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No.270

月号

4月の土曜開庁日 11日・25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。
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瀬谷区役所　〒246-0021 二ツ橋町190

※区の人口などは12ページに掲載しています。
365-1170367-5656（代表電話）

検索瀬谷区役所

区のシンボルマーク

　本紙に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・延期となる場合があり
ます。
　イベント等に参加される際
には、事前にホームページで
確認するか、紙面の各記事の
問合せ先に開催状況をご確
認ください。

ご注意ください

　今回で4回目となる「瀬谷オープンガーデン」。
　オープンガーデンとは、個人宅のお庭や、地域の皆さんが育てている
花壇などを会場として、自由に巡って楽しんでいただくイベントです。
　今年は、昨年よりさらに会場数が増え、46か所で実施します。いくつ
かの会場を巡るバスツアーも初開催！ 瀬谷区全体で創る、瀬谷の魅力「花
と緑」を楽しんでみませんか。

©ITOON/GN

せやまる

マップ

のぼり旗

●問合せ　区役所企画調整係　 367-5632　 365-1170

●問合せ　区役所区民協働推進係　 367-5696　 367-4423

 全会場を紹介するマップを、4月3日から区内公共施設及び
 区役所3階37番窓口で配布します。  ＊開催期間中は案内所で配布
 ※瀬谷区 からもダウンロードできます。

 開催期間中、三ツ境駅南口と瀬谷駅北口に案内所を設置します。
 マップの配布や各会場を巡るモデルコースをご案内します。

 会場となっているお庭や花壇には、目印として
 プレートやのぼり旗を掲示します。

● 駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
● 開催時間は、会場により異なります。個人宅等一部の会場には12時～13時までの間は入ら
ないでください （詳細はマップで確認してください。）

● 中に入って見学できる会場と、外からの見学のみの会場があります。
● 会場の植物や置物に手を触れたり、花を傷つけたりしないようご協力をお願いします。

　令和4年3月に瀬谷駅南口に区民文化センターがオープンします（予定）。
区民の皆さんに長く親しまれる愛称を募集します。
【応募資格】 区内在住・在勤・在学者
【応募方法】 横浜市電子申請・届出サービス（右の二次元コード）

から、または、はがき・FAXで、①愛称（ふりがな、
造語などは説明も記載） ②氏名（ふりがな） ③〒住所

 （区内在勤・在学の場合は、勤務先・学校名も記載） ④電話番号
 （日中連絡のつく番号）を区役所地域振興課「区民文化センター
 愛称募集」担当（〒246-0021二ツ橋町190、 367-4423）へ

最優秀賞（採用作品）　1人
図書カード5,000円分贈呈とオープニングイベントにご招待。
※採用作品の応募者が複数の場合は、厳正なる抽選により決定します。

【注意事項】
 ・ 応募作品（愛称）は、未発表のオリジナル作品に限ります。
 ・ 原則として最優秀の作品をそのまま採用しますが、必要に応じて一部
を改変することもあります。

 ・ 採用された作品（愛称）の著作権、二次利用権、その他一切の権利は横
浜市に帰属します。

※今回の募集に関して得た個人情報は、本件に関することのみ使用します。

※ 応募にあたっては、募集要項を必ずご確認ください。
※ 募集要項と案内チラシ（裏面にＦＡＸ応募用紙あり）は、４月１日から区内のスポーツ
センター、地区センター及び区役所３階35番窓口で配布します。

 また、瀬谷区 からダウンロードできます。

※詳細は瀬谷区 をご覧ください。

ご案内

見学される皆さんへのお願い

4月1日～6月1日必着応募期間

音楽多目的室（イメージ） ギャラリー（イメージ）

検索瀬谷オープンガーデン

検索瀬谷区民文化センター愛称募集

開催
期間
４月17日（金）～19日（日）
５月15日（金）～17日（日）
各日10時～15時まで

このは

瀬谷区民文化センター（仮称）の 愛称を募集します瀬谷区民文化センター（仮称）の 愛称を募集します 決まった愛称は、
広報よこはま瀬谷区版
10月号で発表予定です！

どの会場を巡るかは当日のお楽しみ！ 
ぜひご応募ください。

【日　時】 5月17日（日）10時～12時
 ＊集合：区役所　解散：瀬谷駅
【定　員】 20人（抽選）
【申込み】 4月24日（必着）まで
はがきかEメールで、①氏名（ふりがな） 
②〒住所 ③電話番号 ④参加者全員の
氏名（ふりがな）を区役所企画調整係
（〒246-0021 二ツ橋町190、
se-kikaku@city.yokohama.jp）へ

