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ここから瀬谷区版です。
（5ページ～12ページ）

　365-1170
　367-5656（代表電話）
瀬谷区役所 〒246-0021 二ツ橋町190

こちらもチェック！ SNS始めました。
“瀬谷の魅力発信します。”

Twitter Instagram

5月の土曜開庁日
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。

区のシンボルマーク

区の人口… 123,142人
（前年同月123,955人）
世帯数…… 51,059世帯
（前年同月50,889世帯）
平成30年4月1日現在

瀬谷区役所 検索

月号

せやまる

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

※開場から開演までの間、市立瀬谷中学校吹奏楽部の皆さんによる演奏が披露されます。

　節目の年を区民の皆様とお祝いするため、地域・関係団体・学校・事業者・行政によって構成
された「瀬谷区制50周年記念事業実行委員会」が設立、さまざまな記念事業を実施します。
　3月19日に開催された第1回実行委員会で記念ロゴマークやテーマが決定しました。

　横浜市では、未来に向けて力強く成長していくため、大都市にふさわしい権限と財源を備えた、新たな大都市制度「特別自治市」
の実現に向けた取組を進めています。フォーラムでは、横浜の未来に向けた取組や、「特別自治市」の実現による効果などについて
分かりやすくお話しします。これからの横浜について、一緒に考えてみませんか。

 ・ ロゴマークを身近なイベントでの掲
示や配布物に使用。
 ・ 平成30年12月までに行われる地域
のさまざまな行事において、「瀬谷
区制50周年記念プレ・イベント」の
名称をつけて実施。

　このたび、瀬谷区制50周年記念事
業実行委員会委員長に就任した網代
です。
　瀬谷区は、この50年間で、まちづくり
など、様々な面で大きく発展を遂げて
きました。今回の50周年を節目に、さら
に次の世代に向けて、暮らしやすい、魅力ある瀬谷区づく
りに取り組んでいきたいと思っています。
　皆様と共に、50周年をお祝いし、年齢や性別・障がいの
有無など関係なく、あらゆる区民が参加し、楽しむことので
きる「瀬谷区っていいなあ」と改めて思っていただける記念
事業を行いたいと思います。
　皆様のご参加・ご協力をよろしくお願いいたします。

瀬谷区制50周年記念事業実行委員会委員長

網代 宗四郎

●問合せ 区制50周年記念事業実行委員会 事務局（区役所総務課庶務係）
 　367-5611　　366-9657

あと 500日
区制50周年まで

区ホームページで
カウントダウン
しています！

（平成30年５月19日（土）時点）

瀬谷区50周年 検索

 ● みんなが「つながる」
 子どもから大人まであらゆる区民が参加し、つながる瀬谷区
 ● みんなに「つたわる」
 これまでの50年の歩みをつたえ、つたわる温かな瀬谷区
 ● あしたに「つなげる」
 あしたに向けて魅力をつなげる瀬谷区

記念事業のテーマ

※ 広報よこはま瀬谷区版４月号で募集したキャッチフレーズは、６月３日
（日）開催の「瀬谷区からだまるごと健康フェア」で発表予定です。

「大都市制度フォーラムin瀬谷区」を開催します！

日時 ６月23日（土）
13時30分～16時（開場13時）

会場 瀬谷公会堂 参加費 無料定員 500人

「魅力と活力あふれる
 都市の実現に
 向けて」

「横浜市が目指す大都市制度『特別自治市』とは？」

林 文子
（横浜市長）

登壇者
三上 真史さん（俳優）
平原 敏英（横浜市副市長）
森 秀毅（横浜市瀬谷区長）
コーディネーター
渡辺 真理さん（アナウンサー）

●申込み ５月11日から、はがきかＦＡＸかＥメールで、
 ①氏名（グループの場合は代表者の氏名）②参加人数③電話番号（FAXで申込みの場合はFAX番号も）を記入し、横浜市役所政策局

大都市制度推進課（〒231-0017 中区港町1-1　　671-2952　　663-6561 　ss-0623forum@city.yokohama.jp）へ

先着

第１部 基調講演 第２部　座談会

※手話・筆記通訳が必要な場合は、その旨を明記（電話でも可）してください。　※申込者多数により、参加いただけない場合のみ、６月15日までに電話等でご連絡します。

ロゴマークや名称の使用にあたっては、
区ホームページをご確認ください。

あじろ そう  し  ろう

瀬谷区は、2019年に区制50周年を迎えます
瀬谷区制50周年記念 第 1 回

委員長のあいさつ
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特集 1

～からだにいいこと  はじめましょう～

６月３日(日) 10時～14時
瀬谷区役所・瀬谷公会堂・二ツ橋公園

まるごと体感ゾーン 区役所５階

区役所２階 区民ホール 区役所1階

まるごと共感ゾーン 瀬谷公会堂
先着

　いつまでも健康でいるためには、「良い習慣を毎日積み
重ねる」ことが大切です。忙しい人ほど、ご自身の健康に
関心を持ちたいものです。来場いただくと、あなたに合っ
た健康法がきっと見つかります！

