

　2,000円、3歳以下500円）
野外遊び、野外料理を中心とした

　野外活動
ヨガ＆ボディチューン 3期
　ヨガのポーズとさまざまなジャン
ルからアプローチして体を整えます。

2021年1月12・19・26日、
　2月2・9・23日、3月2・9・16日の
　火曜日 全9回 10時～11時30分

16歳以上 30人
5,130円

ピラティス＆有酸素運動 3期
　体幹を鍛えるピラティスに有酸素
運動のステップを組み合わせた運動
です。

2021年1月13・20・27日、
　2月3・10・24日、
　3月3・10・17日の水曜日 全9回
　10時～11時30分

16歳以上 30人
5,130円

おひさまクラブ 4期
2021年1月20・27日、

　2月3・10・17・24日、3月3日の
　水曜日 全7回 14時～16時

4歳以上の未就学児と保護者
　24組

1組 7,700円（追加：大人4,000円、
　子ども3,000円、3歳以下300円）

野遊び、クラフト、おやつ作り ほか

登校支援ボランティア
（ガイドボランティア）募集
　登校時に付き添いが必要な子ども
たちを支援するボランティアを募集し
ます。朝20分程度で可能です。お気
軽にお問い合わせください。
※横浜市のガイドボランティア事業と

して、活動1回につき500円の奨励
金支給あり

※事前登録が必要

瀬谷区社会福祉協議会
〒246-0021		二ツ橋町469
せやまる・ふれあい館内

361-2117		 361-2328		 日曜日・祝日

区民活動センターイベント情報
瀬谷区民活動センター（二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館 2階）

　 369-7081　 366-4670　 se-kukatsu@city.yokohama.jp

会場 瀬谷公会堂2階講堂

日時 11月20日（金）12時20分 ～ 12時50分 ※12時開場
内容 「リコーダーアンサンブル」 ～ いにしえの調べ～

 Ｇ線上のアリア ほか
出演 カオス・リコーダー・アンサンブル

  毎月１回開催！ 気軽に楽しめる昼休みイベントです。

会場 瀬谷区民活動センター ※各講座の詳細は募集チラシをご覧ください。

●申込み 11月11日10時～各講座開催初日の7日前まで
 か か か で を問合せ先へ 

  さまざまなテーマを「学ぶ」、「体験する」講座です。

①おもしろ影絵
　～作ってみよう！ 十字人形～

12月１日（火）10時30分～12時
成人 ８人 　 筆記用具、はさみ
影絵グループ花いちもんめ

②ビーズネックレス
　～ゴージャス感あふれるビーズと
　ロンデルを使って～

12月７日（月）10時30分～12時
30分　 成人 10人

1,500円　 L
ラ

A E
エ ク ラ ン

CRIN
③マジック教室 ～マジックで不思議
　な世界を作ろう～

12月８・22日の火曜日 10時30
分～12時（全２回）　 成人 ９人

200円　 トランプ（１セット）
せやマジカルクラブ

④やさしいバレエヨガ
　～クラシック音楽にのせてヨガ・
　ピラティス、やさしいバレエヨガを
　楽しむ～

12月11日(金） ①10時30分～
11時30分 ②13時～14時

各回成人 ５人 　 700円
飲み物、汗ふきタオル、バスタオル　
ゆうき 氏

⑤クリスマス・ドア・スワッグ
　～生の樹を使った素敵なドア飾り
　づくり～

12月19日（土）14時～16時
成人 10人 　 1,500円　
花ばさみ、持ち帰り袋
丸
まる

矢
や

 篤
あつ

子
こ

 氏

予約制

区硬式テニス協会主催　第1回瀬谷区硬式テニスシングルス大会　 
①12月6日（日） ②12月19日（土） ③2021年1月16日（土）

 9時～17時 ※雨天中止
①、②瀬谷本郷公園テニスコート ③今川公園テニスコート 
参加資格：区内在住・在勤・在学・同協会加盟団体員

 種目： 一般男女、ベテラン男女（55歳以上の男性、50歳以上の女性）
 各32人 　 テニスボール2個入りの缶　 3,000円

11月11日～11月21日 まで　 か で、 、参加資格、種目、性別
を申込先へ　申込先：〒246-0022 三ツ境10-7-2階　

 ラケットショップミスターニック　 seyamarutennis@gmail.com
同協会　平塚 364-3788 ※20時～21時（時間帯を厳守願います。）

みんなの立ち寄りイベント

※ 現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、【電話による相談】と【対面
での相談】を併用で実施しています。詳細は下記へお問い合わせください。

