
2020（令和2）年 3月号 ／ 瀬谷区版 5

区のシンボルマーク

区の人口… 121,936人
（前年同月122,581人）
世帯数…… 51,444世帯

（前年同月51,159世帯）
令和2年2月1日現在

〔編集・発行〕 瀬谷区役所広報相談係
　 367-5635　 365-1170

ここから瀬谷区版です。（5ページ～12ページ）

No.269

月号

3月の土曜開庁日 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 -1170
Twitter Instagram367-5656（代表電話）

検索瀬谷区役所
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せやまる このは

SNSで情報発信！
“瀬谷の魅力、発信します！”
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　寒い冬もそろそろ終わりを迎え、待ちに
待った春が、すぐそこまで来ています。
　瀬谷区にはたくさんの桜の名所があります。
　皆さんも、瀬谷区に訪れた春を探しに、散策
に出かけてみませんか。
●問合せ 区役所広報相談係
 367-5635  365-1170

海軍道路の桜
　瀬谷の春の風物詩の桜並木です。満開時
には桜のアーチとなり、訪れた人を楽しま
せます。

桜鑑賞時の注意
● 近隣住民や公園・施設利用者の迷惑

にならないよう配慮をお願いします。
● ゴミはお持ち帰りください。
● 周辺が混み合いますので、鑑賞時に

は公共交通機関をご利用ください。

　ソメイヨシノのほかにも、ヤエベニシダレ、
カンザンなど、開花時期の異なる桜があり、
数週間にわたって花見を楽しめます。

6  瀬谷第三公園（瀬谷三丁目18-5）
 瀬谷駅から徒歩12分

7  南台こどものもり公園（南台二丁目3-20）
 バス停「瀬谷スポーツセンター」から徒歩3分

8  南台公園（南台二丁目11）
 バス停「瀬谷スポーツセンター」から徒歩1分

9  三ツ境第二公園（三ツ境141-2）
 三ツ境駅から徒歩8分

10  阿久和小金第一公園（阿久和東二丁目42）
 バス停「谷戸阿久和」から徒歩7分

11  阿久和大久保原公園（阿久和南二丁目21-9）
 バス停「中村」から徒歩3分

1  瀬谷中央公園（本郷二丁目28-4）
 バス停「本郷原」から徒歩6分

2  瀬谷本郷公園（本郷一丁目70-2）
 瀬谷駅から徒歩15分
 またはバス停「本郷」から徒歩5分

3  東野第一公園（東野128）
 三ツ境駅または瀬谷駅から徒歩20分

4  瀬谷第一公園（南台二丁目4-63）
 バス停「南台B集会場」から徒歩2分

5  瀬谷第二公園（南台一丁目3-1）
 ※公園に面する街路に桜があります。
 バス停「南台交番前」から徒歩2分

A  海軍道路
 バス停「中屋敷」から徒歩8分

B  瀬谷市民の森
 バス停「西部病院前」から
 徒歩1分

C  野境道路及びその付近
 三ツ境駅から徒歩3分

D  相沢川ウォーク
 バス停「中央商店街」から
 徒歩2分

E  東山・関ヶ原の水辺
 バス停「原中学校前」から
 徒歩7分

　市民の森を抜ける道路沿いに100本以上
の桜が咲き誇ります。森の深い緑と桜のコン
トラストが美しい名所です。

瀬谷市民の森の桜瀬谷本郷公園の桜

二ツ橋公園（区役所隣接）の
よこはまひざくら

2月時点
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食事に気をつける

なるべく体を動かしたり、運動したりする

休養や睡眠を十分にとる

定期的に健康診断を受ける

日頃から体重や血圧のチェックをする

59.4％

58.2％

54.5％

47.9％

36.7％

　区民の皆さんの身近な生活環境や生活の満足度などについて、
昨年の９月に調査を行いました。このたび調査結果がまとまりまし
たので、お知らせします。こちらの結果は、今後の区政を進めるに
あたっての基礎資料として、活用してまいります。

●問合せ　区役所企画調整係　 367-5632　 365-1170

瀬谷区への定住意向は74.5％（今の場所に住み続けたい
67.9％、区内の違う場所に住みたい6.6％）で、前回調査（平
成29年度：69.0％）より5.5ポイント増えました！

そのほか、「タバコを吸わない、やめた、本数を減らした」、「スト
レスの解消を心がける」、「お酒を飲みすぎない」、「健康や病気
に関するテレビ・新聞やインターネットを見て知識を身につける」
などが、健康のために気をつけていることとして挙がりました。