★ 瀬谷区医師会による健康相談
 ＊混雑時は整理券配布
 内科・眼科・皮膚科など　1人10分程度

★ 瀬谷歯科医師会による歯科相談
 未就学児（※）の歯科相談、
 フッ素塗布、大人の歯科相談、
 お口の健康チェック
 （※）対象は１歳６か月以上の未就学児

★ 高齢者よい歯のコンクール・表彰式　 
 対象：65歳以上（事前申込み）
 ※詳細は本紙９ページをご覧ください。

★ 瀬谷区薬剤師会による おくすり相談（お薬手帳をご持参ください）・
 禁煙相談・肺のきれい度チェック

★ 健康チェック
 整理券配布： ①10時から　②12時30分から
 ・ 血管年齢ストレスチェック＋骨の健康チェック、
  総合カウンセリング
 ・ 体組成測定＋骨の健康チェック、総合カウンセリング

★ 瀬谷区食生活等改善推進員会による食育コーナー
 野菜350g計量体験
 野菜たっぷり料理の試食

ウオーキングで、心身を整え、健康でさらに美しい
からだにつくり変えることができます。独自の理論
とエクササイズをあなたも体験してみませんか。

何歳になっても見た目も大事！ 審美的治療にも力
を注ぐ新進気鋭の歯科医師

9時

10時～

30分

10時30分

開場

オープニングセレモニ―
瀬谷区制50周年キャッチフレーズ発表、表彰

講師： 小野寺 麻理子 氏
健康運動指導士、
デューク更家公認ウオーキングスタイリスト

※手話通訳、車椅子席・親子席があります。当日、受付でお申し出ください。

※休憩コーナーの用意もあります。
※雨天時は、区役所２階に会場を変更する場合があります。

お越しの際は公共交通機関をご利用ください。駐車場は有料になります。

●問合せ　区役所健康づくり係 　367-5744 　　365-5718　※雨天時については当日８時から横浜市コールセンター 　664-2525 でお知らせします。

横浜市保健活動推進員70周年記念事業 ウオーキング推進講演会

「ずっと幸せ もっと健康に！ ぴんしゃんウオーキング！」

★ レストラン「オウル」の臨時営業
★ パネル展とクイズラリー
 特定健診・がん検診、たばこ、HIV など健康情報満載

日時

会場

受付： 10時～13時 定員400人

まるごとイベントゾーン 二ツ橋公園

受付： 10時～13時

受付： 11時～14時

受付：9時～10時

11時30分から 1人1ポット限り

100人先着

10時～13時

11時～14時

10時30分～ 13時30分

11時30分

12時30分
講師： 干川  摂 氏
歯科医師、日本歯科大学附属病院
総合診療科ホワイトニング外来

瀬谷歯科医師会講演会

「地域社会の交わりは輝く口もとから」
〜

11時30分

10時30分

〜

★ 小動物
 ふれあいコーナー

★ 介護予防・認知症を知ろう！ 
 パネル展示
　　 
★ さわやかスポーツ種目
 体験コーナー　　　 
 どなたでもご参加できます。
　　 
★ プレ瀬谷区制50周年記念事業
 PRコーナー

★ 予防救急コーナー
 晴天時には
 救急車も来ます！

★ 災害時医療体制・地域
 福祉保健計画のコーナー

★ 自治会町内会まちの安全
 PRコーナー

★ 食中毒・ハチや蚊に気を
 付けようコーナー

★ ラグビー体験コーナー
 慶應義塾大学体育会蹴球部によるラグビー体験、
 パネル展示
★ 苗木の配布
★ 足型測定＆シューフィッター相談会

★ やって楽しい遊んで楽しいコグニラダー＆ラダーゲッター
 
 エクササイズ、脳トレ。どなたでもご参加できます。
★ 福祉作業所・障害当事者団体による物品販売コーナー

10時～13時30分

10時～13時30分

いくつ

ほし かわ せつ

★ 乳がん視触診体験 ★ マンモグラフィー車の見学

★ 同時開催　あなたの街の行政相談

しゅうきゅう

周年周年

瀬谷区制

放射線技師が
あなたの質問
に丁寧にお答
えします。
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「ぐるっとなび」はどんな地図？

