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ここから瀬谷区版です。（5 ～12ページ）

12月の土曜日開庁 12日・26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

せやまる

　エアコンは、夏よりも冬のほうが電気を多く使います。電気を多く使うと、
CO2などの温室効果ガス排出量が増加します。冬にエアコンを使い過ぎると、
電気代が高くなり、地球環境に負担がかかってしまいます。
　日常生活の中でのちょっとした工夫で、節電に取り組んでみませんか。

ウォームスタイル実践　14日間節電チャレンジ
節電にチャレンジして応募するとプレゼントがもらえるよ！
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きりとり

14日間節電チャレンジ　結果報告用紙

実践できたウォームスタイルを教えてください。

感想：

住所：瀬谷区

氏名： 電話番号：

エアコンの節電に取り組んだ期間

月  　  日～  　 月 　   日

暖かく過ごす工夫「ウォームスタイル」を紹介します！

リーフレット・瀬谷区ホームページでは
ほかにもウォームスタイルを紹介しています！

無理をせず、体調に合わせて適切にエアコンを使いましょう。

リーフレットは区役所、区民利用施設、三ツ境駅、
瀬谷駅で配布しています。瀬谷区ホームページ
からもダウンロードできます。

瀬谷区　ウォームスタイル 検索

横浜FCアカデミー
トレーナーさんから、
体がポカポカになる
運動を教えてもらっ
たよ。詳しくはリーフ
レットを見てね。

マフラー、手袋、
レッグウォーマーで
首、手首、足首の
「3つの首」を温めましょう！

体を動かして暖かく
過ごしましょう！

横浜FCオフィシャル
クラブマスコット フリ丸

せやまる

ⒸYOKOHAMAFC

せやまる温度計カード

冬が旬のもの、根菜類、
ショウガなど、体を温める
食材を意識して
食べましょう！

1 ウォームスタイルを実践して、体が温かくなっ
たら、エアコンの設定温度を1℃下げよう！ 
その日付をチャレンジシートに記録してね。

2 取り組んだ期間が14日以上になったら、
 応募しよう！

チャレンジシート・結果報告用紙は、瀬谷区ホームページからダウンロードできます！
ウォームスタイル瀬谷　14日間節電チャレンジ 検索

対　象  区内在住者
チャレンジ期間  12月1日(火)～2021年2月7日(日) ※連続した14日間でなくても可
応募締切  2021年2月19日（必着）
応募方法  横浜市電子申請・届出サービス（右下の二次元コード）、Eメール、FAX、
 郵送、窓口へ直接のいずれかで、次の①～④を記載し、問合せ先へ
 ①住所・氏名・電話番号 ②取り組んだ期間　
 ③実践できたウォームスタイル ④感想
※ チャレンジ期間中、異なる期間で複数回チャレンジした場合は、
 複数回の応募が可能です(最大4回まで応募可能)。
※ 複数回応募した場合、すべての応募が「横浜FCオリジナルグッズ」抽選対象になります。
　「せやまる温度計カード」は1人1枚とさせていただきます。
※ 応募に関する個人情報は、プレゼントの発送以外の目的には使用しません。

湿度を高くして、
体感温度を上げ
ましょう！

●問合せ　区役所企画調整係（3階37番窓口）　 367-5632　 365-1170　 se-kikaku@city.yokohama.jp

応募者
全員

抽選で
3人

瀬谷区  ×  横浜FC

賞 

品

キック
オフ

取
組
方
法

ゴール

 横浜ＦＣヴィンテージブランケット（ミニ）

Ⓒ2009 Y.F.SPORTS C.

Ⓒ1999 Y.F.SPORTS C.
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瀬谷区内の件数

2017年

33件

2018年

49件

2019年

2年前の
2倍の件数！

67件

　近年、全国的に被害が多発している、振り込め詐欺をはじめとした特殊
詐欺。瀬谷区内でも多くの被害が発生しています。
　「自分は大丈夫」と思っていても、犯人の巧妙な手口にだまされてしま
うことがあります。特殊詐欺の被害を防ぐには、地域の皆さん・警察署・
区役所が一体となって安全・安心なまちづくりに取り組むとともに、一人
ひとりが日頃から防犯意識を高めることが大切です。詐欺の手口とその
対策を知り、特殊詐欺の被害ゼロを目指しましょう！