お住まいの自治会・町内会の役員か区役所
地域活動係（ 367-5691　 367-4423）
までお問い合わせください。

自治会・町内会
の加入方法

備蓄していない理由としては「どの物品を購入してよいかわからない」が最多でした。
※災害への備えについては、横浜市 をご覧ください。

今回は皆さんの関心の高い項目のうち「瀬谷区への定住意向」や「国際園芸博覧会」、「健康」、「災害対策」についての調査結果を取り上げました。
その他の項目の調査結果については、区役所3階37番窓口や瀬谷区 で公表しています。

「瀬谷区に住み続けたい」と思う人は、
７割以上！！

【調査対象】	区内に居住する18歳以上の男女3,000人
	 （無作為抽出）
【調査期間】	令和元年9月9日～ 9月30日
【調査方法】	郵送による配布・回収
【有効回収数】	1,201件（回収率40.0％）

※調査結果は小数第2位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合あり。

検索瀬谷区 区民意識調査

検索防災よこはま

特集	1

調 査 概 要

健康について

災害対策について
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　地域ケアプラザは、子ども、高齢者、障害のある人など、誰もが住み慣れたまちで、
安心して暮らせる地域をつくっていくための、福祉・保健活動の支援拠点です。
　子育てや介護で困っているとき、ボランティア活動を始めたいとき、地域で仲間づくり
をしたいとき。地域ケアプラザは、身近な相談窓口として、活動の場として、皆さんの
いきいきした暮らしをサポートします。

●問合せ　区役所運営企画係　 367-5743　 365-5718

●	介護の悩み
●	ケアプランの作成
●	地域でのお困りごと

　瀬谷区には5つの地域ケアプラザがあります。それぞれの施設で
実施している特色ある取組やイベントを紹介します。
※	各取組・イベントの開催日程等、詳細については、各施設へお問い合わせください。

開館時間
 
9時～21時（日曜・祝日9時～17時）

休 館 日
 
施設点検日、年末年始	※施設により異なります。

1 	下瀬谷地域ケアプラザ（下瀬谷二丁目44-６）
	 304-1291　 304-1259
2 	阿久和地域ケアプラザ（阿久和南二丁目９-２）
	 365-9892　 365-9894
3 	二ツ橋第二地域ケアプラザ

 （二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館１階）
	 360-7855　 360-6800
4 	中屋敷地域ケアプラザ（中屋敷二丁目18-６）
	 303-8100　 303-8111
5 	二ツ橋地域ケアプラザ（二ツ橋町83-４）
	 361-9807　 361-9868

　「楽しく活動して、地域貢献！」を合い言葉に、小学校の家庭科授
業のボランティアや放課後キッズクラブでの出張講座、福祉施設へ
の寄付品制作等で活躍中です。メンバーからは「おしゃべりも裁縫も
大好き。この活動が楽しみなの。」との声も寄せられています。

　どちらも予約なしで気軽に参加できる親子の交流の場です。「ち
びっこ集まれプラレ～～ル」では、部屋いっぱいにレールをつなげて
壮大な電車の旅を楽しめます。雨の日のお出かけ先にもどうぞ！

　サロンの担い手を対象に、情報交換会やレクリエーション習得講
座などを実施しています。この連絡会をきっかけにサロン同士の連
携が活発になり、地域活動の活性化も進んでいます。

　障害のある人が、社会に出てからも地域の人とつながるきっかけ
づくりの場です。外出やお祭り、スポーツ、カラオケなどの行事を地域
のボランティアの皆さんと楽しんでいます。

会場・共催：特別養護老人ホーム愛成苑
　認知症の人やその家族、障害のある人、子育て中の人など、誰でも
気軽に参加できる、ホッとひと息つける場所です。福祉の専門職によ
る相談も実施しているほか、ボランティアの活躍の場にもなっています。

各地域ケアプラザには、地域の皆さんの
サークル活動等の拠点として使用できる
部屋がありますよ。

あくわ家庭科くらぶ

・親と子のフリー広場
・ちびっこ集まれプラレ～～ル

サロン・ミニデイ連絡会 障害者余暇支援事業スタイルF

ほっこりカフェ	

※詳細は瀬谷区 をご覧ください。 

専門の職員が
無料で相談を
お受けします。
お気軽に

ご相談ください！
各地域ケアプラザ所長

福祉・保健・介護に関する相談は
地域ケアプラザへ！

特集	2

親と子のフリー広場 ちびっこ集まれプラレ～～ル

下瀬谷地域ケアプラザ

阿久和地域ケアプラザ

中屋敷地域ケアプラザ

二ツ橋第二地域ケアプラザ

二ツ橋地域ケアプラザ

検索瀬谷区 地域ケアプラザ
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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。　● がない場合は、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」