「ぐるっとなび」をもって出かけよう！  「ぐるっとなび」からお出かけスポットを紹介します。

瀬谷町4131-20

●問合せ 区役所こども家庭支援係 　367-5760　　367-2943

　乳幼児を子育て中の現役ママリポーターが、子どもと一緒に取材した「生」の情報が詰まっています。
瀬谷区で子育てする家族に「ここで子育てしてよかった。」と思ってもらえるよう、ママリポーターたちが
想いを込め、自ら写真やイラストを手掛けています。
　「おすすめ情報」は、区内を６つに分け、２つの駅の周辺と合わせて８枚の地図で構成、地域の子育てに
役立つ情報や、子ども連れにおすすめのお出かけ場所を、子育てママの目線で紹介しています。

「おすすめ公園チェック！」
水道、トイレ、ベンチなど、その公園に
何があるか、ひと目でわかります。

　平成30年4月にオー
プンしたばかりの新し
い公園。広い園内には
グラウンドのある多目
的広場や遊具広場、園

内を見渡せる丘などがあり、思い切り遊ぶこと
ができます。

ぐるっとなび
28ページ ぐるっとなび

10ページ

ぐるっとなび
26ページ

ヤギも
いるよ！

ほかにも親子で楽しく過ごせる場所や子育てに役立つ情報がいっぱいです。ぜひ手に取ってご覧ください。

地域子育て支援拠点「にこてらす」、区役所４階40番窓口、親と子のつどいの広場
※「こんにちは赤ちゃん訪問」、乳幼児健診（1歳６か月児）等の際にもお渡ししています。

　海軍道路に面した、JA直営の農産物直売所。
　瀬谷区にはおいしい産直野菜や果物が手に入
るスポットが点在しています。
　おいしい産直野菜を求めてお出かけしてみ
ては。

「産直コーナー」
とれたての野菜や果物が買える場所を
トマトマークで示しています。

　相澤良牧場の搾りたての新鮮な牛乳を使った
ソフトクリームやジェラートが人気。牛舎の牛も
見学できます。目印はトンガリ帽子みたいな赤
い屋根。 ※「ぐるっとなび」掲載の電話番号は上記の
番号に変更になりました。

「ぐるっとなび」は
ここでお配りしています

区ホームページでも
ご覧になれます

「おでかけおたすけスポット」
お出かけ中に授乳やおむつ替えのス
ペースを貸してもらえるところをリス
トアップしています。

P

　子育て中のママたちの協力で、せや子育て応援マップ「ぐるっとなび」ができました。
　「ぐるっとなび」には、子育て家族に優しいお出かけスポットなどの情報が満載です。
　さわやかな風が心地いい季節。「ぐるっとなび」を片手に、親子でお出かけしてみませんか。
　（発行：地域子育て支援拠点「にこてらす」、区役所こども家庭支援課）

瀬谷みはらし公園
本郷二丁目32-10　　304-9599　　10台 阿久和南三丁目11-11　　489-6211　　10台P

オーガスタミルクファーム

※「ぐるっとなび」には「細谷戸南公園（仮称）」と掲載。

みはらしの丘

JA横浜「ハマッ子」直売所 瀬谷店



2018（平成30）年 5 月号　／　瀬谷区版　　　

●問合せ　区役所地域活動係　　367-5692　　367-4423

横浜Ｆ・マリノス協賛！

GOGOせや商店街
ウォークラリー2018を開催します！ 

　区内商店街を巡る、ウォークラリーイベントを開催します。
初日の26日には、各商店街キックオフイベントを実施し、

せやまるとマリノスケも登場予定！（雨天時は中止します。）
　ぜひお近くの商店街までお越しください！

　巣を見つけたら区役所生活衛生課に相談ください。駆除方法の説明、
専門業者（有料）などの案内をしています。
※横浜市では巣の駆除や助成金制度は行っていません。

　スズメバチかアシナガバチかは、巣の
形で判断ができます。相談の際は巣の場
所、形、大きさ、巣穴の数、ハチの出入り
などを教えてください。

【日時】 ５月26日（土）～６月１日（金）
【会場】 三ツ境駅前商店街、三ツ境中央通り商店街、瀬谷銀座通り商店街、
 いちょう通り商店街、南台中央商店街

スタンプを３個集めて参加賞をゲット！
さらに豪華賞品が当たる抽選に応募できるよ！

催 し
■ 紙芝居実演講習会 参加者募集
　紙芝居の演じ方を学びましょう！ （４回連続講座）
　６月20日（水）・28日（木）、７月６日（金）・19日（木）
14時～16時
　瀬谷図書館会議室
　区内在住の成人 20人　 ＊４回全て出席できる人　
　畠山 宣子 氏（紙芝居文化推進協議会理事）
　６月５日９時30分から瀬谷図書館へ　か
　瀬谷図書館　　301-7911　　302-3655
区役所区民協働推進係　　367-5696　　367-4423