常に留守番電話に設定する、
迷惑電話防止機能付き電話を設置する 家族や隣近所と情報共有する

　区内の特殊詐欺の件数は年々増加し、
2019年には、2年前の2倍の件数に！ 
　詐欺被害は、皆さんの身近なところ
まで迫ってきています。

にもなるんだ！

電話で「お金」「キャッシュカード」「暗証番号」の話が出たら詐欺です！
このような電話がかかってきたら、すぐに瀬谷警察署（ 366-0110）までご連絡ください。

　特殊詐欺の手口の多くは、犯人が自宅に電話をかけるこ
とから始まります。犯人は声を録音されることを嫌うため、
留守番電話の常時設定や迷惑防止機能付き電話の設置を
すると、防犯対策として効果的です。
　今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、毎年
瀬谷公会堂で開催しているイベント「瀬谷区安全・安心まち
づくりの集い」を瀬谷区ホームページ上で開催しました。
さまざまな特殊詐欺の事例や対策
を楽しみながら学べる「防犯啓発
動画」も公開しています。ぜひ
ご覧いただき、防犯に役立てて
ください。

瀬谷区防犯協会
諸橋 政治 会長

瀬谷区安全・
安心まちづくり連絡会
髙岩 敏和 代表

　全国的に発生している特殊詐欺による被害は後を絶ちま
せん。「自分は大丈夫！」とは決して思わず、常に自己防衛の
意識を持っておくことが重要です。
　今年は地域イベント等が例年通り開催できず、防犯啓発
の取組ができない状況ではありますが、このような時だから
こそ、より一層地域や家族の絆を強めることが、安全・安心
なまちづくりにつながります。隣近所で特殊詐欺の手口に
ついて情報共有したり、家族同士
で注意喚起をしたりするなど、
防犯意識を高めましょう。

応募者の中から抽選で20人に、迷惑電話防止機器と
ライト付き防犯ブザーのセットが当たります！

クイズに答えて防犯知識向上！  
瀬谷区内から犯罪をなくしましょう！

応募方法

電話機に設置すると、電話の相手方に「振り込
め詐欺防止のため、通話内容を録音します。」
の警告音声が流れ、会話内容を録音します。

はがきに、①～③を記載し、申込先へ
①〒住所  ②氏名（ふりがな）  ③電話番号

申込先 ▶ 〒246-0021 二ツ橋町190
　　 瀬谷区役所地域活動係
 「防犯グッズプレゼント」担当
※ 当選者の通知は発送をもってかえさせてい
ただきます。
※ 住所・氏名等の個人情報は、プレゼント発送
以外の目的には使用しません。

