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ここから瀬谷区版です。（5 ～12ページ）

せやまる

9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

　消防団は、その地域に住んでいる人や働いている人が、「自分たちのまちは自分
たちの手で守る！ 」という思いで、火災の消火活動や災害時の救助活動を行う地域
防災の要です。
　昨年10月、瀬谷区に甚大な被害をもたらした台風19号の際も、瀬谷消防団は、
瀬谷中学校での避難誘導や河川の氾

は ん

濫
ら ん

警戒などを行いました。
　瀬谷消防団にはあなたの力が必要です。男女問わず、入団をお待ちしています。

消防団は普段は何をしているの？  消防団の活動って大変なの？
その疑問に、瀬谷消防団の鈴木政

ま さ

興
お き

団長がお答えします。

　区内の防災力強化を目標として、大規模な火災を想定した火災対応訓練や、
区民の皆さん向けの救命講習を行っています。このような活動を通じて地域との
つながりを深めることで、災害時の活動に役立てています。瀬谷消防団　鈴木政興 団長

瀬谷消防団の活動は、横浜市ホームページでも紹介しています。 瀬谷消防団 検索

瀬谷消防団は女性69人を含む
289人の団員（定員310人）で
活動しています。

　瀬谷消防団では女性
消防団員が大勢活動し
ています。防災指導や学
校での救命講習など、
女性団員の活躍の場が
増えています。

○入 団 資 格 18歳以上の区内在住・在勤・在学者
 ※外国籍の人も入団できます。入団を希望する場合は、
 　瀬谷消防署消防団係へお問い合わせください。
○身 　 　 　 分 非常勤特別職の地方公務員
○出 動 報 酬 災害出動、消防訓練、防災指導など消防団活動に従事した際に支給されます。　
○公務災害補償 消防団活動中に負傷した場合の補償制度があります。
○被 服 貸 与 制服や活動服が貸与されます。
○退 職 報 奨 金 消防団員として5年以上勤務し、退団した際に支給されます。

瀬谷消防署消防団係へお問い合わせいただくか、横浜市
電子申請・届出サービス（右の二次元コード）から入団申
請をすることができます。

※入団資格・入団方法等の詳細は、横浜市ホームページをご覧ください。 横浜市　消防団員募集 検索

　会社勤めの人も入団していま
すので、平日の夕方以降や土日
の活動が増えています。平日
の日中はちょっと…という人で
も、十分に活動できます。
　子育て世代の皆さんも、無理
のない範囲で活動しています。

Q  災害時以外はどんな活動をしているの？

Q  女性消防団員はどんな活動をしているの？ Q  仕事や子育てが忙しくても活動できる？

入団方法

●問合せ　瀬谷消防署消防団係　 ・ 362-0119

ロープ取扱訓練

救命講習

放水訓練

新入団員研修
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横浜市　がん検診 検索

　現在、日本人の2人に1人が「がん」になり、日本人の死因の
第1位はがんとなっています。瀬谷区の死因第1位も、全国と
同様にがんです。（出典：厚生労働省、横浜市衛生研究所）
　がんは、全ての人にとって身近な病気です。自分の健康を
守ることが、家族の笑顔につながります。ぜひ、がん検診を受
診しましょう。
　また、横浜市国民健康保険加入の４０歳～７４歳の人は無料で

「特定健康診査（特定健診）」が受けられます。健康で長生き
するために、ぜひ受診しましょう。
●問合せ
　【がん検診】 区役所健康づくり係 367-5745　 365-5718
　【特定健診】 区役所保険係 367-5725　 362-2420

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
 検診を受診する際は受診予定の医療機関と十分ご相談のうえ、受診時期を検討してください。