　横浜市の家庭から出される燃やすごみの中には、年間約87,000トンもの食品ロスが含まれています。どう
したら食品ロスが減らせるのか、家庭での工夫をお話しします。
　それでも出てしまう生ごみは、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作る
「土壌混合法」を一緒に体験して、生ごみを「捨て」ずに「活かし」てみませんか。

日時 会場 定員
６月7日（木）10時～11時
７月５日（木）10時～11時
8月９日（木）10時～11時

区役所４階会議室
瀬谷センター3階　趣味コーナー
せやまる・ふれあい館　2階共用会議室

各20人

●申込み　いずれも5月11日から　で資源循環局瀬谷事務所（　364-0561　　391-4784）へ

●問合せ　区役所生活衛生係　　367-5752　　367-2843

スズメバチの巣は早期に発見・駆除しましょう

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』～

民生委員・児童委員（主任児童委員を含む） ～ 5月12日は「民生委員・児童委員」の日です～

食べる薬！ 
知って得する薬膳効果

　瀬谷区のウド栽培の歴史に触れながら、ウドをはじめとする薬膳につい
て学びませんか。
　薬膳の効能を知ることで、毎日の食生活を豊かにしましょう。

　民生委員・児童委員は、地域の身近な相談相手として、介護や子育てなど福祉に関するさまざまな相談や、利用できる福祉サービスの
情報提供を行っています。また、行政の関係機関を紹介するなど、「つなぎ役」となっています。

【対象・定員】 50人　　　 　＊原則、全２回出席できる人

●申込み　５月21日　までに、　か　か　か　で  　　を記載し、区役所
区民協働推進係「生涯学習講座担当」（３階35番窓口

 　367-5695　　367-4423
 　se-kyoudou@city.yokohama.jp）へ
※ 託児があります（各回、未就学児10人まで）。希望する人は、申込時に子
どもの氏名（ふりがな）・性別・年齢を明記してください。

瀬谷区
生涯学習講座

◆ 第１回 薬膳で夏バテ予防講座
【日時】 ６月11日（月） 9時30分～11時
【会場】 区役所５階大会議室
【講師】 横浜薬科大学 漢方薬物学研究室 准教授
 喩 静 氏

ゆ じん

◆ 第２回 家庭で楽しむ薬膳
【日時】 ６月26日（火） 13時～14時30分
【会場】 区役所５階大会議室
【講師】 南青山 Essence オーナーシェフ
 国際薬膳調理師/NPO法人 全日本薬膳
 食医情報協会理事　薮崎 友宏 氏
 

エッセンス

やぶ ざき とも  ひろ

※第2回には薬膳スープの試飲があります。

巣を確認するときは
　・急に近づかない  ・巣を揺らさない  ・近くで騒がない
　※もし、ハチが近づいてきたら、そっとその場を離れましょう。

アシナガバチの巣スズメバチの巣

子育てのこと

・ 子育てひろば
・ 赤ちゃん訪問
・ 育児の悩み

学校のこと

・ いじめ・不登校の相談
・ 就学援助の
 相談

高齢者のこと

・ 見守りや訪問
・ 給食サービスや
 配食サービス
・ 地域サロン

障害のこと

・ サロンなどの
 地域情報の提供
・ 福祉サービスの
 制度利用の相談

生活のこと

・ 生活の困窮
・ 生活福祉資金
 の相談

地区ごとに日頃の活動について写真等で
わかりやすく紹介します。

お住まいの地域の民生委員・児童委員を
知りたい時は区役所運営企画係へ

●問合せ　区役所運営企画係
 　367-5710　　365-5718

活動紹介パネル展を開催します

【日時】 ５月12日（土）～５月21日（月）
【会場】 区役所２階区民ホール

気軽に
ご相談ください

●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」区区からのお知らせ

Y.F.MARINOS/SCBF

プレイベント
周年周年

瀬谷区制

多数抽選
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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。介護者のつどい

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。介護こころ相談室

　5月11日から、　で区役所高齢者支援担当（　367-5716　　364-2346）へ
　６月１９日(火) ①９時３０分 ②10時30分　　区役所４階40番　　各回1組

