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ご注意ください 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・延期になる場合があります。

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ご確認ください。

【展示内容】 道路の役割や土木事務所の仕事を紹介します。

期間
 8月3日（月）～8月31日（月）　　 会場

 
瀬谷駅南北自由通路  　道路ふれあい月間パネル展

●問合せ　瀬谷土木事務所管理係　 364-1105　 391-6974

No.274

月号

ここから瀬谷区版です。（5 ～8ページ）

せやまる

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

Twitter Instagram
SNSで情報発信！
“瀬谷の魅力、発信します！”

8月の土曜日開庁 8日・22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 検索

8月号は、紙面の都合により「施設からのお知らせ」の掲載を休止しています。掲載施設等
の一覧は、瀬谷区 でご覧になれます。    広報よこはま　瀬谷　施設からのお知らせ 検索

区の人口 121,699人　　世帯数 51,695世帯 （2020年7月1日現在）

たねダンゴって？

●問合せ　区役所地域活動係　 367-5692　 367-4423

●問合せ　区役所企画調整係　 367-5632　 365-1170

●問合せ　区役所危機管理・地域防災担当
 367-5611　 366-9657

運転経歴証明書でおトクな
サービスを受けよう！

避難所・避難場所における
新型コロナウイルス感染症の対応

　子どもから大人まで、誰でも簡単につくれる「たねダンゴ」で、
公園に花壇をつくるワークショップを実施します。どんな花が
咲くかは来春のお楽しみ。きれいな花で公園を彩りましょう。

旧上瀬谷通信施設で2027年に国際園芸博覧会を開催します！

ケト土
つち

（水中に堆積した水草からでき
た栄養分のある土）と赤玉土を混ぜた
土のダンゴに、花の種を練り込んだも
のを花壇やプランターに植え付ける、
「新しい種まきの手法」です。

　避難（場）所での新型コロナウイルスの感染リスクを
軽減するため、区民の皆さんにご協力をお願いします。

1 災害時、自宅で安全を確保できる場合は、在宅避難に努めてください。 
2 在宅避難に備え、食料やトイレパック等を3日分程度備蓄してください。 
3 行政が開設する避難（場）所だけではなく、親戚や友人の家への避難
も検討してください。

4 避難（場）所での感染症対策は、マスク・手指消毒用アルコールの使用
が効果的です。避難するときはマスクや手指消毒用アルコール、体温
計を持参してください。

5 避難（場）所では、必ずマスクを着用し、受付での体温測定等の健康
状態確認にご協力をお願いします。

対象店舗等の詳細は、瀬谷区 をご覧ください。 瀬谷区  免許返納サービス 検索

   区内商店街で、運転経歴証明書（※）を
提示すると、おトクなサービスを受けられます！

対象店舗は右上のステッカーが目印です！
 ※運転免許証を警察署で自主返納すると交付を受けることができます。

   区役所（3階34番窓口）で、運転経歴証明書を
提示すると、オリジナルエコバックをプレゼント！ 

※瀬谷区在住者のみ  先着順  無くなり次第終了

で

花畑をつくろう！

８月11日～

さらに

日　時  10月4日（日） ※荒天中止
 9時30分～12時までの間の１時間程度
 ※集合時間は当選者に通知
会　場  瀬谷本郷公園野球場周辺
定　員  120人 多数抽選

  
※小学生以下は保護者同伴

応募期限  9月10日（必着）まで
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、
 はがきに①〒住所 ②代表者氏名（ふりがな） ③電話番号 ④参加人数
 を記載し、区役所企画調整係へ ※当選者には9月25日までに詳細をお知らせします。
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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。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。

0歳～2歳児

3歳～就学前
保育時間
あり

教育時間
のみ

　瀬谷区には、9つの幼稚園と26の保育施設、4つの認定こども園があります。この特集では、
「復職を考えているけど保育園に入れるのかな？」「働きながらでも幼稚園に通わせたい」と
考えている保護者の皆さんに、さまざまな子どもの預け先を紹介します。
　2021年４月入園の利用申込みは10月から始まりますので、ぜひ参考にしてください。

●問合せ　区役所こども家庭支援課保育担当　 367-5782　 367-2943

幼稚園 保育施設 認定こども園
関東幼稚園の継

つぎ

田
た

先生がお答えします！ 瀬谷第二保育園の畠
はた

中
なか

園長がお答えします！ 認定こども園はらのこ原幼稚園の中村先生がお答えします！

働きながらでも幼稚園に通わせられるの？
保育施設にもいろいろ種類があるの？ 瀬谷区にある認定こども園を知りたい！

2021年4月
入園申込みの
スケジュール

幼稚園・認定こども園（幼稚園として利用する場合）
10月15日…各園で願書配布開始　　11月 1日…各園で願書受付開始
※願書の配布・受付日は市内全園共通。
※配布・受付時間や申込期限、入園募集人数、選考方法等の詳細は、各園にお問い合わせください。