締切▶2021年１月22日（消印有効）まで

警察や銀行員を名乗る者
から「キャッシュカードを

預かりに行く」と電話がかかっ
てきたので、キャッシュカードを
準備して自宅で待つことにした。

特殊詐欺（振り込め詐欺）
のニュースを見て、自分

の家にもかかってくるかもしれ
ないと思い、常に留守番電話に
設定するようにした。

最近特に多い特殊詐欺の
手口は○○をだまし取る

手口です。○○に当てはまるの
は次のうちどれ？

瀬谷区で最も多く発生
している犯罪は次のうち
どれ？

この対応は
　 ①正しい　②正しくない

この対応は
　 ①正しい　②正しくない

①キャッシュカード
②マイナンバーカード
③健康保険証

①万引き
②空き巣
③自転車盗

ご用のある方は、
留守番電話に
伝言をどうぞ

キャッシュカードすり替え型詐欺 オレオレ詐欺

●問合せ 区役所地域活動係 367-5692　 367-4423
 瀬谷警察署生活安全課 366-0110　内261、262

安全・安心なまちづくりのために

特殊詐欺の認知件数

実際にあった特殊詐欺の手口

その１ その2
対策 対策

特殊詐欺の被害に遭
あ

わないために

※「防犯啓発動画 ～笑って歌ってサギ撃退～」は､
　 瀬谷区ホームページからご覧ください（2021年3月31日まで公開）。

防犯
特集

瀬谷区 防犯に関する事業 検索

データ提供：瀬谷警察署

1

2 2

3

3

4

ATM

4

あなたのキャッシュカードが
不正に使われています。
このままだとお金が
引き出されてしまいます。

本人確認のため暗証番号
を教えてください。
カードを取り換えに、
今から係の者が伺います。

母さん、オレ、会社のお金が入ったかばんを
電車に忘れたんだ。今日中に支払わないと
いけないから、お金を貸して！ 
お金は同僚に取りに行かせるよ。

お金を預かり
に来ました！

新しいカードが届くまで、
カードを封筒に入れて、
開封せずに保管してください。
封印のため印鑑を持って
きてください。

お金が
無くなってる！

だまされた！
その隙に別の

封筒にすり替える。
後日、口座残高
を確認して…

後日、本物の息子と再会…

わかりました！

犯人（銀行員役） 犯人A（駅員役）

犯人B（息子役）

犯人C（同僚役）

かばんなんて
忘れてないよ！

クイズの答え　Q1…②、Q2…①、Q3…①、Q4…③

2019年の瀬谷区内の
被害総額は

約１億2,600万円

息子さんが電車に
お忘れになった
かばんを駅で
お預かりしてますよ。

1

迷惑電話防止機器 ライト付き防犯ブザー

Q1 Q2 Q3 Q4
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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　市立中屋敷保育園　 301-4852　 301-5962　

親子でぎゅーっと！ スキンシップ
（地域ケアプラザ・区内保育園合同育児講座）

　未就園の子どもと保護者を対象に、区内
の地域ケアプラザ、保育園、地域子育て支
援拠点「にこてらす」が合同で育児講座を開
催します。ぜひご参加ください！ 
※今年度は、人数を制限し、各日2部制で実施し
ます。各回10分前から受付を開始します。

【会場】 中屋敷地域ケアプラザ
12月14日（月）①10時30分～10時50分 ②11時15分～11時35分
各回10組 　 12月1日10時から　 か で問合せ先へ

【会場】 下瀬谷地域ケアプラザ
2021年1月12日（火）①10時30分～10時50分 ②11時15分～11時35分　
各回10組 　 12月21日10時から　 か で問合せ先へ

【会場】 二ツ橋第二地域ケアプラザ ※地域子育て支援拠点「にこてらす」共催
2021年1月25日（月）①10時30分～10時50分 ②11時15分～11時35分　
各回8組 　 1月12日10時から　 か で問合せ先へ

【会場】 二ツ橋地域ケアプラザ
2021年1月27日（水）①10時30分～10時50分 ②11時15分～11時35分　
各回6組 　 1月14日10時から　 か で問合せ先へ

【会場】 阿久和地域ケアプラザ
2021年2月12日（金）①10時30分～10時50分 ②11時15分～11時35分　
各回8組 　 1月25日10時から　 か で問合せ先へ

●問合せ 区役所区民協働推進係　 367-5696　 367-4423
 se-kyoudou@city.yokohama.jp

　国内外で活躍する「劇団飛行船」が、子どもに大
人気のお話「赤ずきん」をぬいぐるみ人形劇で上演
します！ 絵本の世界に触れて、もっと本とお話を好き
になろう！
2021年1月23日（土） 午前の部 11時～11時30分　

   午後の部 13時～13時30分 
   ※午前と午後は同内容
瀬谷公会堂 ※全席指定
区内在住・在学（在園）・在勤者 各回200人
12月18日 まで　 （右上の二次元コード）から、または、 か
で、 、希望の部（午前の部・午後の部・どちらでもよい）、座席が必
要な人数、車いすの利用を希望する場合はその旨を問合せ先へ

※詳細は、瀬谷区 をご覧ください。 瀬谷区　読書 検索

　本は修理をすれば、長く読み続けることができます。
　本が好きな人、本の修理に興味のある人は、ぜひご参加ください！
全3回の連続講座

 ①2021年1月12日（火）14時～16時 本の仕組みを知ろう！
 ②1月21日（木）14時～16時 ちょこっと修理（基本編）
 ③2月17日（水）10時～12時 とことん修理（応用編）
区役所5階大会議室
全回参加できる人 20人程度
一般社団法人 学校図書館マイスター協会

 谷口 とよ美 氏
12月21日 まで　 （右の二次元コード）から、

 または、 か か か で、 を問合せ先へ
※詳細は、瀬谷区 をご覧ください。 
　 瀬谷区　読書 検索

大切な本を長く読み続けよう！
～本の修理講座～

●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

新型コロナウイルス感染症と冬の感染症を予防しよう
　インフルエンザ、ノロウイルスなど冬の感染症対策は、新型コロナウ
イルス感染症の予防にも有効です。感染症から自分や家族を守るため
に、予防策として、以下のことを実施しましょう。