予約制

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

日　時 内　容 会場・申込み・問合せ
５月１４日（月）
１３時３０分～１５時３０分

認知症家族介護に関する
座談会「わらべの会」

区役所５階健康相談室
　367-5716

５月１５日（火）
１３時３０分～１５時

「ふれあい」
カローリングで健康づくり

二ツ橋第二地域ケアプラザ
　360-7855

５月２５日（金）
１４時～１５時３０分

「介護らく楽講座」
施設見学

阿久和地域ケアプラザ
　365-9892

5月２８日（月）
１３時３０分～１５時３０分

「いっぷくの会」
瀬谷警察署による講話

二ツ橋地域ケアプラザ
　36１-9807

　…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

　策定にあたって、地域や関係機関・団体の皆さんから多くの意見を
いただきました。今後、団塊の世代全員が75歳以上になる2025年に
向かって、関係者が目指すべき方向性を共有し瀬谷区らしい地域包括ケ
アシステムを構築していきます。

●問合せ　区役所高齢者支援担当　　367-5716　　364-2346

「誰もがいつまでも安心して暮らせる瀬谷
～いきいきシニアライフ～」を目指して
横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた
瀬谷区行動指針を策定しました！

高齢者

瀬谷区行動指針は区ホームページからダウンロードできます。

介護予防 生活支援 在宅医療
介護連携

認知症
対策

横浜市瀬谷区行動指針 検索

◎瀬谷区行動指針の４つの分野

こども家庭係　　367-5760･5778　　367-2943 区役所5階（女性福祉相談は4階40番窓口）予約・問合せ 会場

健康づくり係　　367-5744・5745・5746　　365-5718予約・問合せ 区役所5階 ＊胃がん検診のみ別会場会場

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

H29 12/16～ H30 1/5生
H30 1/6 ～ 1/25生
H28 10/16～ 10/31生
H28 11/1～ 11/20生

H27 4/26～ 5/15生

5 /16（水）
6 / 6（水）

6 / 7（木）
5 /17（木）

5/24（木）

6/ 7（木）

 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

4か月児

1歳
6か月児

3歳児

12時45分～
13時30分★

12時45分～
13時30分★

8時45分～
9時20分★

乳幼児歯科相談（0歳～就学前の乳幼児）  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

13時30分～
14時45分★

検診名など・対象 日時 受診方法・費用・内容・持ち物ほか

生活習慣病予防のための相談 ５/14（月） 9時～12時
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。 ※希望により、血管年齢測定や呼気中一酸化炭素濃度測定ができます。

乳幼児食生活健康相談 ５/11（金）、６/８（金） 9時～11時  予約制　無料　子どもの食生活についての相談

HIV(エイズ)検査 毎週火曜日（祝日を除く） 11時～11時30分  予約制　無料　匿名のHIVの検査・相談 ※希望により梅毒検査も実施。

離乳食教室
（生後７～11か月の乳児と養育者） ５/11（金）、６/８（金） 13時30分～15時

 予約制　無料　
離乳食のすすめ方についてのお話、調理説明と試食
□子ども用のスプーン・エプロン

母親（両親）教室　＊３回目は両親教室
6/4(月)・11(月）・
18（月）・25(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）

9時30分～16時30分
（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

※ 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歳児 食と歯の元気教室
（１歳～１歳４か月の子どもと養育者） ５/23（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。
□子ども用の歯ブラシ・エプロン

区　該当　
ページへ▶

区　該当　
ページへ▶

がん検診
40歳以上

胃がん ６/21（木）
 予約制　先着　40人　1,570円(エックス線検査)
予約・問合せは 5/21～6/11、専用電話のみ受付
神奈川県結核予防会  　251-2363　平日9時～12時

※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が対象です。　＊2018年４月～2019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、健康づくり係へお問い合わせください。

午前中
（時間は予約時にご確認ください。）

阿久和団地第一集会所
午前中
（時間は予約時にご確認ください。）

５/18（金）肺がん  予約制　先着　50人　680円(エックス線検査)　予約は健康づくり係へ
　か　、または　(se-kenkou@city.yokohama.jp)にて受付

健康
■ 第111回 瀬谷水緑の健康ウオーク
 「瀬谷ウオーク&スポーツ 第9弾」
 ～ウオークとスポーツでいい汗かこう！～
　7kmのコースを歩き、スポーツセン
ターではストレッチ等のスポーツ体験
ができます！