※ 年度内に対象年齢になる人が、そ
の年度の4月1日から検診を受け
られます。

※ 横浜市がん検診は、職場などで受
診機会のない人が対象となります。

※ 一部費用が免除になることがあり
ます。詳しくは下記の横浜市けん
しん専用ダイヤルへお問い合わせ
ください。

がん検診のご案内

体調も良いし、検診を
受けなくてよいかしら？

どうやって、
がん検診を受けるの？

例えば、胃がんの場合
（年齢、がんの種類などによって異なります。）

○がん検診についての問合せ

横浜市けんしん専用ダイヤル
受付時間 8時30分～17時15分

（日曜・祝日・年末年始除く）

664-2606　 663-4469

⃝横浜市ホームページ
　（医療機関のリスト・詳細を掲載）

がん検診クーポン券について
　横浜市では、特定の年齢の人を対象に子宮頸がん・乳がん検診の

「無料クーポン券」を発行しています。
 ● 子宮頸がん検診：⽣年月日が平成11（1999）年4月2日〜平成12（2000）年4月1日の女性
 ● 乳がん検診：⽣年月日が昭和54（1979）年4月2日〜 昭和55(1980）年4月1日の女性
 ※未着・紛失・転入等の場合の無料クーポン券の再発行については、
 　健康福祉局保健事業課（ 671-2453）へご連絡ください。

（出典：国立がん研究センター）

症状がなくても受けましょう！
早期発見は高い治療効果があり、身体への
負担も軽くなり、治療費も抑えられます。

がん検診実施医療機関に電話で
直接申し込んでください。
瀬谷区では、約40か所の医療機関でがん検診を実
施しており、１日で複数のがん検診を受けられる
医療機関もあります。

Ｑ Ｑ

種類 費用 対象 内容 条件

肺がん 680円 40歳以上 胸部エックス線検査 1年度に1回

胃がん 3,140円 50歳以上 A：胃部エックス線検査
B：胃部内視鏡検査

2年度に1回
A・B どちらかを選択

大腸がん 無料 40歳以上 便検査 1年度に1回

子宮頸
けい

がん 1,360円 20歳以上の
女性 細胞診 2年度に1回

乳がん A：   680円
B：1,370円

40歳以上の
女性

A：マンモグラフィ検査
B：視触診+マンモグラフィ

2年度に1回
A・B どちらかを選択

前⽴腺がん 1,000円 50歳以上の
男性 ⾎液検査 1年度に1回

早期発見 進行発見

がん発⾒後の
５年⽣存率 約90％ 約50％

身体への負担

⼩
・ 内視鏡治療
・ 早期回復
・ 入院期間短い

大
・ 開腹⼿術
・ 回復まで時間がかかる
・ 入院期間長い

特 集

答
え

答
え
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横浜市　特定健康診査実施機関 検索

鼻腔・副鼻腔がん がん以外の健康影響

●大人
脳卒中
ニコチン依存症
歯周病
慢性閉塞性肺疾患（COPD）
呼吸機能低下
結核
虚血性心疾患
腹部大動脈瘤
末梢性の動脈硬化
2型糖尿病の発症

●妊娠・出産
早産
低出生体重・胎児発育遅延

口腔・咽頭がん

び くう

こうくう いんとう

こうとう

すいぞう

ぼうこう

喉頭がん
食道がん

肺がん

膵臓がん

肝臓がん

膀胱がん

子宮頸がん

胃がん

けい

りゅう

●問合せ　横浜市受動喫煙対策コールセンター　 330-0641

●問合せ　区役所保険係（２階２７番Ａ窓⼝）  367-5725　 362-2420

2018年７月に改正健康増進法が成⽴し、2020年４月に全⾯施行されました。

特定健診

  望まない受動喫煙を防ぐために ～新しい禁煙ルール～

　がんを予防するためには、⽣活習慣で、
たばこを吸わないことが効果的です。
　「たばこ」と聞くと肺がんのイメージがありますが、
実は全てのがんの要因になっています（右図）。
　現在吸っている人は、禁煙することによって、がんの
リスクを下げることができます。

具体的な禁煙方法として、
〇自分で頑張る方法　〇医療機関の禁煙外来
〇薬局の禁煙支援　　〇区役所の禁煙相談
など、いろいろな方法があります。
　たばこの煙を通して周りの人にも健康被害を引き起
こす恐れがあります。
　ぜひ禁煙にチャレンジして、自分と周りの人の健康
を守りましょう。

◆ 屋外でも家庭でも喫煙する際は周囲への配慮を忘れずに。
◆ 多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙になりました。
◆ 店舗や施設の入り⼝で、禁煙か喫煙可が分かります。
◆ 20歳未満の人を喫煙エリアに入れない。