※当選者には、5月10日までに
　郵送でお知らせします。

それぞれの案内所で各日先着50人に
花の種をプレゼント

プレート
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区が地域の個性に基づいて行う取組

6 二ツ橋北部土地区画整理事業 [都市整備局] [区政推進課]
　事業予定全体区域（約9.4ha）のうち、三ツ境駅側の第1期地区（約4.1ha）に
ついて、道路等の都市基盤施設の工事及び建物の移転補償を進めます。
　また、第2期以降の地区については、引き続き事業実施に向けた地元調整等に
取り組みます。

7 瀬谷駅南口第1地区市街地再開発事業・区民文化センターの整備
[都市整備局] [文化観光局] [区政推進課] [地域振興課]

　令和3（2021）年度の竣工を目指して、
再開発ビルや都市計画道路等の整備を進
めます。
　また、ビル内に設置する区民文化セン
ターの整備に向けた調整を行います。

10 特定都市河川浸水被害対策法に基づく浸水被害対策
[道路局] [環境創造局] [総務課] [区政推進課]

　境川流域水害対策計画の策定に取り組むとともに、河川管理者・
下水道管理者・地方公共団体等が連携して総合的な治水対策を進
めます。

11 相沢第二雨水幹線下水道の整備
[環境創造局] [区政推進課] [土木事務所]

　相沢雨水幹線（相沢川）の排水能力不
足により、瀬谷地区及び相沢地区で発
生している浸水被害軽減のため、相沢
雨水幹線の排水能力を補完するバイパ
ス管の工事を引き続き行います。供用
開始は令和3（2021）年3月末を予定し
ています。

12 瀬谷支線下水道の整備
[環境創造局] [区政推進課] [土木事務所]

　瀬谷地区周辺の境川沿いで発生している浸水被害軽減のため、
新たな雨水管の整備を進めます。

13 三ツ境地区下水道の整備 
[環境創造局] [区政推進課] [土木事務所]

　三ツ境地区周辺で発生している浸水被害軽減のため、新たな雨
水管の整備を進めます。

8 県道瀬谷柏尾の拡幅整備
 

[道路局] [土木事務所]
　車道拡幅及び歩道設置等の道路改良のため、引き続き完成に向けて、用地の
取得や道路改良工事を行います。

9 市道下瀬谷第438号線の道路改良
 

 [道路局] [土木事務所]
　市道下瀬谷第438号線の和泉川宮前橋付近は、カーブが急で見通しが悪いこ
とから道路改良及び歩道設置を計画しています。引き続き用地の取得や道路改
良工事を行います。

「幸せが実感できる瀬谷づくり」の実現に向け、各種事業に取り組みます。

旧上瀬谷通信施設地区のまちづくり

令和2年度予算　9,449万円

まちづくり

治水・河川改修

道路整備
雨水幹線の建設に使われて
いる掘

くっ
削
さく
機（シールドマシン）

特集 
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1 国際園芸博覧会の開催に向けた取組の推進
 [都市整備局] [区政推進課]

　国際園芸博覧会の2027年横浜開催に向けた取組を推進しています。博覧会の
会場構想及び事業展開の検討や、国内外への広報PR・機運醸成などを行います。

2 旧上瀬谷通信施設地区事業化検討
 [都市整備局] [環境創造局] [区政推進課]

　農業振興と都市的土地利用による郊外部の新たな活性化拠点の形成を目指し
ています。土地利用基本計画に基づき、土地利用の具体化に向けた検討ととも
に市施行による土地区画整理事業に向けた事業計画案作成や都市計画法及び
環境影響評価法に基づいた手続き等を進めます。

旧上瀬谷通信施設地区の関連事業化検討
3 新たな交通　 4 周辺道路 [都市整備局] [区政推進課]
　大規模な土地利用転換に伴い、想定される交通需要に対応するため、瀬谷駅を
起点とした新たな交通の導入に向けて、設計等を進めます。
　また、交通量の大幅な増加に対応するため、八王子街道など都市計画道路の
整備による道路ネットワークの強化に向けて、設計等を行います。

5 公園
 　 [環境創造局] [区政推進課]
　旧上瀬谷通信施設に広域公園を
整備するために、設計等を進めます。

土地利用ゾーン図 ▶

市役所と区役所が連携・協力して行う取組

　日々の暮らしの中で区民の皆さんが関心を持っていること、困っていることは、区によって異なっています。この
ような地域の身近な課題やニーズに、区役所が素早く対応するための予算が「個性ある区づくり推進費」です。
　瀬谷区では、5つの柱を設定し、各柱の実現に向けて、取り組んでいきます。