　5月19日（土） 二ツ橋公園 9時集合
＊雨天決行・荒天中止
　200円
　コース：二ツ橋公園～大神上橋～
関ヶ原の水辺～めがね橋～六道の辻～
宮沢神明社～瀬谷スポーツセンター
（運動・昼食）～一次解散～瀬谷駅南口 
※13時ごろ解散予定、雨天の場合はコー

スや距離等が変更されることがあります。
　タオル、飲み物、体育館履き、健康保
険証、弁当、雨具等
　区役所健康づくり係
　367-5744　　365-5718
■ 高齢者よい歯のコンクール
 歯の検査と表彰式
　6月3日(日) 受付：9時～10時

表彰式：10時20分～10時40分
　区役所5階健診フロア
　65歳以上の区内在住者 40人　
　5月25日までに、　か　で  　　と
生年月日、年齢を記入し区役所健康づ
くり係（　367-5744　　365-5718）
へ

み りょく



2018（平成30）年 5 月号　／　瀬谷区版　　　

からのお知らせ施 設
●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。

瀬谷地区センター
瀬谷センターロビーコンサート　
奇跡のハーモニー ～ゴスペル～
　５月26日（土）13時～13時45分
　瀬谷ゴスペルクワイア
小中学生のバドミントン教室
　５月26日（土）9時30分～12時
　小・中学生 30人
すきっぷす♪のおはなし会　
　６月６日（水）10時30分～11時　
　幼児と保護者 20組

以下のものは、
　5月20日　までに、　に　　  を
記載して　か

カラフルなトッピングで
ドーナツを作ろう！
　６月９日（土）10時～12時
　小・中学生 16人　　　300円 
～葉や花をアイロンで染める～
山の幸染め（4作品）
　６月14・28日、７月12・26日の木
曜日 全４回 13時30分～15時30分
　10人　　　4,500円

瀬谷和楽荘
以下のものは、
　5月20日　までに、　に　　  を
記載して　か

マイナス10歳！ メイクアップ講座
　６月５日（火）13時～15時　
　60歳以上の市内在住者 25人
　100円
麻糸のサマーバック
　６月26日、7月3・10日の火曜日 全
３回 ９時30分～11時
　60歳以上の市内在住者 16人　
　1,000円

子ども卓球教室
　５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（貸し出しあり）、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」（第1回）
　5月24日（木）9時30分～11時30分
　30人

以下のものは、
　各申込締切日までに、　に　　 
を記載して　か

お菓子工房Keiminの
「カスタードムースケーキ」
　6月1日（金）10時～13時
　成人 16人　　　1,300円
　５月16日　まで
クラフトテープで作る
「毎日持ちたい小さめバッグ」
　６月７・21日、７月５日の木曜日 全３回

13時～15時
　成人 10人　　　2,000円
　５月23日　まで
＊　からも申込み可
台湾の家庭料理「ちまき」
　６月８日（金）10時～13時　
　成人16人　　　1,200円
　５月24日　まで

すきっぷす♪のおはなし会
～ママのおひざで物語の世界へ～
　５月15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、　に　　 
を記載して　か

文学講座 ～樋口一葉～
　６月７・14・21日、7月５・12日の木
曜日 全５回 13時～14時30分
　成人 20人　　　500円
　５月20日　まで
父の日子ども料理教室
～焼きドーナツをつくろう！～
　６月17日（日）９時30分～11時30分
　小学生 16人　　　300円
　5月31日　まで
～アコースティックギターの音色
で歌う～ 歌声サロン
　6月19日、7月17日、9月18日、10
月16日の火曜日 全４回 10時～11時
　成人15人　　　400円　
　５月30日　まで
健康体操①②
　６月22・29日、7月６・13・20・27
日、9月７・14・21・28日の金曜日 全
10回 ①12時15分～13時15分　
②13時30分～14時30分
　健康で運動のできる成人 各50人
　1,000円
　６月５日　まで

おもちゃの病院
　５月12日（土）10時～14時
　持ち主のお子さんが来てください。
　100円程度
　電池 ＊電池で動く場合
　5月11日から　
懐かしシネマ館
　6月2日（土）17時～20時 ＊16時
30分開場
　30人　
　「競輪上人行状記」主演　小沢 昭一
　700円 ＊交流会費含む
　5月12日から　か

ひよこのおはなし会
　６月21日（木）、27日（水）11時～11
時30分　　０～３歳児と保護者 各15
組　　　わらべうたと絵本の読み聞かせ
　６月７日９時30分から　か

本の貸出・返却サービス
　５月24日、６月７日の木曜日 14時
10分～14時50分 ＊荒天中止
　横浜市中央図書館サービス課
　262-0050　　231-8299