　病気の予兆を早期に発⾒し、健康で長⽣きするために、年に一度
「特定健康診査（特定健診）」を受診しましょう。対象者には、５月
中旬に受診に必要な受診券等を郵送しています。（紛失の場合は、
再発行できます。）

〇 9月末までに受診した人に賞品が当たる「特定健診早期受診キャンペーン」については、今年度
は中⽌となります。ご了承ください。

〇 新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえ、受診時期については、かかりつけ医や受診予定の
医療機関と十分相談して検討してください。

〇 今後、感染症の状況により運用に変更がある場合は、横浜市ホームページ等でお知らせします。

対 　 象   40歳～74歳の横浜市国民健康保険加入者
費 　 用   無料
内 　 容   身体検査、⾎液検査、尿検査、問診など
受診方法   対象医療機関に事前に電話で予約のうえ、

 当日は、保険証・受診券・問診票を持参し
 受診してください。
※受診券・問診票がない人は、区役所保険係へお問い合わせください。

対象医療機関の⼀覧はこちら

がんとたばこの関係

横浜市国民健康保険加入の40歳 ～ 74歳の人へ

横浜市 禁煙NOTE 検索

○横浜市のたばこ・禁煙情報（横浜市ホームページ）

加熱式たばこなら大丈夫？
加熱式たばこも、ニコチンや発がん性物質な
どの有害物質が含まれており、本人や周りの
人の健康への悪影響が懸念されています。

Ｑ
答
え

横浜市けんしん専用ダイヤル
受付時間 8時30分～17時15分

（日曜・祝日・年末年始除く）

664-2606　 663-4469

（出典：国立がんセンター　がん情報サービス）
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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」

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　区役所地域活動係　 367-5692　 367-4423

●問合せ　区役所地域活動係　 367-5692　 367-4423

●問合せ　区役所区民協働推進係「⽣涯学習講座」担当（3階35番窓⼝）
 367-5696　 367-4423
 se-kyoudou@city.yokohama.jp

●問合せ 【調査の内容、調査票の記入方法など】 国勢調査コールセンター  ナビダイヤル 0570-07-2020　IP電話 03-6636-9607
   設置期間：９月７日（月）〜10月31日（土）　受付時間：毎日８時〜21時
  【その他】 区役所統計選挙係　 367-5615・5616　 366-9657

令和2 年 国勢調査を実施します ～ 回答はインターネットが便利です～

今年の瀬谷フェスティバルは中止します

「野菜ソムリエ直伝！
  おいしく元気になろう！」① キャンペ ーン期間中に対象

店舗のうち２店舗以上で、合
計1,000円以上お買い物を
して、レシート（領収証も可）
を２枚以上集めよう！

横浜F・マリノス

【主催】瀬谷区商店街連合会、瀬谷区役所
【協賛】横浜F・マリノス、横浜FC、横浜DeNAベイスターズ

② 応募用紙に、必要事項を記入し、レシート（領収証も可）の原本２枚
以上を貼付して、応募箱に入れよう！
※応募は1,000円１⼝。何⼝でも応募可能。

● 応募用紙配布場所
 区役所3階34番窓⼝、対象店舗　※瀬谷区 からもダウンロード可能。
● 応募箱設置場所
 区役所3階34番窓⼝、対象店舗の一部
　※対象店舗等の詳細は、応募用紙または瀬谷区 をご覧ください。
　　

瀬谷区レシートキャンペーン 検索

抽選でプロスポーツチームのグッズ等が当たります！

　プロの野菜ソムリエから、野菜がもたらす
効果や栄養素の効率的なとり方など野菜の
魅力を楽しく学んでみませんか。

【瀬谷フェスティバル実行委員会・瀬谷区役所からのお知らせ】

　例年10月、旧上瀬谷通信施設のはらっぱで「瀬谷フェスティバル」を
開催し、多くの区民の皆様に楽しんでいただいています。
　しかし、今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防⽌と、ご来場者
の安全安心を検討した結果、中⽌することといたしました。
　区民の皆様並びに関係者、協賛団体の皆様には、ご理解いただきま
すようお願いいたします。