※詳細は、横浜市 をご覧ください。 横浜市　コロナ対策　市民 検索

●問合せ　区役所健康づくり係　 367-5745　 365-5718

事前申込制

※ 現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、【対面での相談】に加えて、
【電話による相談】も実施しています。詳細は下記へお問い合わせください。
法律相談（弁護士）▶毎週水曜日と第1金曜日、司法書士相談▶第1火曜日

（2021年1月5日）、行政書士相談▶第3金曜日（12月18日）、民事調停手続相談 
※対面相談のみ▶6・12月の第3月曜日（12月21日）　いずれも13時～16時、
1人25分以内 ※祝日、年末年始を除く　 原則区内在住・在勤・在学者、各回
6人  ※行政書士相談は12人 　 法律相談、司法書士相談は相談日の2週
間前から、その他の相談は当日8時45分から か で問合せ先へ
・ ・ 区役所広報相談係（３階36番窓口）　 367-5636　 365-1170

予約制

同日開催

せっけんでの
手洗い

うがい マスク着用  適切な
消毒

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。

（仮称）旧上瀬谷通信施設公園の基本計画（素案）の市民意見募集
　（仮称）旧上瀬谷通信施設公園の基本計画（素案）を作成しましたので、ご意見
を募集します。
 ● 市民意見募集の期間　12月17日（木）～2021年1月15日（金）
 ● 基本計画（素案）リーフレットの配布場所　市役所市民情報センター、瀬谷区
役所・旭区役所の広報相談係、PRボックス（瀬谷区・旭区の公共施設等）

 ● 意見の提出方法　いずれかの方法で、問合せ先まで、ご意見をお寄せください。
 ①基本計画（素案）リーフレットのはがき（切手不要、1月15日消印有効）
 ②ファクス　③電子メール　
 ④公園緑地整備課へ持参 ※受付時間は8時45分～17時まで（土・日・祝日を除く）
 ⑤横浜市  旧上瀬谷　公園 検索

環境創造局公園緑地整備課上瀬谷担当　 671-4615　 671-2724
 ks-ikenboshu@city.yokohama.jp
食品ロス削減・土壌混合法 講習会　
　野菜や花の栽培に適した良質な土を家庭で簡単につくれ、食品ロス削減にも
役立つ「土壌混合法」を体験できます。
①2021年1月14日（木）10時～11時 ②2月4日（木）14時～15時
区役所4階会議室　 各日20人
いずれも12月11日から　 で問合せ先へ
資源循環局瀬谷事務所　 364-0561　 391-4784

参加者
募集！　

移動図書館「はまかぜ号」の特別巡回
～お気に入りの本を見つけて読もう！～

 ● 時間：10時30分～14時30分
● 場所：区役所１階正面入口前 ※荒天の場合、中止の可能性あり。
 ● 本の貸出しには、市立図書館カードが必要です。
 ● 市立図書館カードを持っていない場合、本人確認書類があれば、当日
カードを発行できます。

※ 市立図書館カードの登録手続、本の貸出し・返却方法等の詳細は、
 横浜市 をご覧ください。  横浜市　はまかぜ号 検索
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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 12/15（火）、1/5（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 8/3～ 8/16生  12 / 16 （ 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 8/17～9/6生  1 / 6 （ 水 ） 

1歳
6か月児

R1 6/4～6/17生  12 / 17 （ 木 ）  8時45分～
9時20分★R1 6/18～ 7/7生  1 / 7 （ 木 ）  

3歳児 H29 12/11～12/24生  12 / 24 （ 木 ）  12時45分～
13時30分★

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 12/18（金）、1/8（金） 9時～12時 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。

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

日　時 内　容 会場・申込み・問合せ

12月14日（月）
13時30分～15時30分

認知症高齢者を介護する
家族の集い「わらべの会」
「座談会」

区役所5階
健康相談室
367-5716

●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 会場・定員 申込み

2021年1月19日(火)
①９時３０分　
②10時30分

区役所４階40番
各回1組 先着順

12月11日から
で区役所高齢者支援担当

（ 367-5716　 364-2346）へ

障害がある人の成年後見制度公開講座
　障害がある人の成年後見制度の利用実例を紹介します。
2021年1月13日（水）10時～12時30分
瀬谷公会堂　　 200人
みなと横浜法律事務所　弁護士 内