子ども・青少年の育成 安全・安心のまちづくり

魅力の創出、区民協働の推進

共感・信頼の区役所 

健康増進、福祉の充実　

1,823万円 1,742万円

3,849万円

393万円

1,642万円

子育て応援事業 〔こども家庭支援課〕
　瀬谷区の子育てに関わる団体と連携し、子育て
家庭を支援します。
 ● 子育て応援イベントや保育まつりの開催
 ● 子育て応援マップ「ぐるっとなび」を、子育て当
事者（ママリポーター）の協力を得て作成、配布

  ※乳幼児健診、子育て広場等で配布

学習支援事業 〔こども家庭支援課、生活支援課〕
　学校や地域・団体等と連携し、小学生
を対象とした学習支援や、学習支援に携
わるボランティアの養成講座を行います。
 ● 小学生を対象とした放課後の学習支援
を10校で実施（新規2校）

せやっこ体験事業 〔地域振興課〕
　子どもたちの元気で心豊かな成長を
支援するため、さまざまな体験事業を
実施します。
 ● せやっこわくわくワーク
 ● せやっこ農体験

災害対策 〔総務課、福祉保健課、生活衛生課〕
　地域住民が実施する防災訓練や
研修会等への支援や啓発活動を通
じて地域防災力の向上につなげます。
 ● 子ども向け体験型防災プログラム
の実施

 ● 境川流域防災スピーカーの運用
 ● ペット同行避難訓練の実施
 ● 災害時医療体制の整備に向けた医療機関との連携や災害時医療
体制の啓発

まちの安全・安心 〔地域振興課〕
　安全で安心して暮らせるまちづくりを
推進するため、区民の防犯・交通安全
意識の啓発・向上を図ります。
 ● 特殊詐欺対策の推進 

 ● 交通安全教室の実施
 ● 放置自転車対策の推進

瀬谷の魅力発信 〔区政推進課、地域振興課〕
　水・緑豊かな環境や歴史など、瀬谷の
魅力を発信していきます。
　また、国際園芸博覧会開催に向けた盛
り上げにつながる取組を行います。
 ● 旧上瀬谷通信施設のはらっぱを活用し
たイベントの開催

 ● 瀬谷オープンガーデンの開催
  ＊本紙5ページ参照
 ● 瀬谷の「農」をPRする取組
    （せやマルシェ）の実施
 ● イルミネーションの実施
 ● 区の花「アジサイ」の名所ＰＲ
 ● 「瀬谷の史跡めぐりガイドブック」販売
 ● 「瀬谷ふるさと歴史さんぽ道」
  ガイドマップ配布

瀬谷フェスティバル
〔地域振興課〕
　区内最大のイベント
「瀬谷フェスティバル」
（10月）を開催します。

信頼や期待に応えられる区役所の実現 〔区政推進課〕
　各種広報印刷物やボランティアによ
る窓口案内などを通じて、来庁者のサー
ビスを向上していきます。
　また、区民との対話を大切にし、身近
な区役所を目指します。
 ● せや百科、区民生活・防災マップの発行
 ● 区民ボランティア「せやまるサポーター」

健康づくり 〔福祉保健課〕
　子どもから高齢者までの幅広い年齢
層を対象に、健康づくりに関する正し
い知識の普及や予防啓発を進めます。
 ● 生活習慣病予防
 ● がん検診・特定健診受診の啓発
 ● 食育
 ● ウォーキングの推進
　瀬谷区元気フェスタを関係団体等と
協働し開催します（5月31日）。
 ● 歯科に関する講演会
 ● 健康チェック(体力測定、ロコモチェッ
ク等)

 ● 健康相談
 ● 医師会、歯科医師会、薬剤師会等
  からの出展
 ● さまざまな体験コーナー

高齢者支援 〔高齢・障害支援課〕
　高齢者とその家族が、いつまでも住み慣れた地域
で安心して暮らすための取組を進めます。
 ● 地域包括ケアシステムの構築の推進
 ● 認知症キャラバンメイトの活動支援
 ● 「エンディングノート」に関する講座
 ● 介護者のための出張こころ相談

障害者支援 〔高齢・障害支援課〕
　障害に関する理解の普及啓発や自殺対
策啓発講演会等を行います。
 ● 福祉事業所等の製品販売の促進
 ● 障害への理解を深めるための出前講座
 ● 自殺対策ゲートキーパーの養成研修