区役所5階大会議室　
区内在住・在勤者 各回50人
10人 ※第1回のみ利用可。希望者は申込時に

　子の氏名（ふりがな）、性別、年齢を問合せ先へ
9月30日 まで

　 （右の二次元コード）から、または か
　 か で と希望する回、⼿話通訳希望の
　場合はその旨を問合せ先へ

第１回：10月28日（水）10時～11時30分
「身体＆脳と野菜のおいしい関係
〜子どもの年代別 食選力〜」
第２回：11月６日（金）10時～11時30分

「免疫力アップを目指す食事のコツ
〜野菜の楽しい摂り入れ方〜」
講師：野菜ソムリエ上級プロ　高崎 順子 氏

瀬谷区生涯学習講座

●  応募方法

● 調査書類の配布期間：９月14日（月）～９月30日（水）

キャンペーン期間

10月1日（木）～
2021年1月31日（日）

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防⽌のため、調査書類の配布は、
原則、各世帯の郵便受けに投函する等、調査員と世帯の方が対面
しない方法で行います。

● 回答方法：インターネットまたは郵送

1. インターネット　
 

国勢調査2020総合サイト 検索

 回答期間：９月14日（月）～10月７日（水）
回答データは暗号化されるため、安心して回答いただけます。
1世帯9人まで回答できます。1世帯9人を超える場合は、区役所
統計選挙係へご連絡ください。

2. 郵送
 回答期間：10月1日（木）～10月７日（水）

４人世帯までは、調査票１枚で回答できます。
５人目以降の方からは、同封している２枚目の調査票（コピー）に
記入してください。記入後、専用封筒に入れて投函してください。

国勢調査を装って個人情報を聞き出そうとする
不審な訪問や電話にご注意を！

調査員は必ず、顔写真付きの「調査員証」を携帯しています。
不審なときは区役所統計選挙係へご連絡ください。

横浜FC
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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。 
　今月号の6ページにも詳細を掲載しています。ご参照ください。 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  9/15（火）、10/６（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）

瀬谷区生活支援センターの居場所提供の時間が変更になります。

●問合せ　瀬谷区⽣活支援センター（二ツ橋町469　せやまる・ふれあい館２階）　 363-8900　 392-1114

※ 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  

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
9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」 〜話し合い〜
区役所5階健康相談室

367-5716

９月30日（水）
11時〜14時 ひまわりの会 中屋敷地域ケアプラザ

303-8100

10月23日（金）
14時〜15時30分

介護らく楽講座
「権利擁護の話」

阿久和地域ケアプラザ
９月11日から
365-9892

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

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 5/3〜 5/16⽣  9 / 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 5/17〜6/7⽣  10 / 7 （ 水 ） 

1歳
6か月児 H31 3/4〜3/17⽣  9 / 17 （ 木 ）  8時45分～

9時20分★

3歳児
H29 9/11〜9/24⽣  9 / 24 （ 木 ）  12時45分～

13時30分★H29 9/25〜10/8⽣  10 / 8 （ 木 ）  

乳幼児歯科相談（0歳〜就学前の乳幼児）  9 / 11 （ 金）  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
10/5（月）・12（月）・
19（月）・26（月） 

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

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
 9 / 23 （ 水 ）  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。 10 / 8 （ 木 ）  9時～12時
乳幼児食⽣活健康相談  9 / 18 （ 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）  9 / 18 （ 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

10月1日から 月～金曜日 9時15分 ～18時15分
 土曜日 9時15分 ～15時15分

※休館日、電話相談時間の変更はありません。
【休館日】 日曜日及び年末年始（12月29日〜１月３日）
【電話相談】 月〜土曜日：9時30分 〜16時30分

●問合せ　区役所障害者支援担当　 367-5755　 364-2346

瀬谷区自殺対策啓発講演会
「居場所がある」ということ

　講師の宮田 隼
じゅん

さんのもとには、学校になじめない子ども、職場の人間
関係に悩む大人など、さまざまな人が集まります。「支援をしてあげる」
のではなく、「そばにいて一緒に考える」姿勢で受け入れる宮田さんに、
⽣きづらさを抱える人への寄り添い方についてお話しいただきます。