瀬谷駅

交番

瀬谷駅

交番

南口 今回変更（追加）
するエリア

すでに指定されて
いるエリア

車両の種類 連絡先

原動機付自転車
（125cc以下）
小型特殊自動車
ミニカー

住所地（定置場）の区役所市民税担当
＊ 住所地（定置場）が瀬谷区の場合
 瀬谷区役所市民税担当（3階32番窓口）
 367-5653

バイク
（125ccを超えるもの）

関東運輸局　神奈川運輸支局
（都筑区池辺町3540）

050-5540-2035

4輪、3輪の軽自動車
軽自動車検査協会　神奈川事務所

（都筑区佐江戸町770-1）
050-3816-3118

盗難の被害に
あった場合

車両の種類にかかわらず、
警察に盗難届出後、住所地（定置場）の
区役所市民税担当へ

引っ越し先 期間 手続き

転出
横浜市外へ 目安として引っ越し

予定14日前
瀬谷区役所へ
転出届を提出

横浜市内の
他の区へ

引っ越し後
14日以内

新しい住所地の区役
所へ転入届を提出

転入

横浜市外
から

瀬谷区役所へ転入届
と今までのお住いの
市町村が発行する

「転出証明書」を提出

横浜市内の
他の区から

瀬谷区役所へ
転入届を提出

区内 区内での
引っ越し

瀬谷区役所へ
転居届を提出

●問合せ　区役所市民税担当　 367-5653　 362-8349

●問合せ　区役所登録担当　 367-5645　 362-1488

保険料の納付相談にお越しください

瀬谷駅南口の自転車等放置禁止区域を
変更（追加）します

4月1日
から

引っ越しに伴う手続きはお早めに！！

（1） 保険料の納付が困難なときには…
　国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料について、
納期内での納付が困難な場合は区役所保険年金課保険係にご相談くだ
さい。保険料の支払方法等のご相談をお受けします。
　災害やその他の事情で保険料の納付が困難なときは、保険料の減免
等が受けられる場合があります。

（2） 保険料の納付がないと…
　保険料の納期限を過ぎても納付がないと督促状を発送します。督促を
受けても保険料の納付がない場合には延滞金がかかるようになり、さら
に納付がない場合には差押事前通知書兼納付書等の発送や差押処分等
を行います。（2月に介護保険料・後期高齢者医療保険料の差押事前通
知書兼納付書を発送しました。）

　会社の健康保険に加入した場合など、国民健康保険を脱退する
ときには届出が必要です。届出がないと保険料の請求が続いてしま
います。お早めに区役所に届出をお願いします。

●問合せ 区役所保険係
  ・ 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の
  納付相談（2階27番B窓口 367-5732　 362-2420）
  ・ 国民健康保険、介護保険の加入・脱退等
 　（2階27番A窓口 367-5725　 362-2420）
  ・ 後期高齢者医療保険の加入・脱退等
 　（2階26番窓口 367-5727　 362-2420）

●問合せ 道路局交通安全・自転車政策課 671-3644　 663-6868
 区役所地域活動係 367-5692　 367-4423

軽自動車等の廃車・譲渡手続きは
3月末までに！

　軽自動車税は4月1日に軽自動車（原付・バイク等を含む）を所有する
人にかかる税金です。廃車または譲渡して車両が手元にない人でも、3月
末日までに申告がない場合は税金がかかりますので、必ず手続きを行っ
てください。
　車種や申告の内容によって必要書類が異なります。詳しくは下記の表
の該当する連絡先にお問い合わせください。

■本人確認資料 ※同一世帯以外の人が届ける場合は委任状が必要です。
 ・ 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの写真付きのもの

はいずれか1点提示（詳細はお問い合わせください。）
 ・ 健康保険証、年金手帳、社員証などは複数提示（詳細はお問い合わせ

ください。）

■ 平日………… 8時45分～17時
■ 土曜開庁日… 第2・第4土曜日 9時～12時 ＊3月は14日・28日
※ 火・水・木曜日の午前中早い時間帯は、待ち時間が比較的短いと予想され