学習支援

はまっこ交通安全教室

子育て応援マップ 地域防災拠点における訓練

イルミネーション
（瀬谷駅北口）

区民生活・
防災マップせや百科

瀬谷フェスティバル

※各写真はイメージです。

ウォーキングイベント

体力測定

福祉事業所の製品販売

せやっこ農体験

エンディングノート
＊講座参加者に配布 

瀬谷の
史跡めぐり
ガイドブック

●問合せ　区役所企画調整係　 367-5632　 365-1170　　予算については、区役所予算調整係　 367-5613　 366-9657　

主な道路
主な道路（事業中）
自動車専用道路
インターチェンジ
新たな交通
主要な地区内道路
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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」

長屋門公園

阿久和富士見
小金台公園

阿久和小金
第一公園

阿久和小金
第二公園

阿久和小金
第三公園

阿久和東
第三公園

●問合せ　区役所地域活動係　 367-5692　 367-4423　 se-ippin@city.yokohama.jp

●問合せ　環境創造局公園緑地整備課　 671-2653　 671-2724

●問合せ　区役所健康づくり係　 367-5744　 365-5718

　瀬谷区では、地元で愛される名品・名店を
「瀬谷の逸品」として認定しています。
今年は新たな「逸品」を募集・認定します。

評価モニターになってみませんか！
　「瀬谷の逸品」は評価モニターの審査を経て、認定します。
評価モニターになっていただく人を募集します。
【対象】 18歳以上の区内在住・在勤・在学者
※謝礼があります。 
※説明会への出席が必要です。　

応募は、 （右の二次元コード）から。
または、 か で下記問合せ先へ。

※「瀬谷のうまい商品」「瀬谷のうまい店」「評価モニター」共通です。

詳しくは、区役所地域振興課（3階34番窓口）で配布するチラシか、
瀬谷区 をご覧ください。

「瀬谷の逸品」プレゼント！
　「瀬谷のうまい商品」・「瀬谷のうまい店」の募集に、他薦で応募いた
だいた人の中から、抽選で20人に「瀬谷の逸品」が当たります。
※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。

応募
してね！

●問合せ 区役所区民協働推進係 367-5694 367-4423
 瀬谷図書館 301-7911 302-3655

第二次瀬谷区読書活動推進目標を策定しました！ 第134回 瀬谷水
み

緑
りょく

の健康ウォーク
瀬谷ウォーク＆スポーツ体験 第13弾
～陽春の日を浴びて、元気よく～

瀬谷区に新たな公園がオープン！　 全面オープン！
阿久和富士見小金台公園 瀬谷本郷公園（拡張区域・自由広場）

　地域の皆さんが区画を借りて、野菜や
草花の栽培を楽しめる公園です。
　公園内からは富士山の眺望を楽しむこ
ともでき、幼児用遊具のある広場には富
士山を模した築

つき

山
やま

もあります！

　公園南側約2ヘクタールの整備が完了し、公園全体
が完成しました。
　今回オープンしたエリアでは、広大な芝生広場や遊
具のある冒険広場でさまざまな遊びができ、外周園路
450ｍのジョギングコースや健康器具で運動も楽しむ
ことができます！

※駐車場はありません。
この公園は横浜みどり税を
活用し整備しました。

【所在地】 阿久和東二丁目61-1

【所在地】 本郷一丁目70-2
※芝生広場は5月頃まで
　養生中です。

　横浜市民の読書活動の推進に関する条例（平成26年4月施行）に基づき、
「第二次瀬谷区読書活動推進目標（令和元年度～5年度）」を策定しました。

　瀬谷本郷公園までのウォーク（７㎞）のほか、スポーツや遊びも
体験しましょう！ 
【日　時】 ４月18日（土） 集合8時45分　解散13時30分頃
 集合場所：二ツ橋公園（区役所隣接） ＊雨天決行・荒天
 中止（雨天時、コース・距離等の変更の場合あり）
【参加費】 200円（参加者にグッズをプレゼント）
【持ち物】 タオル、飲み物、弁当、健康保険証、雨具等
【コース】 （距離7㎞）二ツ橋公園（出発式・イベント①）～せやま

る・ふれあい館～瀬谷市民の森～瀬谷みはらし公園
（ＷＣ）～瀬谷中央公園～瀬谷本郷公園（昼食・イベン
ト②）～瀬谷駅北口公園（解散式）

イベント①： ウォーキングアドバイス（姿勢と歩き方の実践ほか）
イベント②： ウォーキングアドバイス（インターバル歩行ほか）、
 健康遊具体験、「瀬谷かるた」

＜基本目標＞ 生きる力を育み、こころの豊かさと人のつながりを実感
   できる読書環境づくり
 目標1 子どもの読書活動の推進
 目標2 成人や障がいのある方への読書活動の推進
 目標3 読書活動推進施設や地域ボランティアとの連携による
  読書活動の推進