11月7日（土）13時〜15時
区役所5階大会議室
40人

「コミュニティハウスひとのま」 代表　宮田 隼 氏
９月11日から　 か で氏名、電話番号、人数を問合せ先へ
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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・ ・・・・・・・・・・・・・・・

すきっぷす♪のおはなし会
9月16日（水）10時30分〜11時30分 
乳幼児と保護者 5組

小中学生バドミントン教室
9月26日（土）9時30分〜12時 
小・中学⽣ 25人
ラケット、上履き、飲み物、タオル

以下のものは 9月18日 まで
に を記載して か

ボタニカル刺
し

繍
しゅう

のおしゃれ手さげ
10月7・21日、11月4・18日、12

月2日の水曜日 全5回 9時30分〜
11時30分　 成人 16人

1,550円 ※希望の色（紺色かマ
スタード色）を記載して申込み
はじめての絵手紙教室

10月7・21日、11月4・18日、12
月2日の水曜日 全5回 9時30分〜
11時30分　 成人 10人

1,350円
※オリジナル扇子作りあり
文学講座 ～今昔物語～

10月8・15・22・29日、11月5・
12・19・26日の木曜日 全8回 12
時45分〜14時45分

成人 20人 　 600円
ハロウィン飾り

10月11日（日）10時〜11時30分
小・中学⽣ 20人 　 300円

～美文字講座～
小筆を使って実用かな書道

10月13・20・27日、11月10・
17・24日の火曜日 全6回 9時30
分〜11時30分　 成人 10人

650円
プラネタリウムで星の観察
～火星が大接近！！～

10月24日（土）18時30分〜20時
小学⽣以上 16人  ※小・中学⽣

は保護者同伴。申込時に保護者を含
めた人数を記載してください。

200円
ヒップホップを踊ろう

10月24・31日、11月7日の土曜
日 全3回 10時〜11時30分

3歳〜小学⽣ 20人 （保護者も
参加可）
　

瀬谷和楽荘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（対象は60歳以上の市内在住者）
健康相談

9月18日（金）12時30分〜14時30分 
15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）、

9月23日（水）

以下のものは 9月18日 まで
に を記載して か

和踊り教室
9月29日、10月6・13・20・27

日、11月10・17日の火曜日 全7回 
13時〜14時30分　 20人
お楽しみ和楽 ～映画上映会～

10月5日（月）13時〜15時
20人

みんなで歌おう♪童謡・唱歌
10月12日（月）、11月19日（木）、

12月1日（火）、2021年1月8日（金）、
2月22日（月）、3月16日（火） 全６回 
10時〜11時30分　 20人
らくらく健康体操

10月12・26日、11月9・30日、
12月7・14日、2021年1月25日、2
月8・22日、3月8・22日の月曜日　
14時〜15時　 20人
パソコン・スマホお悩み相談