うち

嶋
じま

 順一 先生
12月11日から　 か で、氏名、電話番号、

　居住区、関係（当事者・家族・支援者・その他）
　を問合せ先へ ※件名は「講座申込」としてください。

【共催】 瀬谷区役所、せや活動ホーム太陽
●問合せ せや障がい者後見的支援室まんまる座 本多 ※平日9時～17時
 442-6592　 442-6593　 manmaru@seya-heart.jp

新型コロナウイルス感染症の
流行が心配だけど、子どもの
予防接種や乳幼児健診はどう
したらいいの？

【解説】予防接種のタイミングは、感染症
にかかりやすい年齢などをもとに決めら
れています。特に、生後2か月から予防接
種を受け始めることは、お母さんからも
らった免疫が減っていく時に、赤ちゃんが
かかりやすい感染症（百日せき、細菌性
髄膜炎など）からお子さんを守るために、
とても大切です。
　また、乳幼児健診は、お子さんの健康状態を定期的に確認し、
相談する大切な機会です。育児で分からないことがあれば、遠慮
せずに区役所の保健師、助産師などにご相談ください。

お子さんの健康が気になる時だからこそ、予防接種
と乳幼児健診は、遅らせずに予定通り受けましょう。

（参考：厚生労働省発行リーフレット「遅らせないで！ 子どもの予防接種と乳幼児健診」）

●問合せ 予防接種について ▶ 横浜市予防接種コールセンター
  330-8561　 664-7296
 乳幼児健診について ▶ 区役所こども家庭係
  367-5760　  367-2943

1 コロナ禍での子育てに関する疑問をQ&A形式で紹介し
ていきま

す。

コ ラ ム
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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
年末年始のお休み▶各施設（瀬谷スポーツセンターを除く） 12月29日（火）～2021年1月3日（日）

瀬谷地区センター ・・・・・・・・・・・・・・・

すきっぷす♪の
クリスマスおはなし会 
12月16日（水）

 10時30分～11時30分
乳幼児と保護者 8組
12月5日から

以下のものは 12月20日 まで
に を記載して か

おかげさまで開設40周年記念
スプリングコンサート
～ジャズを聴くひととき～
2021年1月16日（土）

　13時～13時45分
20人

瀬谷サイエンスクラブ
イライラマシーンを作ろう
2021年1月31日（日）

　10時～11時30分
小学生 16人　
※小学1・2年生は保護者同伴
300円

瀬谷和楽荘 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（対象は60歳以上の市内在住者）
健康相談 
12月18日（金）

 12時30分～14時30分
15人

以下のものは 12月20日 まで
に を記載して か

お楽しみ和楽 ～映画～
2021年1月4日（月）13時～15時
14人
簡単・美

お

味
い

しいお総菜作り
2021年1月15日（金）

　9時30分～12時30分
16人
1,000円
パソコン・スマホお悩み相談
2021年1月20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
極々太の毛糸で編むポシェット
2021年1月29日、2月12・26日、
3月12日の金曜日 全4回

 9時30分～11時30分
8人 　 1,600円

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）

カローリングを楽しもう！ 
12月17日（木）

 9時30分～11時30分 
30人
マスク着用、上履き
子どもバドミントン教室 
12月19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 12月25日 まで
に を記載して か

エンディングノート書き方講座
～未来の私へ　そして家族へ～
2021年1月9日（土）

　10時～11時30分
20人
子どもダンス教室
「ヒップホップを踊ろう」
2021年1月23・30日、2月6・13日

　の土曜日 全4回 13時～14時30分
小学生 15人

　※ からも申込み可
昔ながらの味噌作り
2021年1月30日（土）

　①9時30分～11時30分
　②11時～13時 ③13時～15時
①②③各8人
3,900円

すきっぷす♪のおはなし会
～ママのおひざで物語の世界へ～
12月22日（火）10時30分～11時
未就園児と保護者 5組
シューフィッター・
フットケアトレーナーに教わる
「足と靴と健康の相談会」
2021年1月15日（金）