　詳細については、区内公共施設で配布する
リーフレットまたは瀬谷区 をご覧ください。
〇配布場所 区役所3階35番窓口、瀬谷図書館、
 区内地区センター、コミュニティ・スクール、ケアプラザ、
 地域子育て支援拠点にこてらす等
〇瀬谷区 検索瀬谷区読書

検索瀬谷の逸品

 応募締切 5月25日 まで

 （フランチャイズ・チェーンは除く。）
※いずれも、自薦・他薦を問いません。

募集！
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…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 11/6～ 11/30生  4 / 15 （ 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。

R1 12/1～ 12/20生  4 / 22 （ 水 ）  
1歳
6か月児 H30 9/24～ 10/10生  4 / 16 （ 木 ）  8時45分～

9時20分★

3歳児 H29 3/16～4/5生  4 / 23 （ 木 ）  12時45分～
13時30分★

乳幼児歯科相談（0歳～就学前の乳幼児）  4 / 16 （ 木 ）  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

●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

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  4 / 24 （ 金 ）  
 5 / 1 （ 金 ）  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  4 / 17 （ 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）  4 / 17 （ 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

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

西部ユースプラザの出張相談  4 / 21 （ 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15～39歳の人とその家族

●問合せ　区役所広報相談係　 367-5636　 365-1170

せや区からのお知らせ

トピックス・特集

施設からのお知らせ

健診などのお知らせ

69.3％

63.0％

46.5％

26.4％

バスの乗降訓練

言語教室

「広報よこはま瀬谷区版」アンケート結果について 令和2年度  脳卒中後遺症の人のリハビリ教室
　日常生活の自立や社会参加のきっかけとして
いただくためのリハビリ教室です。
【日程】 5月20日～2021年2月24日 原則水曜日
 13時30分～15時 月2～5回 全35回
【会場】 二ツ橋第二地域ケアプラザ ほか
【対象】 おおむね40～64歳で、脳卒中等を発症し、
 退院後間もない人や家に閉じこもりがちな人
 ＊原則、家族の送迎を含めご自身で通える人
【内容】 専門家の助言によるスポーツ体験、
 外出実習（バスの乗降訓練等）、
 言語リハビリ、再発予防講座、
 栄養講座、音楽交流会等
 ＊理学療法士による身体機能の
 　個別評価あり
 ＊介護保険サービスと併用可　＊参加費無料

● 申込み（随時）・問合せ
 中途障害者地域活動センター ワンステップ瀬谷　 ・ 360-1408
 区役所高齢者支援担当　 367-5716　 364-2346　

　本紙1月号で実施したアンケートへのご協力ありがとうございました。
　お寄せいただいたご意見・ご感想等は、紙面づくりの参考にさせて
いただきます。今後も広報よこはま瀬谷区版のご愛読をお願いします。

※ アンケート結果の詳細は瀬谷区 をご覧ください。

半数以上の人が瀬谷の魅力に関心があるんだね！

これからも
瀬谷区の情報に
注目してね！

○回答者数 368人

○興味のある分野について（複数選択可）

○よく読む記事について（複数選択可）
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

4月13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」

区役所5階健康相談室
367-5716

4月24日（金）13時～15時 介護
らく楽
講座

「施設見学」 阿久和地域ケアプラザ
365-98925月3日（祝・日）10時～12時 「座談会」

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

検索広報よこはま瀬谷区版　アンケート

瀬谷の魅力

文化・スポーツ

健康

防災・防犯

子育て

ごみ・環境

福祉

保険・年金

税金

53.3％

45.7％

43.2％

39.7％

35.9％

32.6％

30.7％

24.5％

22.8％
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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 ・・・・・・・・・・・・・・・

「瀬谷センター40周年記念」
ロビーコンサート
心に響く唱歌・童謡コンサート
5月9日(土）13時～13時45分
ももたらう

以下のものは 4月21日 まで
に を記載して か

プラネタリウムで星の観察
～三日月のような金星を見よう！～
5月2日（土）18時30分～20時
20人  ＊小・中学生は保護者同伴　
200円
和布クラフト
～紫

あ じ さ い

陽花のつまみ細工とかえる～
5月8・15・22・29日の金曜日 全

4回 9時30分～12時
16人 　 1,550円

～しっかり燃焼～
リズムでエクササイズ
5月12・26日、6月9・23日、7月

14日の火曜日 全5回 10時～11時
15人 　 500円
懐かしの名曲を唄

うた

いましょう
5月12・26日、6月9・23日、7月

14日の火曜日 全5回 10時～12時
30人 　 500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 4月21日 まで
に を記載して か