ます。
※土曜開庁日は、他都市や他機関に確認が必要な業務など、一部取り扱い

できない業務もありますので、事前に窓口へお問い合わせください。

　引っ越しシーズンの3月下旬から4月上旬は住所変更などの窓口が混
み合います。3月16日（月）～4月1日（水）は特に混雑が予想されます。

※ 転入または区内での引っ越しの場合、マイナンバー通知カード、マイナン
バーカード、住基カードをお持ちの人は持参してください。マイナンバー
カード、住基カードにはパスワードが必要になります。

手続き

持ち物

開庁日時
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

（交通事故相談
のみ9時～12時・
13時～16時）
＊1人30分以内

各回6人 　
（交通事故相談・
行政書士相談は
12人 ）

司法書士相談 第1火曜日（4月7日）

行政相談 相談日の
前日までに 第2木曜日（3月12日）

交通事故相談

当日
8時45分から

第2金曜日(3月13日)
※4月10日の実施は
　ありません。

行政書士相談

第3金曜日
＊ 相談日が祝日の
 ため、3月のみ
 3月27日実施

予約制

原則区内在住者対象

●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

※ 法律相談は4月1日から、1人につき半期に1回までのご利用となります。
 詳細はお問い合わせください。

　横浜市自転車等の放置防止に関する条例に基づき、瀬谷駅周辺自転
車等放置禁止区域の瀬谷駅南口部分を変更（追加）します。
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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　

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）
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 R1 10/16～ 11/5 生  3 / 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（4か月児）  □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
※詳細は、健診日の２週間前までに郵送される通知書を確認してください。
　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。

1歳
6か月児

H30 8/21～ 9/5 生  3 / 19 （ 木 ）  8時45分～
9時20分★H30 9/6～ 9/23 生  4 / 2 （ 木 ）  

3歳児
H29 2/6～ 2/25 生  3 / 12 （ 木 ）  12時45分～

13時30分★H29 2/26 ～ 3/15 生  3 / 26 （ 木 ）  

妊産婦健康相談・母乳（授乳）相談  3 / 11 （ 水 ） 
 4 / 8 （ 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）  3 / 25 （ 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

母親（両親）教室  ＊３回目は両親教室 4/6・13・20・27
の月曜日 全4回 10時～12時

予約制
 
無料

 
 初めての出産の心配を解消するための教室

□母子健康手帳　□使用中の歯ブラシ（１回目）
□運動しやすい服装（２回目）　□テキスト「子育てガイドブック」

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

●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 検索横浜市がん検診

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

肺がん検診(エックス線)
・ 40歳以上
・ 職場や健康保険組合等で
 がん検診を受ける機会のない人

 3 / 12 （ 木） 午前中
（時間は予約時にご確認ください。）

予約制
 

先着 50人
 
680円　予約は、健康づくり係へ か か　

(se-kenkou@city.yokohama.jp)で受付
※2019年4月～2020年3月までに1回受診可。 ※検診費用が免除される
場合があります。詳しくは、健康づくり係までお問い合わせください。

HIV(エイズ)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の検査・相談 ※希望により梅毒検査も実施。

生活習慣病予防のための相談
 3 / 24 （ 火 ）  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。 4 / 9 （ 木 ）  9時～12時
乳幼児食生活健康相談  3 / 13 （ 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）  3 / 13 （ 金 ）  13時30分～15時 予約制

 
無料

 
先着 25組

  
離乳食のすすめ方・おやつについての話、

調理説明と試食　□子ども用のスプーン・エプロン
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)  3 / 25 （ 水 ）  10時～11時30分 予約制
 
無料

 
先着 20組

  
楽しい食と歯みがきについて親子で体験します。

□仕上げみがき用歯ブラシ・子ども用のエプロン

狂犬病予防注射について

3月16日(月)～4月3日(金)

● せやまる顔はめパネル撮影ブース
● せやまるファミリーの紹介
● 四季のせやまるのイラスト
● 瀬谷の魅力紹介 など

展示やキャンペーンのプレゼント等の詳細については、瀬谷区 を見てね！

大せやまる展 ～ツイッター・インスタグラムキャンペーン～
　「せやまる顔はめパネル」を撮影して、ご自身のツイッターまたは
インスタグラムに #大せやまる展 をつけて投稿してね！
　投稿者の中から抽選で、すてきなプレゼントを贈呈！