10月21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入

子ども卓球教室
9月19日（土）12時〜14時（受付11

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

以下のものは 各申込締切日まで
に を記載して か

楽しく♪リトミック
10月2日（金）・5日（月）・9日（金）　

全3回 10時〜10時45分
1歳（歩き始め）〜3歳の子と保護

者 10組 　 300円
9月15日 まで

※ からも申込み可
クラフトテープで作る
ハロウィンのかわいいかご作り

10月3日（土）10時〜12時
小・中学⽣ 8人 （小学2年⽣以

下は保護者同伴）　 300円
9月15日 まで

※ からも申込み可
気軽に♪健康体操

10月6・20日、11月17日の火曜
日 全3回 12時15分〜13時15分

30人 　 300円
9月25日 まで　

癒やしのヨガ
10月6・20日、11月17日の火曜

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）

日 全3回 13時30分〜14時45分
30人 　 300円
9月25日 まで　

お菓子工房Keimin 「秋の味覚
～モンブランスイーツ～」

10月16日（金）10時〜13時
成人 8人 　 1,300円
9月25日 まで

※ からも申込み可
Keiminさんの台湾家庭料理①

「海老蒸し餃子と油飯」
11月6日（金）10時〜13時
成人 12人 　 1,200円
9月25日 まで

※ からも申込み可

すきっぷす♪のおはなし会
～ママのおひざで物語の世界へ～

9月29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

すきっぷす♪の親子リトミック
10月6・20日、11月10日の火曜日　

10時〜11時　 未就園児と保護者 
4組 　 800円

9月25日 まで
オータムコンサート 「今 届けた
い歌♪音楽に癒やされて」

10月10日（土）13時〜14時
50人 　 A

ア コ

co-S
ソ ウ ル

oul
9月25日 まで

※駐車台数に限りがありますので公
共交通機関をご利用ください。
こども料理教室
～ハロウィンのプレゼント～

10月17日（土）9時30分〜11時30分
小学⽣ 6人 　 400円
9月30日 まで

中屋敷ソフトソーラン隊
～文化祭での発表を目指して練習
しましょう～

10月24日（土）13時〜14時30分
10人 　 150円
10月10日 まで

ひよこのおはなし会（9月）
　わらべうたと絵本の読み聞かせ

9月17日（木）、30日（水）11時〜11
時30分　 0歳〜3歳の子と保護者 
各回 10組

9月11日9時30分から　 か 　
休日おはなし会
　お休みの日は家族で図書館へ！ 

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）

瀬谷図書館
〒246-0015  本郷三丁目22-1

301-7911　 302-3655
9月23日（水）

▼ 瀬谷図書館のつづき
地域で活躍している読み聞かせグルー
プによる楽しいお話会。

10月4日（日）11時〜11時30分
3歳〜小学⽣ 10人
おはなしトリップ
9月25日9時30分から　 か

森の中のプレイパーク
「めざせ名探偵！
森のパズルを解き明かせ！」
　身近な自然を探検し、⾒つけた謎を
図書館で解明しよう！

10月10日（土）9時30分〜12時30分
小学3〜6年⽣ 12人
筆記用具、飲み物、帽子、タオル、動

きやすい服装（長袖、長ズボン） ※サン
ダル不可

9月29日9時30分から　 か
ひよこのおはなし会(10月)

10月15日（木）、28日（水）11時〜
11時30分　 0歳〜3歳の子と保護
者 各回10組

10月7日9時30分から　 か 　

本の貸出・返却サービス
9月17日、10月1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

十五夜 ～お月見しよう～
9月19日（土）〜10月1日（木）

「おうち居酒屋」
（オンライン飲み会）

9月18日（金）19時〜20時30分
10人程度

 ※無料アプリGoogle Meet使用
（Gmailアドレスが必要）
ガンダム好きの集い
　世代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。

9月19日(土）15時30分〜17時
10人程度
当日12時までに

「おうちサロン」
（オンライン・サロン）

9月26日（土）14時〜15時30分
10人程度

 ※無料アプリGoogle Meet使用
（Gmailアドレスが必要）

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

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・教室等は中⽌・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。
事前に各施設のホームページなどで確認するか、各施設にお問い合わせください。
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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。

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　

6月1日～6月30日受付分・敬称略
・ ㈱佐野銘材
・ 瀬谷中央公園こどもログハウス
・中村 博
＜物品寄付＞　匿名 2人
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

子育てサポートシステム入会説明会
9月16日（水）14時〜15時、10月7

日（水）14時〜15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
保育・教育コンシェルジュによる相談
　保育所・幼稚園に関する相談が子
どもを遊ばせながら気軽にできます。

9月24日（木）10時〜11時45分
未就学児と保護者

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

以下のものは
9月25日〜10月９日 まで
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

どきどきデイキャンプ（全3回）
11月8日（日）、2021年1月17日

（日）、3月7日（日）9時30分〜15時
30分　 小学1〜3年⽣ 48人

9,300円（3回分）
野外炊事、自然遊び、自然観察、

クラフト ほか
おひさまクラブ Ⅲ期

11月11・18・25日、12月2・9・
16・23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
もしもの体験キャンプ