徳川将軍の謎と江戸文化
5月12・19・26日、6月2・9・16・

23日、7月7・14・21日の火曜日 全
10回 9時30分～11時30分
30人 　 900円
パソコン・スマホお悩み相談
5月20日（水） ①13時～14時 ②

14時15分～15時15分 ③15時30
分～16時30分 ＊申込時に希望時間
（①か②か③）を明記
各回3人

　
ノートパソコンま

たはスマートフォン
パソコンふれあい館・せや

子どもバドミントン教室
4月18日（土）12時～14時（受付11

時から）
　

小・中学生 20人
ラケット（貸出しあり）、上履き、飲み
物、タオル

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）

～アコースティックギターの音色で
歌う～ 歌声サロン
5月21日、6月18日、7月16日、9

月17日の木曜日 全4回 10時～11時
30分 ※10月10日（土）ミニコンサート
あり。　 成人 15人

　
1,000円

4月30日 まで　 に を記
載し か

鯉のぼりと5月人形展示
4月18日（土）～5月11日（月）
長屋門寄席 ～春の落語会～
4月18日（土）14時～15時30分　
30人

　
1,000円

落語：春風亭柳之助、春風亭昇乃
進　講談：日向ひまわり　三味線：川
崎芳子
4月11日から　 か
長屋門みどりの日 巣箱づくりに挑戦
　巣箱を作って、公園内の木々に取り
付けます。
4月29日（祝・水）10時～14時
親子 10組
作った巣箱を持ち帰る場合は500円　
昼食、飲み物
4月11日から　 か
竹笛づくりに挑戦！
5月3日（祝・日）、4日（祝・月）、6日

（休・水） ①10時～11時30分 ②13
時30分～15時30分
各回15人  ＊小学3年生以下は

保護者同伴
100円または200円（2種類あり）
4月11日から　 か
子ども祭り ～柏

かしわ

餅をつくろう～
　たくさんの鯉のぼりの下で、自分で
作った柏餅を食べよう。竹笛作りの体
験もあります。
5月5日（祝・火）

柏餅作り：10時～12時
竹笛づくり：12時30分～13時30分
80人  ＊小学3年生以下は保護

者同伴
　

柏餅作り200円、竹笛作
り100円　 昼食、飲み物　
4月11日から　 か

ひよこのおはなし会（4月）
4月16日（木）・22日（水）11時～11

時30分
　

0～3歳の子と保護者 
各日15組

　
わらべうたと絵本の

読み聞かせ

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17-1

・ 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
4月20日（月）、5月7日（木）

▼ 瀬谷図書館のつづき
新学期 読んでみようこんな本
　図書館司書が選んだ、よりすぐりの
おススメ児童書を年齢別に展示・貸出
します。
4月21日（火）～5月17日（日）

本の貸出・返却サービス
4月23日、5月7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

歌♪と脳トレ
～発声でえんげ機能もアップ！～
5月27日、6月24日、7月29日の水

曜日 全3回 10時～11時30分
20人

　
100円

筆記用具、飲み物
4月20日 まで　 に を記

載し か

おはなしＯ
わん

ｎｅＯ
わん

ｎｅ
～しゅっぱつ しんこう！～
4月13日（月）10時30分～11時
未就学児と保護者

0歳からの読み聞かせ 
5月7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

以下のものは 4月20日 まで
に を記載して か

健康体操
～リズムに乗って楽しみましょう！～
5月6・20日、6月3・17日の水曜

日 全4回 13時～14時
成人 10人

　
400円

楽しく発声しましょう！
～体と声の老化防止～
5月7日（木)10時～11時30分
成人 15人
デコパージュを楽しみましょう！
～マグネットにデコパージュ～
5月16日（土)13時～14時30分
小学生以上 10人

　
300円

移動図書館「はまかぜ号」
三ツ境89-14 三ツ境大原第二公園

瀬谷さくら小学校
コミュニティ・スクール
〒246-0035  下瀬谷三丁目58-1
・ 304-1755　 火・金曜日

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

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

いきいき表情作り！
5月21日（木)13時～14時
成人 15人　 手鏡
UVケア、体ほぐし、二の腕マッ

サージなど

まるたのしろのおはなしかい
4月15日(水）10時30分～10時50

分
親子ピラティス
～親子で楽しくリフレッシュ♪～
4月21日(火）10時30分～11時30分　
2か月～2歳の子と保護者 10組
600円
汗拭きタオル、飲み物
4月11日から　 か
窓にお絵かきしよう
4月29日(祝・水）13時～14時
ベビーマッサージ
5月7日(木）10時30分～11時30分
2か月～歩き出す前の乳児と母親　