「せやまる顔はめパネル」イメージ

【会場】 区役所2階区民ホール

　生後91日以上の飼い犬には、毎年1回の狂犬病予防
注射が義務付けられています。狂犬病予防注射は、お近
くの動物病院や出張会場で受けることができます。

 出張会場

※相沢公会堂（諏訪神社内）は実施しません。

出張会場での料金
 ・ 登録済の犬：3,650円（注射料金：3,100円、注射済票交付手数料：550円）
 ・ 初めて登録する犬：6,650円
 （注射料金・注射済票交付手数料に加えて登録料：3,000円）
※ 動物病院で狂犬病予防注射をする場合、動物病院によって料金は異

なります。

　登録済の犬の飼い主は、狂犬病予防注射の「お知らせ」に
同封されている「狂犬病予防注射問診票・狂犬病予防注射済
票交付申請書・狂犬病予防注射済証（領収書）」を切らずに、
問診票欄に記入したうえで、必ずお持ちください。

日程 10時 ～12時 13時30分～ 15時

4月 2 日（木） 瀬谷本郷公園（レストハウス前）〈本郷一丁目70〉

4月  9 日（木） 下瀬谷第四公園
〈下瀬谷三丁目57〉

4月16日（木） 五貫目町公園
〈五貫目町10-31〉

4月23日（木） 阿久和熊野神社
〈阿久和東四丁目7-1〉

宮沢町内会館
〈宮沢三丁目36-5〉

4月26日（日） 区役所1階入口前

●問合せ　区役所生活衛生係　 367-5752　 367-2843

●問合せ　区役所広報相談係　 367-5636　 365-1170

注
意
事
項食品ロス削減・土壌混合法 講習会 ～減らそう！ 食べ物の「もったいない」～

4月9日（木）10時～11時　 区役所4階会議室　 20人  ＊受講者には土壌
混合法スターターキットのプレゼントあり　 3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

検索大せやまる展
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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 3月20日 まで
に を記載して か

カラダスッキリ ～気分爽快ストレッチ～
4月8・22日、5月13・27日、6月

10・24日、7月8・22日、8月26日、
9月9日の水曜日 全10回 14時～
15時　 60人 　 400円
はじめての英会話

4月9・23日、5月14・28日、6月
11・25日の木曜日 全6回 10時～
12時　 16人 　 500円
美・ボディエクササイズ

4月10・24日、5月8・22日、6月
12・26日、7月10日、8月28日、9
月11・25日の金曜日 全10回 14
時～15時　 60人 　 400円
お菓子づくり2020
～作ったクッキーをプレゼントしよう～

4月25日（土）10時～12時
小・中学生 20人

 
＊小学3年生

以下は保護者同伴　 300円
瀬谷和楽荘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（対象は60歳以上の市内在住者）

以下のものは 3月20日 まで
に を記載して か

簡単リズムエクササイズ 3
4月9・23日、5月14・28日、6月

11・25日、7月9日、8月27日、9月
10日の木曜日 全9回 14時～15時　

50人
笑顔で元気に！ 大人のチア

4月13・27日、5月11・25日、6月
8・22日、7月13日、8月24日、9月
14日の月曜日 全9回 14時～15時

50人
シニアヨガ 3

4月14・28日、5月12・26日、6月
9・23日、7月14日、8月25日、9月8
日の火曜日 全9回 14時～15時

50人
文学講座 ～奥の細道～

4月16・23日、5月7・14・21・28
日、6月4・11日の木曜日 全8回 12
時45分～14時45分　 40人

500円
すてきな刺

し

繍
しゅう

ポーチ
4月23日、5月7・21日、6月4日の

木曜日 全4回 9時30分～11時30
分　 16人 　 1,100円

子ども卓球教室
3月14日（土）12時～14時  ＊11

時受付開始　 小・中学生 20人
ラケット（貸出しあり）、上履き

頭と体を同時に使うスポーツ
「カローリングを楽しもう」

3月19日（木）9時30分～11時30
分 　 30人

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）

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）

▼ 阿久和地区センターのつづき

以下のものは 各申込締切日まで
に を記載して か

気軽に健康体操
4月7・21日、5月19日、6月2・

16日の火曜日 全5回 12時15分～
13時15分　 30人 　 500円

3月24日 まで
癒やしのヨガ

4月7・21日、5月19日、6月2・
16日の火曜日 全5回 13時30分～
14時45分　 30人 　 500円

3月24日 まで
JAL機体整備工場見学

4月14日(火)11時30分～13時
10分 ＊東京モノレール「新整備場
駅」改札に11時集合　 45人

交通費等自己負担
3月30日 まで ＊ からも申込

み可

なかちくBOOK CAFE
テーマは～ 春 ～
　「春」にまつわるお気に入りの本、おす
すめの本を1冊お持ちください。語り
合って楽しいひとときを過ごしましょう。