11月15日（日）10時〜15時30分
保護者を含む8人以内の家族 18

組 　 中学⽣以上2,600円、小学
⽣2,200円、4歳〜未就学児1,200
円、3歳以下100円

被災時に役立つ野外炊事、救命
活動、ロープワーク ほか

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

区硬式テニス協会主催　瀬谷区区民大会シニアダブルス　
10月7日（水）9時〜17時 ※雨天中⽌
瀬谷本郷公園　テニスコート
60歳以上の男性、50歳以上の女性（2020年1月1日時点）48組 　

※ペアの組み方は、男性・女性同士、混合のいずれでも可。
1ペア2,000円　 テニスボール2個入りの缶
9月11日〜19日 まで　 か に を記載して申込先へ

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。）

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

みんなの立ち寄りイベント 会場 瀬谷公会堂 ２階 講堂

日時  9月18日（金）12時20分〜12時50分 ※12時開場
内容  女声二重唱＆ピアノ　　 出演 F

フ ラ ウ

rau F
フ ェ ル ゼ ン シ ュ タ イ ン

elsenstein

  毎月１回開催！ 気軽に楽しめる昼休みイベントです。

日時  10月1日（木）〜12月21日（月） ※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

「写真」〜グランドサークル（米国コロラド高原）〜　栗原 剛
たかし

 作
「羊毛フェルト」〜パッチワーク・羊毛フェルトで作るクリスマスの飾りたち〜
小笠原 登代子 作

「紙すきはがき」〜心を込めた一枚のクリスマスカード〜
ローズヒップ　エコリサイクル紙すき 作

※事前申込みが必要と
　なりました。

日　時  毎週火・金曜日 ①13時〜14時30分 ②14時45分〜16時15分
 ※年末年始・祝休日を除く
会　場  瀬谷区民活動センター　ミーティングコーナー1
定　員  ①②各 3人 　　 講　師 パソコンふれあい館・せや
申込み  開催日の12時まで　 で問合せ先へ
 ※複数回の申込み、連続利用は不可

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。

「プロのテクニックから学ぶ楽しい写真講座」 全3回
　プロのアドバイスでいつもの写真が魅せる・
映える写真に大変身！ 国内外で活躍する写真
家から実践的なスキルを学んでみませんか。
第1回 11月15日（日）　 区役所5階大会議室
 「すてきな写真になるヒントを学ぶ」
第2回 12月6日（日）
 「野外撮影会@みなとみらい」
第3回 12月12日（土）　 区役所5階大会議室
 「撮影写真の講評やアドバイス」
各回13時〜15時。

区内在住・在勤の成人 30人  ※全回参加できる人
10月15日 まで　 （右の二次元コード）、

　または か で を問合せ先へ
※詳細は、瀬谷区 をご覧ください。　

瀬谷区 写真講座 検索

講師　藤村 大介氏
（日本写真家協会会員）

初心者
歓迎
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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

フンボルトペンギン
　温帯ペンギンの仲間で、南アメ
リカの太平洋沿岸の乾燥した地域
に暮らしています。
　フンボルトペンギンは、冷たい
海でも体温が保てるように、厚い
脂肪で覆われてぽっちゃりとした
体形をしています。陸上ではヨチ
ヨチと歩き、ちょっとした段差で転ぶこともありますが、ひとたび海に
入れば、驚くほどの速さで泳ぎ、一瞬で魚を捕まえてしまいます。
その姿は野⽣動物のたくましさにあふれています。

水中で魚を追う姿は、迫力満点！ 

イベント情報
◆村田園長のとっておき写真展
　園内のおすすめの撮影ポイントや動物
の⾒どころを紹介します！

9月2日(水)〜11月30日(月)
ホッキョクグマ水中ビュー

9月11日～ 10月10日までの休園日：9月15日（火）

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

区の人⼝ 121,683人　世帯数 51,727世帯 （2020年 8月1日現在）

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

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。

水道について考えよう！ パネル展 ～横浜の水道の今とこれから～
▶ 9月14日（月）〜9月18日（金）
食品ロス削減キャンペーン
▶ 9月30日、10月7・14・28日、11月4・11日の水曜日
 　9時30分〜11時、14時〜15時30分
うんめぇもん市（石巻物産販売）▶ 10月6日（火）10時〜14時