おはなしサクランボ
　5月16日（水）15時～16時
　50人　 ＊乳幼児は保護者同伴
　チェリーボンボン

以下のものは、
　各申込締切日までに、　に　　 
を記載して　か

楽しいフラダンス
　健康づくり、自分づくり、友達作り
　6月3・10・17・24日の日曜日 全4
回 10時～11時30分
　成人15人　　　軽装、水筒
　5月24日　まで
パステル画教室 ～パステルカラー
で、色を楽しむ、色で遊ぶ～
　6月13・27日、7月11・25日 全４
回 10時～12時　　成人15人　
　500円　　パステル（クレヨン、ソ
フトパステルなど12色）、えんぴつ２
B、消しゴム、ウエットティッシュ、新聞
紙（1日分）　　6月6日　まで

おはなしOneOne
～きみどり　みどり　どれがすき？～
　5月14日（月）10時30分～11時
　未就学児と保護者

以下のものは、
　各申込締切日までに、　に　　 
を記載して　か

野菜スイーツ作り
　６月６・20日、７月４日の水曜日 全3
回 ９時～12時　　成人 ８人　　　
　1,500円　　エプロン、バンダナ、
ふきん、持ち帰り容器
　5月26日　まで

ガラス工芸
～ペンダントとストラップ制作～
　６月23日（土）13時～17時
　高校生以上 12人　　　1,000円
　軍手、エプロン、ぞうきん、新聞紙
　5月28日　まで

０歳からの読み聞かせ
　６月７日（木）10時30分～11時　
＊毎月第１木曜実施
　乳幼児と保護者
パソコンカフェ ～パソコンぬり絵で
楽しくストレスフリー～
　６月９日（土）・10日（日） 全2回　
9時30分～12時30分
　13人　　　1,000円
　USBメモリー、写真（電子データ可）
　5月26日　までに　に  　　を記載
し　か　

はらっぱのおはなし会
　５月19日（土）11時～11時30分
　「ワニぼうのこいのぼり」他
パソコンの困った
原中コミスク無料相談会
　5月26日（土）13時～17時
　ノートパソコンを持参できる人 9人
　5月16日10時から　か　

こどもスポーツフェスティバル
～ストラックアウト、宝探しなど～
　５月20日（日）13時30分～16時
＊未就学児は保護者同伴
親子ピラティス
　６月19日（火）10時30分～11時15分
　2か月～2歳の子と母親 10組
　500円　　飲み物、汗拭きタオル
　5月15日から　 ＊　からも申込み可
ベビーマッサージ
　６月22日（金）10時30分～11時30分
　2か月～歩き出す前の子と母親6組
　500円　　防水シート、バスタオル、
フェイスタオル
　５月25日から　 ＊　からも申込み可

自然を写そう! デジカメテクニック C
　７月７日(土)9時30分～12時
　小学5年生以上 10人　 ＊大人も参

〒246-0031  瀬谷三丁目18-1
　303-4400　　303-4464

　http://seya.seya-npo.org/
　 第3月曜日（祝日等に重なる場合は翌日）

瀬谷センター

わん わん

〒246-0026  阿久和南二丁目9-2
　365-9072　　365-9112

　http://akuwa.seya-npo.org/
　 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

〒246-0015  本郷二丁目28-4
瀬谷中央公園内　　・　304-4169
　http://loghouse.seya-npo.org/

　 第2月曜日（祝日等に重なる場合は翌日）

こどもログハウス

〒246-0004  中屋敷二丁目18-6
　304-3100　　304-3110

　http://nakayashiki-cc.com/
　 第2月曜日（祝日等に重なる場合は翌日）

中屋敷地区センター

〒246-0023  阿久和東一丁目17-1
　・　364-7072

　 http://nagayamonnkouen.la.coocan.jp/ 
　 第2・第4水曜日（祝日等に重なる場合は翌日）

長屋門公園

三ツ境89-14 三ツ境大原第二公園
　http://www.city.yokohama.lg.jp/
　kyoiku/library/bm/st2426map.html