3月15日（日）10時～11時
小学生以上 10人

すきっぷす♪のおはなし会
～ママのおひざで物語の世界へ～

3月24日（火）10時30分～11時
未就園児と保護者 10組

以下のものは 各申込締切日まで
に を記載して か

健康体操①②
4月3・10・17・24日、5月8・15・

22・29日、6月5・12日の金曜日 全
10回 ①12時15分～13時15分 ②
13時30分～14時30分　 健康で
運動のできる成人 各50人

1,500円　 ①②ともに体に負担
の少ない運動が中心

3月20日 まで ＊①か②を明記
なかちくdeクラシック♪
世界の名曲を歌う
～志村式発声法を学びましょう～

4月8・22日、5月13・27日、6月
10・24日、7月8日、9月9・23日、
10月14・28日、11月11・25日、
12月9・23日、2021年1月13・27
日、2月10・24日、3月10日の水曜
日 全20回 10時～11時 ＊2021年
3月に成果発表のステージあり

成人 20人 　 5,000円
3月25日 まで

認知症予防 ～音楽で脳トレ①②～
4月20日、5月18日、6月15日、7

月20日、8月17日、9月21日、10月
19日、11月16日、12月21日、2021
年1月18日、2月15日、3月15日の
月曜日 全12回 ①10時～11時30
分 ②13時～14時30分

成人 各15人 　 2,000円
4月5日 まで ＊①か②を明記

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）

三味線体操
～津軽三味線に合わせて1・2・3～

4月27日、5月25日、6月29日、7
月27日、8月31日、9月28日、10月
26日、11月30日、12月28日、2021
年1月25日、2月22日の月曜日 全
11回 10時～11時