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。

せや・ガイドの会 歴史散策 ～ガイドしながらウォーキング～
①9月19日（土） 陣

じ ん

ケ
が

下
し た

渓谷とその周辺探訪〔約6㎞〕
②10月17日（土） 横浜港から横浜の歴史をたどる〔約6㎞〕
③11月21日（土） 江の島道巡り〔約5㎞〕
④12月19日（土） 阿久和の史跡とミルク・ファーム〔約5㎞〕
⑤2021年1月9日（土） 瀬谷八福神巡拝〔約9㎞〕
 ※四福神巡りの半日コース〔約6㎞〕あり
⑥2月20日（土） 和泉川南部の寺社・史跡巡り
 （天

て ん

王
の う

森
も り

泉
いずみ

館
やかた

つるし雛
び な

鑑賞）〔約10㎞〕
⑦3月27日（土） 瀬谷の桜巡り〔約6㎞〕

【集合時間】 全コースともに9時　 1コース300円（保険料・資料代）
タオル、飲み物、健康保険証、昼食（⑤、⑥）、雨具、筆記具等 ※マスク着用

※ 申込不要。当日7時台の天気予報で午前の降水確率が60％以上の場
合は中⽌。

※ コース内容等の詳細は、区内各地区センター、区民活動センター、コミュ
ニティ・スクール、図書館、区役所3階35番窓⼝等で配布するチラシを
ご確認ください。
せや・ガイドの会　竹⾒ 090-3900-6469

●申込方法 （右の二次元コード）から、または か で、 と学年、①については、車での来場の有無を問合せ先へ
※ は件名を「せやっこ農体験申込み」とし、応募後１週間以内に返信メールがない場合は、 か でお問い合わせください。
※ お友達や兄弟姉妹で一緒の申込みでも、抽選の結果、当落が分かれる場合があります。

※詳細は、瀬谷区 をご覧ください。 せやっこ体験 検索
①県立中央農業高校 ②上瀬谷農地

●問合せ　区役所区民協働推進係「せやっこ農体験」担当　 367-5694　 367-4423
　

se-jisedai@city.yokohama.jp

せやっこ農体験　参加者募集!

●問合せ　横浜市北部農政事務所　 948-2483　 948-2488

　農家が指導します。参加者1組につき、玄米5㎏をプレゼントします！
※稲の⽣育状況等により、中⽌または開催内容変更の場合あり

①10月3日（土）9時から（稲刈り）
　　※雨天延期の場合、10月4日（日）9時から
　②10月17日（土）13時から（脱穀）

旭区矢指町の田んぼ（下川井ICそば）
市内在住の家族・グループ（1人でも可） 20組
1組につき3,000円
9月18日 まで　 か で、 と参加者全員の氏名・年齢を

　都岡地区恵みの里運営協議会事務局「稲刈り・脱穀体験教室」係
　（〒241-0031 旭区今宿西町289　 955-5057）へ

①せやっこ農体験 in 県⽴中央農業高校 ②せやっこ農体験 in 上瀬谷農地
　高校⽣のお兄さん・お姉さんと一緒に、
卵のパック詰め体験、お米のジェラート
試食、学校⾒学などを楽しもう♪

10月３日（土）９時30分〜12時
県立中央農業高等学校（海老名市

　中新田四丁目12-１） ※現地集合・解散
区内在住・在学の小学３〜６年⽣ 20人
440円程度（卵パック・ジェラート代）

※乳製品を試食予定。乳アレルギーのある人は
　ご注意ください。

　
横浜市産のサツマイモとニンジンの収

穫を楽しもう！ 高校⽣のお兄さん・お姉
さんによる「食育教室」もあるよ♪

11月15日（日）９時30分〜12時頃
上瀬谷の農地（瀬谷駅から「細谷戸第５」

　行きバスで「細谷戸第４」下車徒歩15分）
　※現地集合・解散

区内在住・在学の小学３〜６年⽣ 40人
無料（交通費等は自己負担）

申込締切
9月17日

まで

申込締切
10月26日

まで

都岡地区恵みの里
「稲刈・脱穀体験教室」（全2回）