　9時30分～11時
成人 20人 　 100円（保険代）
12月20日 まで

　 に を記載して か

鏡餅
もち

作りに挑戦
12月20日（日）10時～12時
50人程度　 300円（鏡餅代）
12月17日まで　 か

※詳細は、お問い合わせください。

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）

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）

▼ 長屋門公園のつづき
ミニ門松づくり
12月26日(土)・27日(日)

　①10時～11時30分
　②13時30分～15時
※時間内にいつでもお越しください。
①②各15人程度
1個につき400円（材料費）
12月25日まで　 か

※詳細は、お問い合わせください。
七草粥

がゆ

をどうぞ
2021年1月7日（木）11時から

※なくなり次第終了
100食程度
七草粥 1食100円
おもちゃの病院
　ぬいぐるみから精密機械仕掛けお
もちゃまで、ほとんどのおもちゃを修理
します。
2021年1月9日（土）10時～14時
100円前後（実費）
12月28日まで　 か

※ 感染防止のため、お預かりし、後日
引き取りに来ていただきます。
蔵開き ～囲

い

炉
ろ

裏
り

で焼いた鏡餅の
お汁粉をどうぞ～
2021年1月11日（祝・月）

 11時から
※お汁粉がなくなり次第終了
200食程度
お汁粉 1食100円

※園内では召し上がれません。お持ち
帰りください（ふた付きカップあり）。

読みきかせボランティアさん必見！
新しい絵本ご紹介展示
　ここ数年に出版された児童書の中
から、主に小学校での読み聞かせなど
に向く本を展示します。
12月17日（木）～12月27日（日）

　9時30分～17時
ひよこのおはなし会（1月）
　わらべうたと絵本の読み聞かせ
2021年1月14日（木）、

　1月20日（水）11時～11時30分
0歳～3歳の子と保護者

　各回10組
1月6日9時30分から　 か

本の貸出・返却サービス
12月24日（木） 

　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

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

12月21日（月）
※2021年１月4日（月）は12時～17時まで開館

移動図書館「はまかぜ号」
三ツ境89-14 三ツ境大原第二公園

メリークリスマス工作♪ 
12月11日（金）～12月25日（金）
小学生以上 各日10人
お正月遊びをしよう 
2021年1月4日（月）～

　1月11日（祝・月）

対話の小部屋
　誰かと話したい人、誰かに話を聞い
てもらいたい人など、誰もが対等に本
音で語り合います。
12月19日(土）14時～15時30分
8人程度　 当日12時までに
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。
12月19日(土）15時30分～17時
10人程度　 当日12時までに

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）　

オンラインカフェ
「サードプレイスSeya」
12月16日（水）14時～15時30分
10人程度
前日までに
オンライン飲み会「おうち酒場」
12月19日（土）19時～20時30分
10人程度
当日17時までに

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。 
12月16日（水）

 10時30分～11時30分 
12月に新規利用登録する未就学児

　と保護者　 事前に
産後ママとベビーの話
　助産師がベビーとママの体について
アドバイス。経産婦さんも大歓迎です。 
12月23日（水）

 10時30分～11時30分
1か月健診後～6か月の子と母親
事前に

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

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

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
…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　

以下は広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。

年末年始のお休み▶瀬谷スポーツセンター  12月29日（火）17時～2021年１月3日（日） ※1月4日（月）は9時～17時まで開館

▼ 地域子育て支援拠点 にこてらすのつづき
子育てサポートシステム入会説明会
　12月は個別対応のみとなります。
お問合せください。
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

自然を写そう！
デジカメテクニック D
　デジタルカメラの基本操作と自然を
きれいに撮るテクニックを学びます。
2021年1月30日(土)