成人 20人 　 1回300円（都
度払）　 4月10日 まで
季節の寄せ植え
～母の日に向けて～

4月28日（火）10時～12時
成人 15人 　 1,500円
4月10日 まで

こぶしの花祭り ～草餅づくり～
3月29日（日）10時～12時
100人 　 200円
3月12日～3月27日まで

懐かしシネマ館
4月4日（土）17時から ＊16時開場
30人 　 700円 ＊交流費含む
3月12日から　 か

ひよこのおはなし会（3月）
3月12日（木）・25日（水）11時～11

時30分 　 0～3歳と保護者 各日
15組

　
わらべうたと絵本の読み

聞かせ
読み聞かせボランティア必見！
読んでみよう新しい絵本

3月18日（水）10時～11時30分　
読み聞かせボランティアをしている人 

20人
　

近年出版された絵本の紹介　
3月11日9時30分から　 か

休日おはなし会
4月5日（日）11時～11時30分
3歳～小学生 ＊保護者も一緒にど

うぞ　 おはなしトリップ

本の貸出・返却サービス
3月12・26日、4月9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

東京五輪音頭-2020-を踊ろう！
3月25日（水）、4月8日（水）14時～

15時30分 　 各日 15人 　
シニアのための優しいピラティス

4月27日、5月11・25日、6月8・22
日の月曜日 全5回 14時～15時15分

長屋門公園
〒246-0023  阿久和東一丁目17-1

・ 364-7072
第2・第4水曜日（祝日等に重なる場合は翌日）

瀬谷図書館
〒246-0015  本郷三丁目22-1

301-7911　 302-3655
3月16日（月）

移動図書館「はまかぜ号」
三ツ境89-14 三ツ境大原第二公園

南瀬谷小学校
コミュニティ・スクール
〒246-0034  南瀬谷一丁目1-1

・ 303-8415　 火・金曜日

▼ 南瀬谷小学校コミュニティ・スクールのつづき
成人 15人 　 800円 ＊初回集

金　 ヨガマット（ない人はバスタオ
ル）、飲み物、動きやすい服装

4月6日 まで　 に を記載
し か

0歳からの読み聞かせ 
4月2日（木）10時30分～11時
0～3歳の子と保護者 ＊3歳以上も

可　 手遊び、紙芝居、歌など
ゆったり体操

4月4・18日、5月2・16日、6月6・20
日、7月4・18日の土曜日 全8回 10時～
11時30分　 成人 18人

　
600

円　 3月21日まで　 か

はらっぱのおはなし会
3月21日（土）11時～11時30分

「そんなにみないでくださいな」ほか
パソコン・スマホの困った
原中コミスク無料相談会

3月28日（土）13時～17時
ノートパソコン・スマートフォンを持

参できる人 9人
3月18日10時から　 か

リニューアルオープン記念プレゼント
3月20日（祝・金）～3月22日（日）
小学生以下 各日100人

 
＊幼児

は保護者同伴
新1年生入学お祝いコーナー

3月23日（月）～3月31日（火）

以下のものは 各申込期間内に、
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

ファミリークッキング
バーベキュー A・B

A：4月26日（日） B：4月29日（祝・
水）10時～14時 ＊A・Bは同じ内容　

8人以内の家族・グループ 各日
15組

　
中学生以上2,300円、

小学生1,900円、4歳～未就学児
1,000円、3歳以下100円　 自然
の中での本格的なバーベキュー

東野中学校
コミュニティ・スクール

〒246-0012  東野130
・ 304-4301　 火・金曜日

原中学校
コミュニティ・スクール

〒246-0025  阿久和西二丁目1-6
・ 391-1166　 火・金曜日

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）

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
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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。

3月16日～3月30日 まで
＊AかBを明記
ほのぼのファミリーキャンプ春

5月5日（祝・火）13時～5月6日
（休・水）15時 ＊1泊2日　 保護者
を含む8人以内の家族・グループ 
18組

　
中学生以上5,800円、

小学生5,300円、4歳～未就学児
3,700円、3歳以下500円　 自然
遊び、フィールドゲーム、クラフト、
野外炊事、キャンプファイヤー

3月16日～3月30日 まで

赤ちゃんといっしょ
スマイルヨーガタイム
　ベビーは夜泣きの軽減に、ママは骨
盤調整や腰痛等の緩和につながります。

3月17・31日の火曜日 12時～12
時40分 　 4か月～1歳半の子と
保護者 各日15組

　
1回510円　

瀬谷スポーツセンター
〒246-0032　南台二丁目4-65

302-3301　 301-9442
第2月曜日（祝日等に重なる場合は翌日）

ガンダム好きの集い
　年齢にかかわらずどなたでもどうぞ！

3月26日（木）18時30分～20時
100円

コミュニティカフェ「カフェ・アロハ」
　子どもから高齢者まで、ハワイの雰
囲気をお楽しみください。

4月4日（土）14時～16時
200円 ＊未就学児は無料
フラダンスショー

＊ハンドドリップコーヒー、ジュース等あり
＊地元ベーカリーの焼き菓子と福祉事
業所製品の販売あり

産後ママとベビーのはなし
（お産のはなし）

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

▼ 地域子育て支援拠点にこてらすのつづき
　初めて我が子に逢

あ

えたあの時のこ
と、泣いたり笑ったりしながらみんなで
お話ししませんか。

3月13日（金）10時～11時30分
12か月以下の子と保護者　
事前に

子育てサポートシステム入会説明会
3月13日（金）10時30分～11時30分
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
0歳ママのヨガタイム
　産後の骨盤筋整やリフレッシュしま
せんか。親子でゆったりと時間を過ご
しましょう。終了後、一緒にランチしま
しょう！

3月24日（火）10時30分～11時30分
施設を初めて利用する0歳児と保

護者　 バスタオル、ハンドタオル、飲
み物　 事前に

瀬谷区ふれあい助成金説明会
3月18日（水）18時から　
パートナーせや 多目的研修室
区内で活動する、地域福祉にかかわ

るボランティア活動や障害当事者団
体活動が対象

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

12月1日～12月31日受付分・敬称略

・ 瀬谷区仏教会
・ ㈱佐野銘材

以上の皆さん、
ありがとうございました。

※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。

脳卒中市民講演会 「生活習慣病対策で脳卒中・認知症予防」
3月28日（土）14時～16時 ＊13時30分開場
区役所5階大会議室　 どなたでも
横浜総合病院　臨床研究センター長　長田 乾 氏
上野 621-0398

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）

※開館時間が4月1日から10時～17時に変更になります。
　 369-7081　 366-4670　 se-kukatsu@city.yokohama.jp

みんなの立ち寄りイベント 会場 瀬谷公会堂 ２階 ホワイエ

日時  3月13日（金）12時20分～12時50分 ＊12時開場
内容  大小のリコーダーが奏でるハーモニー

 ～G 線上のアリア、アメージンググレース など～
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。

日時  4月1日（水）～ 6月20日（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　ミーティングルーム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