瀬谷区内の幼稚園・保育施設・
認定こども園の一覧とそれぞれ
の違い・特長をわかりやすくまと
めた冊子「教えて、こどものあず
けさき」を区役所こども家庭支援
課（4階40番窓口）で配布してい
ます。ぜひご活用ください。

2019年10月から、３～５歳児
クラス等の幼稚園・保育施設
の利用料が無償化されました。
詳細は、横浜市ホームページ
をご覧ください。

8～9月のうちに情報収集を！ 幼児教育・保育の無償化

保育施設・認定こども園（保育施設として利用する場合）
10月中旬…「保育所等利用案内」の入手（各区役所等で配布）、就労証明書などの入手
11月上旬… １次申請締切　　2021年2月上旬…結果通知（郵送）
※詳細は、広報よこはま瀬谷区版10月号でご案内する予定です。

　幼稚園は、小学校の就学準備や「生きる力の基礎」を育むことを
目的とした教育施設です。
　幼稚園では、遊びや環境を通して友達関係を育んだり、社会性や
主体性を身に付けたりすることを大切にしています。年齢、発達段階に合わせた保育内容のもと、
成長を促すための活動や支援を日々行っています。さまざまな体験を通して、思考力、判断力、
表現力等の基礎を養っていきます。

　保育施設は、働いているなどの事情で、家庭で保育ができない保
護者に代わって、保育を行っています。
　生活や遊びを相互に関連させながら、0歳～ 2歳は保育を中心に
生活習慣を身に付けることを目指し、3歳～就学前には教育にも配慮した過ごし方をします。
　心と体の健康を大切にしながら、子どもを主体として尊重し、乳幼児期にふさわしい経験を
積み重ね、豊かな感性や創造性につながるよう日々の保育を行っています。

　認定こども園は、幼稚園に保育施設としての機能を持たせた施設です。
　保護者が働いているなどの場合は、0歳～2歳までは保育施設として
子どもを預けることができ、3歳～就学前は、日中は幼稚園と同じ教育を
受け、その前後も保育時間に子どもを預けることができます。
　認定こども園は、大きな行事の際には、0歳～2歳と3歳～5歳の子どもたちが一緒に楽しく
参加できます。また、お天気の日は園庭で思いっきり遊んだり、体操・英語・音楽・制作をした
りするなど、メリハリのある教育を受けられるのが魅力です。

対象年齢▶3歳～就学前　　利用時間▶4時間
利用できる保護者▶就労等の条件なし
※園によって利用条件が異なる場合があります。詳細は、各園にお問い合わせください。

対象年齢▶0歳～就学前
利用時間▶8時間または11時間（保護者の就労時間等による）
利用できる保護者▶ 就労（月64時間以上の勤務）や出産、
 病気や介護などのために、家庭で保育ができない保護者
※施設によって利用条件が異なる場合があります。詳細は、各施設にお問い合わせい
ただくか、瀬谷区ホームページをご覧ください。

対象年齢▶0歳～就学前
利用時間▶8時間または11時間（保護者の就労時間等による）
利用できる保護者▶ 就労（月64時間以上の勤務）や出産、
 病気や介護などのために、家庭で保育ができない保護者
※園によって利用条件が異なる場合があります。詳細は、各園にお問い合わせください。
【幼稚園として利用する場合】 利用条件については、各園にお問い合わせください。

【保育施設として利用する場合】

　横浜市の保育サービスには、紙面でご紹介した以外に、
横浜保育室や一時保育などもあります。保育・教育コンシェルジュは、保護
者一人ひとりの保育の希望をお伺いし、相談者にあった保育サービスと
利用に必要な手続きをご案内しています。
　相談の予約を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。

　区内全ての幼稚園で、利用時間外も園児を預かる「預かり保育事業」を実施しているので、
働きながらでも、お子さんを幼稚園に通わせることができます。園によっては、夏休みなど
の長期休業中の預かり保育（利用条件あり）も行っています。預かり時間等の詳細は、各園
へお問い合わせください。