　9時30分～12時
小学5年生以上 10人

　※大人も参加可
1,000円
写真家　鈴木 清美 氏
12月11日～12月25日 まで

　 から、または に と を
　記載して か

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

9月1日～9月30日受付分・敬称略
・ ㈱佐野銘材
・ イトーヨーカドー労働組合
 食品館瀬谷支部
・ 中村 博
以上の皆さん、ありがとうございました。

○問合せ 瀬谷区社会福祉協議会
　 361-2117　 361-2328

区民の皆さんが提案する創意工夫あふれる企画について、区役所が活動の支援をしています。

元気に歩こう！ 瀬谷水
み

緑
りょく

の健康ウォーク（今年は半日コースで実施）
1コース1人200円
健康保険証、飲み物、タオル、雨具等 ※マスク着用

※ 当日7時台のNHK天気予報で、横浜が午前中大雨等の荒天予報の場
合は中止。小雨決行。 ※雨天の場合、コース変更あり。

※ コース内容等の詳細は、瀬谷スポーツセンター等で配布している「3か
月チラシ」をご覧ください。

① 瀬谷四福神めぐり ～新年にあたり家内安全・無病息災を祈願して～
2021年1月9日（土） 集合：瀬谷駅北口公園 8時45分
コース：瀬谷駅北口公園～長天寺～徳善寺～瀬谷本郷公園～善昌寺～
妙光寺～中屋敷地区センター～瀬谷駅北口公園（約7㎞、12時ごろ解散）
水緑の健康ウォークサポーター会　森川 090-4021-0428

② 緑のシェルター・芹沢公園 ～早春の息吹を感じて～
2021年2月22日（月） 集合：東

ひがしはら

原第3公園（さがみ野駅から徒歩5分） 9時
コース：東原第3公園～巡礼大橋～目

め

久
く

尻
じり

川～芹沢公園～馬の坂～
 かにが沢公園～小田急線相

そう

武
ぶ

台
だい

前
まえ

駅（約10㎞、12時30分ごろ解散）
水緑の健康ウォークサポーター会　深澤 090-5998-4248

③ 横浜ウォーターフロント散策 ～海辺の風に春の訪れを感じながら～
2021年3月22日（月） 集合：そごう横浜店正面入口前（横浜駅東口から徒
歩5分） 9時 　　　　　　　
コース：そごう横浜店正面入口前～2階風の広場～高島水際線公園～
 臨港パーク～赤レンガ倉庫～象の鼻パーク～山下公園～みなとみらい線
元町・中華街駅（約8㎞、12時30分ごろ解散）
水緑の健康ウォークサポーター会　植村 090-1543-7543

瀬谷区の事はじめ＆埋もれた歴史を探る講座とまち歩き
　地図好きで集まった“こだわる仲間”が放つ！ 第10回目の記念イベント。
A： まちの事はじめ講座
2021年2月6日（土）13時30分～14時45分  
第1部　明治7年、阿久和村 相原善四郎の旅（参宮）は、やじきた道中？

  第2部   「Go To トラベル」 ～明治維新の旅へ～
B：埋もれた歴史を知る講座
  境川の横浜市側にある「宮久保」は、なぜ大和市なの？ ～境川今昔物語～
2021年2月6日（土）15時～16時15分
せやまる・ふれあい館 2階 多目的研修室
瀬谷区に興味のある人 各回40人
200円（資料代） ※A・B単独受講、連続受講のいずれの場合でも200円
です。 ※2講座分（A・B）の資料をお渡しします。

C：地図を片手に「瀬谷・橋戸・北新・下瀬谷と宮久保」を歩く
  瀬谷区西端を流れる境川周辺を歩き、治水事業や市境界の謎を見聞する。
2021年2月13日（土） 集合：瀬谷駅北口広場時計塔前 9時30分

 ※雨天の場合は、2月20日（土）に延期
まち歩きが好きな人 30人
コース：瀬谷駅北口広場～ニュータウン南瀬谷バス停（約4㎞、12時ごろ解散）
200円（保険料・資料代）
健康保険証、飲み物、タオル、雨具等 ※マスク着用
12月14日～2021年1月20日 まで　 か で、 と参加希望
行事名（Ａ・Ｂ・Ｃ ※複数希望可）を、瀬谷区民活動センター「地図くらぶ
担当」（〒246-0021 二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館2階

 tt1110@jcom.home.ne.jp）へ
横浜・瀬谷地図くらぶ　田中 090-3814-2007

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 講堂

日時  12月18日（金）12時20分～12時50分 ※12時開場
内容  ピアノ連弾と器楽演奏を楽しもう♪
 心温まる音楽を親子で奏でます ～障害児と共に～
出演 コンセール・ミル・プランタン