※ 交通事故相談は市役所市民相談室で実施　 671-2306　 663-3433

申込受付 実施日（祝日を除く） 概要

法律相談（弁護士）
相談日の
2週間前から

毎週水曜日と
第1金曜日 いずれも

13時～16時
1人25分以内

各回6人 　
※行政書士相談
　は12人

司法書士相談 第1火曜日
（12月1日）

行政相談 相談日の
前日までに

第2木曜日
（11月12日、12月10日）

行政書士相談 当日
8時45分から

第3金曜日
（11月20日）

原則区内在住・在勤・在学者対象

●会場・申込み・問合せ 区役所広報相談係（３階36番窓口）
 367-5636　 365-1170

障害福祉事業所バザーを開催します！
①11月30日(月)～ 12月4日(金)11時～14時

　②12月7日（月）～12月11日（金）11時～14時
①瀬谷駅改札付近 ②三ツ境駅改札付近
障害福祉事業所の手作り商品

　（お菓子、お弁当、雑貨など）を販売
●問合せ　区役所障害者支援担当　 367-5715　 364-2346
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Twitter Instagram
SNSで情報発信！
“瀬谷の魅力、発信します！”

区の人口 121,697人　世帯数 51,755世帯 （2020年 9月1日現在）
※人口・世帯数について、国勢調査の結果が発表され次第、更新します。

瀬谷区 でも紙面をご覧になれます。
〔 編集・発行 〕 瀬谷区役所広報相談係　 367-5635　 365 -1170

検索広報よこはま　瀬谷

Vol.14

ズーラシアへのアクセス
【バス】 三ツ境駅北口2番バス乗り場
 から相鉄バス（よこはま動物
 園行）で約15分

●問合せ  よこはま動物園ズーラシア　 959-1000

※開園情報・イベント等の詳細は、 でご確認ください。 ズーラシア 検索

ツキノワグマ
　アジアに幅広く分布し、日本では本州
と四国に生息しています。植物が主食の
雑食性です。体重は50～120㎏ほどで、
個体差や季節による変動があります。
　ツキノワグマは、冬に備えて秋からた
くさん食べて、皮下脂肪を蓄えます。皮
下脂肪は、体内の熱を外に逃がしづらく
します。夏の間抜けていた冬毛も生え揃
います。
　ズーラシアにいるメリーも、夏は体重が
減り、冬は体重が増える傾向にあります。
季節によって違った姿を見せてくれるツキ
ノワグマに、ぜひ会いに来てください。

毛が抜けている
今年８月ごろのメリー

今年２月ごろのメリー

　園内の動物の観察を通して、動物についての学びを深めます。
①12月5日（土） ②12月12日（土） 9時30分～12時
①ズーラシア・アドベンチャー ②動物のヒミツ発見！
神奈川県在住の①小学1～3年生 ②小学4～6年生 各10人
各回200円　 11月18日まで　公式 の応募フォームから

イベント情報：宿題教室

11月11日～ 12月10日までの休園日
11月17・24日、12月1・8日の火曜日

　瀬⾕ふるさと歴史さんぽ道ガイドマップに掲載されているコースを2人
以上でウォーキングした人に、「ウォーキングせやまるグッズ」をプレゼント！！

【対象】 瀬谷区在住・在勤・在学者
※	これまでは５人以上でウォーキングした場合にプレゼントしていましたが、
２人以上に変更しました。

瀬⾕区制50周年を記念して発行。
歴史や魅力がぎゅっと詰まっています。
いつも見慣れている瀬⾕のまちに、
こんな史跡がある！こんな民話がある！
などの新しい発見があるかもしれません。