　瀬谷区内には、就学前までの子どもを預かる「認可保育所」のほか、0歳～2歳を少人数
預かり保育する「小規模保育事業」と「家庭的保育事業」があります。どちらも少人数の子
どもを対象に、きめ細やかな保育を実践しています。

　あづまのナーサリー・y
ユ ー 　 ユ ー

ouyouキッズ（東野台）、はらのこ原幼稚園（阿久和西）、みなみ
幼稚園（阿久和南）及び二ツ橋あいりん幼稚園（二ツ橋町）があり、2歳までの子どもたち
も受け入れています。

※瀬谷区内の幼稚園については、横浜市ホームページをご覧ください。 瀬谷区 幼稚園一覧 検索 ※瀬谷区内の保育施設については、瀬谷区ホームページをご覧ください。 瀬谷区 保育施設案内 検索 ※瀬谷区内の認定こども園については、横浜市ホームページをご覧ください。 瀬谷区 認定こども園一覧 検索

予約▶こども家庭支援課保育担当　 367-5782　 367-2943 瀬谷区保育・教育
コンシェルジュ 平井

登園風景

クラス活動

園外活動

昼食

昼食

お昼寝

横浜市 幼児教育・保育の無償化 検索

利
用
条
件 利

用
条
件 利

用
条
件

特
　
集

幼稚園での１日

保育施設での１日

認定こども園での１日
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●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」

ここまで瀬谷区版です。（5 ～8ページ）

…電話　 …ファクス　 …Ｅメール　 …ホームページ　 …日時・期間　 …対象・定員　 …会場
…先着　 …費用　 …持ち物　 …出演者　 …内容　 …申込み　 …問合せ　 …当日直接
…事前に直接　 …必着　 …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

区からの
お知らせ

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

マ
ー
ク
の
説
明

児童扶養手当・特別児童扶養手当
の現況届受付
　児童扶養手当・特別児童扶養手当
受給者が、引き続き手当を受給するに
は、「現況届」等の提出が必要です。対
象者には7月下旬ごろ案内を送付して
いますので、ご確認ください。
【提出期限】
児童扶養手当：8月31日 まで
特別児童扶養手当：9月11日 まで
※今年度は集中受付期間を設けませ
んので、ご注意ください。
児童扶養手当・特別児童扶養手当

受給中の人（支給停止も含む）
区役所こども家庭係児童扶養手当・

特別児童扶養手当担当
367-5703　 367-2943
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
る講習会です。
①9月2日（水）11時30分～12時30分

　②10月1日（木）10時～11時
①瀬谷スポーツセンター研修室

　②阿久和地区センター2階小会議室
各日20人 　 いずれも8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
食品衛生責任者指定講習会
　食中毒の予防方法など、食品衛生
に関する講習
9月8日（火）、18日（金）14時30分～

15時30分 ※14時受付開始 ※両日
とも同じ内容　 区役所5階会議室　　　　　　　　　　　　　　　　
食品関係施設の食品衛生責任者 

各日10人程度
食品衛生責任者証、筆記用具

8月11日～8月13日まで　
※申込方法等の詳細は同協会 で。
瀬谷区バドミントン協会 〔検索〕
同協会　笠原 090-9833-2724
区ソフトテニス協会主催 第21回
瀬谷区ソフトテニス交流大会
9月22日（祝・火）9時から ※雨天中止
瀬谷本郷公園テニスコート
18歳以上の区内在住・在勤・在ク

ラブ員及び近隣友好クラブ員のペア
1ペア2,000円　 8月29日～9月

6日まで　 で問合せ先へ
同協会　白

しら

江
え

 302-1584

成

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。
①認知症高齢者を介護する
　家族の集い「わらべの会」
　杉山孝博医師による講義「認知症
高齢者の介護について」
8月17日（月）13時30分～15時30分
・ 区役所5階健康相談室
367-5716
②介護らく楽講座
　「エンディングノートの書き方講座」
8月28日（金）14時～15時30分
・ 阿久和地域ケアプラザ
365-9892
③介護らく楽講座「座談会」
9月6日（日）10時～12時
・ 阿久和地域ケアプラザ
365-9892
④ひまわりの会
9月9日（水）13時30分～15時
・ 中屋敷地域ケアプラザ
303-8100
⑤認知症講座＆座談会
9月14日（月）13時30分～15時

・ 下瀬谷地域ケアプラザ
304-1291
8月11日から　 で問合せ先へ　

⑥いっぷくの会
9月17日（木）13時30分～15時
・ 二ツ橋地域ケアプラザ
361-9807
8月11日から　 で問合せ先へ
介護こころ相談室
　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。
9月15日（火）①９時30分 ②10時