8組 　 600円
防水シート、バスタオル
4月21日から　 か

マタニティヨーガ
　出産に向けて体を整えることをテー
マとした、ゆったりとした動きのヨーガ
です。
5月18日（月）10時～10時50分
妊娠16～35週の人 15人
510円
5月1日10時から　 か

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！
4月23日(木）18時30分～20時
100円

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）

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）

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

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・延期となる場合があります。
イベント等に参加される際には、事前に各施設の などで確認するか、各施設に開催状況をご確認ください。
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親子で遊びにおいでよ！
　おもちゃや絵本のある室内と広い庭
があり、昼ご飯を食べることもできます。
にこてらす開館日の9時30分～15

時30分（15時15分から帰り支度の時
間）

　
未就学児と保護者 ＊初回

のみ要利用登録
子育てサポートシステム入会説明会
4月18日（土）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

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

1月1日～1月31日受付分・敬称略
・ 瀬谷区更生保護女性会
・ 川口 民善
・ ㈱佐野銘材
・ イトーヨーカドー労働組合
 食品館瀬谷支部
・ 一般社団法人横浜相

す
撲
もう
甚
じん
句
く
会

＜物品寄付＞
・水村 明

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

区民活動センターイベント情報

※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。

アフリカへ毛布を送る運動
　ご不用の毛布がありましたら、ご協力お願いします。古くてもかまいま
せん。
4月1日（水）～5月30日（土）
二階堂 302-1921、佐藤 301-2759  ＊いずれも12時～20時

鯉のぼりを揚げます！
　一面に鯉のぼりが泳ぐ姿をぜひご覧ください。
4月27日（月）～5月6日（休・水）　 相沢雨水調整池内（相沢六丁目）
布製鯉のぼり募集
　ご不用になった鯉のぼりの寄付をお願いします。連絡いただけれ
ば受け取りに伺います。 ※団地サイズは不可。
4月1日（水）～4月26日（日）　 山﨑 302-9018 ＊8時～17時

「所得税の確定申告」及び「市民税・県民税申告」の申告期限を

4月16日（木）まで延長します。
※ただし、3月17日以降に申告した場合、令和2年度の課税処理に間に合
わない場合があります。この場合、「税額変更通知書」または「税額決定
通知書」を順次お送りします。ご理解とご了承のほどお願いします。

※延長期間中、所得税の確定申告会場は、保土ケ谷税務署になります。
※ 確定申告に関するお問い合わせは、保土ケ谷税務署（ 331-1281）へ。

●問合せ　区役所市民税担当　 367-5651　 362-8349

区太極拳協会主催　春のさわやか太極拳
　初心者・既習者を問わずお気軽にご参加ください。
5月3日（祝・日）9時30分～12時　 瀬谷スポーツセンター 第2体育室
区内在住・在勤・在学者 50人
練功・太極拳（入門・初級・24式・48式）　 運動ができる服装、室内履き
4月11日～4月30日まで　 で同協会の原田（ 302-7176）へ

区ダンススポーツ連盟主催　第41回瀬谷区民ダンススポーツの集い
5月3日（祝・日）12時～16時　 瀬谷スポーツセンター
前売り券1,000円、当日券1,200円
事前に で同連盟の尾身（ 090-2475-0670）へ、または

区剣道連盟主催　第51回瀬谷区民剣道大会
5月17日（日） 9時から　 区内中学校（予定）
区内在住・在勤・在学者　 申込先へお問い合わせください。
個人戦（小・中・高校生）、団体戦（小・中・高校生、一般）

＊男女別、団体戦は3人1組（予定）
4月11日～20日まで　 か で同連盟の櫻井（ 090-1811-4415
samuraizinbee@yahoo.co.jp）へ 

区卓球協会主催　第39回瀬谷区民卓球大会
5月24日（日）9時開場　 瀬谷地区センター
中学生以上の区内在住・在勤・在学・在クラブ員
男子（個人戦）一般・初級・壮年（65歳以上） 800円（学生400円）、

女子（ダブルス）一般・初級 1,500円（学生800円）
＊ブロックリーグ戦後、トーナメント戦
4月19日～29日まで　同協会（タカミネスポーツ内　 361-0043