瀬⾕区内に多く残されている自然豊かな
環境や鎌倉古道沿いの社寺や文化財などを
5コースに分けて紹介。
歴史のエッセンスが詰まった3コースと森や
水辺の自然を感じることのできる2コースを
詳細地図とともに、見どころポイントと併せ
て掲載しています。

区役所2階売店、区内地区センター、
区内コミュニティ・スクール、長屋門公園、
横浜市庁舎3階市政刊行物・グッズ販売コーナー

区役所3階35番窓口、区内地区センター、
瀬⾕スポーツセンター、瀬⾕区民活動センター

販売
場所

配布
場所

瀬谷の史跡めぐりガイドブック

瀬谷ふるさと歴史さんぽ道
ガイドマップ

１冊500円

無料

スマートフォン
が入る防水ホルダー

ガイドマップが入る
ネックストラップ

せやまるタオル
せやまる

ピンバッジ

※記念品は一例。なくなり次第終了。

「瀬谷ふるさと歴史さんぽ道ガイドマップ」・「瀬谷の史跡
めぐりガイドブック」を持って瀬谷区を巡ってみませんか。

①	ウォーキングを実施する2週間前までに、区役所等で配布してい
る申込書に必要事項を記入し、 か か で問合せ先へ

②	区役所3階35番窓口でガイドマップ、記念品、報告書の様式を入手
③	ウォーキング実施
④	ウォーキング後、報告書を提出
※	申込書は、区役所3階35番窓口、区内地区センター、瀬⾕スポー
ツセンター、瀬⾕区民活動センターで配布しています。

詳細は、瀬⾕区 をご覧ください。	 瀬谷区　文化歴史 検索

以下の点に気を付けて、ウォーキングに取り組みましょう！
1 	ウォーキング前の体調を確認する。	2		少人数で実施する。
3 	空いている時間、場所を選ぶ。	 4		ほかの人との距離を確保する。　

●問合せ　区役所区民協働推進係（3階35番窓口）　 367-5696　 367-4423　 se-kyoudou@city.yokohama.jp

※区民の皆さんの自主的な活動、イベントなどを掲載。
　詳しくは各主催者へお問い合わせください。
※掲載希望の人は、区役所広報相談係（3階36番窓口
　 367-5635　 365-1170）へ。

三ツ境 みんなの太極拳
　健康維持のため、気軽にどうぞ！

毎週水曜日 9時～12時　 二ツ橋地域ケアプラザ、二ツ橋南公園集
会所　 どなたでも　 1か月2,500円

久保田 090-1709-8771（18時～21時）
親子リトミック「ローリー歩

ぽ

っ歩
ぽ

っ」
　親子で音楽に親しみ体を動かすサークル。年齢別にクラスが分かれます。

毎月第2・4火曜日 9時45分～12時　 楽老ハイツＡ集会所
0歳～未就園児　 1か月1,200円、保険代 年800円
菅
か ん

野
の

 090-2632-8016 
高齢者をフラダンスで元気に！
　初めての人でもお楽しみいただけます。

毎月第2・4金曜日 11月：10時から、12月以降：13時から
中屋敷地域ケアプラザ　多目的ホール
60歳以上　 1か月1,000円（1回500円）
中屋敷地域ケアプラザ 地域活動交流担当  303-8100

プ
レ
ゼ
ン
ト
の
申
込
方
法

区役所2階区民ホールの展示・催し
※時間の記載のないものは、開庁日の開庁時間内に開催しています。
※公共交通機関を利用してください。区役所駐車場は有料です。
うんめぇもん市（石巻物産販売）
 ▶ 11月18日（水）、12月８日（火）10時～14時
市民の読書活動推進月間 ～瀬谷の読書活動パネル展～
 ▶ 11月19日（木）～11月30日（月）
 瀬谷区読書活動の取組等を紹介
消費生活推進員活動紹介パネル展示
 ▶ 12月１日（火）～12月15日（火）