30分　 区役所４階40番窓口
各回１組

　

8月11日から　 か で問合せ先へ
区役所高齢者支援担当
367-5716　 364-2346

5月1日～5月31日受付分・敬称略
㈱佐野銘材

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

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）　　全て無料

健診名など・対象 日時（★は受付時間）

乳幼児
健康診査（※）
指定日に
直接来所

4か月児  9 / 2 （ 水 ） 12時45分～13時30分★

1歳6か月児  8 / 20 （ 木 ） 8時45分～9時20分★ 9 / 3 （ 木 ）

3歳児
 8 / 12 （ 水 ）

12時45分～13時30分★ 8 / 27 （ 木 ）
 9 / 10 （ 木 ）

妊産婦健康相談・母乳（授乳）
相談  予約制

 8 / 19 （ 水 ） 9時～11時★ 9 / 9 （ 水 ）
乳幼児歯科相談  予約制
（0歳～就学前の乳幼児）  8 / 26 （ 水 ） 13時30分～14時45分★

母親（両親）教室　全4回
※３回目は両親教室  予約制

9/7(月)・14(月)・
19(土)・28(月) 10時～12時

女性福祉相談（女性の抱えるさまざ
まな悩みや問題の相談）  原則予約制

月～金曜日
（祝日を除く）

8時45分～17時
（12時～13時を除く）

※乳幼児健康診査の詳細は、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。
※ 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

検診名など・対象 日時

HIV(エイズ)・梅毒検査・相談  匿名
※HIV検査のみでも可。

祝日を除いた
毎週火曜日 11時～11時30分

生活習慣病予防のための相談  8 / 26 （ 水 ） 9時～12時
 9 / 7 （ 月 ） 13時30分～16時30分

乳幼児食生活健康相談  8 / 21 （ 金 ） 9時～11時
離乳食教室  各回先着10組
（生後７～11か月の乳児と養育者）  8 / 21 （ 金 ） 13時30分～14時15分

14時45分～15時30分
1歳児 食と歯の元気教室  先着15組
（1歳～1歳4か月の子どもと養育者)  9 / 11 （ 金 ） 10時～11時

予約・問合せ  健康づくり係　 367-5744・5745・5746　 365-5718
会場  区役所5階　　全て予約制・肺がん検診以外は無料

● 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

子ども・家庭支援相談
　電話による乳幼児期から学童、
思春期までの相談 

 
無料

 
 

※面談相談は要予約
【日時】 月～金曜日（祝日を除く） 
8時45分～17時（12時～13時を除く）
【会場】 区役所4階40番窓口
〔予約・問合せ〕
 区役所学校連携・こども担当 
367-5747　 367-2943

8月11日～受講希望日の前日まで　
か で、 と受講希望日、営業

所の名称・所在地を問合せ先へ
区役所生活衛生係
367-5752　 367-2843

みんなの立ち寄りイベント
昼ドキイベント・せや
　毎月第3金曜日に開催しています。
※原則マスク着用
8月21日（金）12時20分～12時50分 

※12時開場　 瀬谷公会堂 講堂 　
「マジック」～あなたを不思議な世界
へ～　 せやマジカルクラブ
瀬谷区民活動センター
369-7081　 366-4670
いきいき区民活動支援事業
和泉川いきもの観察隊 参加者募集
　寺ノ脇の水辺から東山の水辺まで
の約1㎞を、水辺の生き物を観察しな
がら歩きます。
9月5日（土）10時～12時30分 ※予

備日9月13日（日）　集合：9時50分、
「宮沢」バス停前（宮沢三丁目） ※小雨
決行　 30人

　
川歩き用の靴、

帽子、飲み物、着替え ※（持っていれば）
網、バケツ、水槽 ※原則マスク着用
8月11日～9月2日まで　 か か
で、代表者の と 、参加人数

を問合せ先へ
瀬谷環境ネット 〔検索〕
瀬谷環境ネット 代表 宮島
・ 303-8024
seyakankyo@nethome.ne.jp
区バドミントン協会主催
第88回瀬谷区バドミントン大会
9月6日（日）8時45分開会
瀬谷スポーツセンター
高校生以上 300人（150組）

＜物品寄付＞ 匿名 1人

肺がん検診(エックス線)  680円（費用免除の場合あり。お問合せください。）
【日　時】 8/28（金）午前中（時間は予約時にご確認ください。）
【対象・定員】 40歳以上で、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 25人
【申込み】 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 か か （se-kenkou@city.yokohama.jp）で、問合せ先へ