「墨
ぼく

笑
しょう

」 ～想いを墨に託して自由に表現～　藤瀬 絵端 作

「アーティフィシャルフラワー（造花）のブーケ」 ～花ものがたり～
丸矢 篤子 作

「デコパージュ」 ～ペーパーを貼って素
す

敵
てき

なオリジナル小物～
熊谷 きよみ 作

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。

日　時 内　容 会場・申込み・問合せ
3月11日（水）
13時30分～15時 次年度計画 中屋敷地域ケアプラザ

303-8100

3月23日（月）
13時30分～15時 座談会「来年度にむけて」 二ツ橋地域ケアプラザ

361-9807

3月27日（金）
14時～15時30分

施設協力医による
認知症のお話

阿久和地域ケアプラザ
365-9892

4月1日（水）
11時30分～14時 お花見 中屋敷地域ケアプラザ

303-8100

●その他問合せ　区役所高齢者支援担当　 367-5716　 364-2346
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Vol.9

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

イベント情報
◆ズーラシアガーデンパーティー

3月28日（土）～4月5日（日）
ころころ広場
お花見をしながら、飲食・休憩が

できます。

アカアシドゥクラングール
　ベトナムやラオス、カンボジアの
熱帯雨林に10頭ほどの群れを作っ
て生活しています。木の葉を主食と
するサルの仲間で、リーフイーター
と呼ばれています。
　ベトナム戦争の際、散布された
枯葉剤によって生息地の大半を失って数が激減したと言われてお
り、絶滅危惧種に指定されています。
　ズーラシアでは昨年9月にオスの赤ちゃんが誕生しました。愛称
は、新しい元号となって最初に生まれたことから、ベトナムの言葉で

「新しい」という意味の「モイ」に決まりました。
　生後半年を迎える「モイ」にぜひ会いに来てくださいね。

3月11日～ 4月10日までの休園日：3月17日（火）・24日（火）

生後2週間ごろ

写真はイメージです

今月号に掲載されている記事で、令和2年度の予算の執行を伴う事業などは、市会での予算議決後に確定します。

　万が一、火が出たときは、初期消火が大切です！ 
　火災から命を守るため、消火器の使い方を確認しておきましょう！

知っておこう！ 住宅用消火器の使い方
 ・ やけどをしないように、燃えているものから3～5メートル

は離れてください。
 ・ 煙や炎ではなく、燃えているものに消火薬剤を放射します。
 ・ 消火薬剤が放射される時間は、10～15秒くらいです。
 ・ 風の影響を受ける場所では、風上から消火してください。

天井に炎が届く、または天井に炎が燃え
移った場合は、速やかに初期消火を中止
して避難してください！

①安全ピンを抜く ②ホースを火元に向ける ③レバーを握る

●問合せ　瀬谷消防署　 ・ 362-0119

区ソフトテニス協会主催　
○ ソフトテニス教室参加者募集

4月12日（日）～2021年3月7日（日）　 瀬谷本郷公園テニスコート
①ジュニア教室 土曜日：9時～13時、
 日・祝日：9時～12時（月1～3回程度）
②シニア教室 日・祝日：12時～14時（月1～2回程度）

①小学3～6年生 30人 　②18歳以上 15人
①年会費 12,000円 ＊別途、入会金：1,000円、ウエア代：1,100

円、スポーツ保険：800円が必要  ＊継続の場合、入会金、ウエア代は
不要  ＊兄弟姉妹の入会は、1人のみ年会費10,000円
②1回300円　 ラケット、テニスシューズ、帽子

3月21日から　各問合せ先へ
ジュニア教室 同協会 向

こ う

後
ご

 301-6133
　シニア教室 同協会 白

し ら

江
え

 302-1584
○ 金曜教室参加者募集 

毎月第2金曜日 全12回 9時～13時（初回のみ第3金曜日4月17日） 
瀬谷本郷公園テニスコート 
ソフトテニス経験者 15人 　 1回 500円 
3月21日から　 で問合せ先へ
同協会　福井 302-3136

区バレーボール協会主催　第93回　瀬谷区バレーボール大会  
5月10日（日）8時45分開会　 瀬谷スポーツセンターほか

（代表者会議　 4月22日（水） 19時から　 瀬谷公会堂会議室）
18歳以上の区内在住・在勤者からなるチーム    
4,000円（未登録チーム 5,000円）　 一般女子9人制、一般男子6人制
4月4日～14日までに　参加費を添えて同協会（タカミネスポーツ店内　
361-0043 ＊木曜定休）へ
同協会　山田 364-1485

3月1日（日）～3月7日（土） 2019年度全国統一防火標語

春の火災予防運動

横浜消防
マスコットキャラクター

ハマくん