  毎月１回開催！ 気軽に楽しめる昼休みイベントです。

日時  2021年1月4日（月）～3月20日（祝・土） ※火・金曜日の午後及び第3日曜日を除く
会場  瀬谷区民活動センター　ミーティングコーナー1

  どなたでも自由にご覧いただける作品展です。

展
示
作
品

「水彩画」～心で描く日本と世界の街並み風景画～　杉田 浩一 作
「祝儀袋」～手作りで想いを伝える～　祝儀袋つるの会 作
「折り紙」～季節を彩る折り紙～　亦

また

部
べ

 隆
たか

子
こ

 作

みんなの立ち寄りイベント

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。

｢大学と地域がつながるまち｣巡回パネル展▶ 12月16日（水）～12月23日（水）
放課後児童クラブ作品展示▶ 2021年１月７日（木）10時～１月18日（月）

共
通

共
通

A
B

A

C

①
〜
③
共
通

〜
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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

以下は広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。

●問合せ　資源循環局瀬谷事務所　 364-0561　 391-4784

年末年始暮らしのメモ

降雪（大雪）時の家庭ごみ収集について
　降雪状況によって、収集作業が大幅に遅れることや、当日伺えず
翌日以降に収集することがあります。ごみ出しを控えるなど、ご協
力をお願いします。
※収集の状況等は、横浜市 をご確認いただくか、問合せ先まで。　
資源循環局　瀬谷事務所 検索

区役所2階に開設している来庁者一時託児「にこにこKID’Sルーム」
は12月28日（月）をもって終了します。

◆ 区役所の閉庁期間　12月29日（火）～1月3日（日）
◆ もし急に具合が悪くなったら
 瀬谷区休日急患診療所（二ツ橋町489-46）  360-8666
 ○診療日・診療時間 12月30日（水）～1月3日（日）
  10時～16時
 ○診療科目　内科・小児科
 ※年末年始も対応可能なその他の医療機関は、16ページ（市版）
 　をご覧ください。
◆ 年末年始のごみ収集のお休み
 12月31日（木）～1月3日（日）
 年末最後と年始最初の収集日は、16ページ（市版）をご覧ください。
 資源循環局瀬谷事務所　 364-0561　 391-4784

コロナに負けず、今できることを！ 

　身体障害や知的障害、精神障害のある人を対象に、軽作業な
どの活動を通じて、就労支援や生活支援を行う通所施設です。
　チラシの折り込みやオリジナル商品の作成・販売等、事業所
によって活動内容はさまざまです。

コロナ禍の中、新しい取組に挑戦している障害福祉事業所の活動を紹介します。

　通所している利用者の皆さんは、自分で作った商品を地域のイベント等で
販売することをとても楽しみにしています。地域のさまざまな人々と出会える
からです。しかし、コロナの影響で、商品を販売する機会が減ってしまいま
した。そこで、地域の小売店での委託販売や公共施設向けのファクス注文等
の新たな取組を始めました。それがきっかけとなり、これまで出店していなかっ
たイベントに呼ばれるなど、応援してくれる地域の皆さんと出会いました。
　こんな時だからこそ、地域とつながり、支え合っていきたいという思いで
頑張っています。皆さん、応援よろしくお願いします！

　利用者が作成した手作り商品（お菓子、
お弁当、雑貨など）を販売します！
　ぜひお越しください。

作業風景

販売会の様子
NPO法人

「でっかいそら」 望月さん

●問合せ　区役所障害者支援担当　 367-5715　 364-2346

12月7日（月）～11日（金）
11時～14時

三ツ境駅で福祉事業所バザーを
開催します。

  障害福祉事業所ってどんなところ？

コ ラ ム

Vol.15

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

ライオン
　アフリカ大陸のサバンナと、インド
の一部に生息しています。国内の多く
の動物園で見られますが、野生の数
はどんどん減少しています。減少の
要因としては、環境破壊、生息地の減
少、違法取引などが挙げられます。
　9月15日に、富士サファリパークからシドウ（オス・6歳）がやって
来ました。たてがみが黒く、お腹までびっしりと生えているのが特徴
です。非常に友好的でマイペースな性格で、今後、フラビア（メス・
8歳）との繁殖に取り組んでいく予定です。
　新しい仲間、シドウをどうぞよろしくお願いします！

シドウからは百獣の王の貫
かん
禄
ろく
を

感じます。

　園内各所で、クリスマスの装飾をします。動物たちにクリス
マスならではのエサをプレゼントする特別ガイドも実施します。
12月19日(土)、20日(日)
オージーヒル グリルレストランほか

イベント情報：ハッピークリスマスinズーラシア

12月11日～2021年1月10日までの休園日
毎週火曜日、12月29日（火）～2021年1月1日（祝・金）