＊木曜定休）へ参加費を添えて
同協会　守屋 301-0914、 090-1886-2248

日時  毎週火・金曜日（12月29日～1月3日を除く）13時～17時 
＊受付15時30分まで

会場  瀬谷区民活動センター　ミーティングルーム1
講師 パソコンふれあい館・せや

パソコン、スマートフォン、タブレット端末に関する相談会です。
自治会、PTA、サークル活動等でお困りの人などをはじめ、
団体・個人を問わず参加できます。

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時に変更になりました。

　 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  4月17日（金）12時20分～12時50分 ＊12時開場
内容  なつかしい歌をご一緒に！ 歌ごえ＆脳トレ
 ～青い山脈、365歩のマーチ など～
出演  歌声サークル フェリーチェ

  毎月１回開催！ 気軽に楽しめる昼休みイベントです。
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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…  121,914人 （前年同月122,561人）
世帯数……  51,478世帯 （前年同月51,189世帯）

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

2020年3月1日現在

●問合せ　区役所地域活動係　 367-5692　 367-4423

第31回  瀬谷区音楽祭出演者募集
【日時】 ソロ・邦楽・器楽アンサンブルの部：7月4日（土）13時開演（予定）　
 合唱の部：7月5日（日）12時30分開演（予定）　
【会場】 瀬谷公会堂
【演奏時間】 合唱は7分以内、ソロ・邦楽・器楽アン

サンブル（吹奏楽を含む）は10分以内
【出演費用】 1団体10人まで5,000円、以降1人に

つき100円（例：15人なら5,500円）
【応募資格】 区内在住・在勤・在学または区内に活動場所がある
 音楽愛好家 ＊詳細は募集要項を参照
【申 込 み】 4月1日～4月30日 まで
 所定の応募用紙に必要事項を記入し、直接持参か郵送で
 瀬谷区民活動センター「瀬谷区音楽祭担当」（〒246-0021 

二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館2階）へ
 ＊ 募集要項・応募用紙は、4月1日から申込先のほか
  区役所35番窓口、区内地区センターで配布

●問合せ　瀬谷区音楽祭連絡会　大神 301-4383 ＊受付20時～22時

●問合せ　資源循環局瀬谷事務所　 364-0561　 391-4784

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」～

　食品ロスを減らすためにできる家
庭での工夫を紹介します。土に混ぜ
るだけの簡単な方法で野菜や花の栽
培に適した良質な土をつくる「土壌混
合法」も体験できます。生ごみを「捨
て」ずに「活かし」てみませんか。

①5月14日（木） ②6月4日（木）  10時～11時
①区役所4階会議室 ②区役所5階大会議室B　 各日20人
いずれも4月13日から　 で問合せ先へ

受講者には
「土壌混合法
スタートキット」を
プレゼント！

Vol.10

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

エランド
　アフリカの東部から南部の主にサバンナ
や開けた森林などで大きな群れを作り、
アカシアなどの枝葉や草を食べて暮らし
ています。オス・メスともに特徴的なねじ
れた角があります。
　よこはま動物園では、昨年12月にシュー
ズがオスの赤ちゃんを出産しました（愛称：
タビー）。タビーは元気に成長しています。
暖かくなる春頃にタビーの展示場デビュー
を目指して準備していますので、楽しみに
してください。

4月1日～ 5月11日まで休園日はありません。

シューズとタビー（右）

   ◆飼育の日イベント
　4月19日の「飼育の日」にちなんで、飼育員
が皆さんからの質問に回答したパネルをアマ
ゾンセンターで展示します。
4月1日（水）～ 5月11日（月）
アマゾンセンター

イベント情報

新入学生の皆さん
交通ルールを守りましょう

　新入学生の皆さん、保護者の皆さん、ご入学おめでとうございます。
楽しい学校生活を送るために、通学路などで事故がないよう、しっかりと
交通ルールを守りましょう！

● ランドセルカバーをつけましょう。
● 反
はん
射
しゃ
材
ざい
を

 つけましょう。

● 横
おう
断
だん
歩
ほ
道
どう
を渡

わた
るときには

 右
みぎ
手
て
をあげて、右

みぎ
・左
ひだり
・

 もう1回
かい
右
みぎ
を確

かく
認
にん
！

● 交
こう
差
さ
点
てん
は飛

と
び出

だ
し注
ちゅう
意
い
！

信
しん
号
ごう
が点
てん
滅
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いるときは、道
どう
路
ろ
を

渡
わた
るのはやめましょう！

● お友
とも
達
だち
と歩

ある
くときは、

 右
みぎ
側
がわ
通
つう
行
こう
で

 縦
たて
に並

なら
びましょう！