 移動図書館「はまかぜ号」

〒246-0015  本郷三丁目22-1
　301-7911　　302-3655

　 5月21日（月）

　http://www.city.yokohama.lg.jp/
　kyoiku/library/chiiki/seya/

瀬谷図書館

〒246-0035  下瀬谷三丁目58-1
　・　304-1755

　http://seyasakura.seya-npo.org/
　火・金曜日

瀬谷さくら小学校
コミュニティ・スクール

〒246-0034  南瀬谷一丁目1-1
　・　303-8415

　http://minamiseya.seya-npo.org/
　火・金曜日

南瀬谷小学校
コミュニティ・スクール

〒246-0012  東野130
　・　304-4301

　http://azumano.seya-npo.org/
　火・金曜日

東野中学校
コミュニティ・スクール

〒246-0025  阿久和西二丁目1-6
　・　391-1166

　http://hara.seya-npo.org/
　火・金曜日

原中学校
コミュニティ・スクール

〒241-0834  旭区大池町65-1
こども自然公園内

　811-8444　　812-5778
　http://www.yspc.or.jp/kodomo_yc_ysa/

こども自然公園
青少年野外活動センター
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スポーツ
区ソフトテニス協会主催　第45回 瀬谷区民ソフトテニス大会参加者募集
　6月3日(日）9時から ＊雨天中止　　瀬谷本郷公園テニスコート　　中学
生以上の区内在住・在勤・在クラブ員　　高校生以上１人1,000円、中学生１
人500円　　一般男子・女子（中学3年生男女含む）、壮年、中学生男女
　5月11日～5月16日までに同協会（タカミネスポーツ店内 　361-0043 
＊木曜定休）へ　　同協会の白江 　302-1584
区太極拳協会主催　第１１回 瀬谷区武術太極拳フェスティバル
　６月３日（日）１０時～１５時　　瀬谷スポーツセンター第１体育室　　上履き
　５月１１日～５月３１日までに　で同協会原田（　302-7176）へ
区バドミントン協会主催　第８０回 瀬谷区バドミントン大会
　６月１０日（日）８時４５分開会　　瀬谷スポーツセンター　　高校生以上
150組　　　男性1,500円 女性1,300円　　男女ダブルス年齢別（年齢
区分等はお問い合わせください）、リーグ戦方式 ＊内容の変更もあり
　5月12日～5月16日までに、　で  　　を記入し同協会（　seya.ward.
bad.association@gmail.com）へ
　上記　アドレス、または同協会の笠原 　０９０-９８３３-２７２４
区陸上競技協会主催　平成30年度 区陸上競技選手権大会
　瀬谷・泉・戸塚区の合同開催。3位まで賞状、4位以下は記録証授与。
　7月28日（土）8時40分開会式 9時競技開始　　三ツ沢公園陸上競技場
　小学5年生以上の区内在住・在勤・在学者　　100ｍ～3,000ｍ走、400
ｍリレー、走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ ＊リレーを除き、1人2種目まで
出場可　　1種目につき、高校生以上800円、小・中学生500円、リレー1
チーム800円 ＊保険料含む　　5月11日～6月9日までに、参加費を添えて
同協会（イシケンスポーツ店内 　301-6044 ＊水曜定休）へ

しら    え

瀬谷地区センター
瀬谷センターロビーコンサート　
奇跡のハーモニー ～ゴスペル～
　５月26日（土）13時～13時45分
　瀬谷ゴスペルクワイア
小中学生のバドミントン教室
　５月26日（土）9時30分～12時
　小・中学生 30人
すきっぷす♪のおはなし会　
　６月６日（水）10時30分～11時　
　幼児と保護者 20組

以下のものは、
　5月20日　までに、　に　　  を
記載して　か

カラフルなトッピングで
ドーナツを作ろう！
　６月９日（土）10時～12時
　小・中学生 16人　　　300円 
～葉や花をアイロンで染める～
山の幸染め（4作品）
　６月14・28日、７月12・26日の木
曜日 全４回 13時30分～15時30分
　10人　　　4,500円

瀬谷和楽荘
以下のものは、
　5月20日　までに、　に　　  を
記載して　か

マイナス10歳！ メイクアップ講座
　６月５日（火）13時～15時　
　60歳以上の市内在住者 25人
　100円
麻糸のサマーバック
　６月26日、7月3・10日の火曜日 全
３回 ９時30分～11時
　60歳以上の市内在住者 16人　
　1,000円

子ども卓球教室
　５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（貸し出しあり）、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」（第1回）
　5月24日（木）9時30分～11時30分
　30人

以下のものは、
　各申込締切日までに、　に　　 
を記載して　か

お菓子工房Keiminの
「カスタードムースケーキ」
　6月1日（金）10時～13時
　成人 16人　　　1,300円
　５月16日　まで
クラフトテープで作る
「毎日持ちたい小さめバッグ」
　６月７・21日、７月５日の木曜日 全３回

13時～15時
　成人 10人　　　2,000円
　５月23日　まで
＊　からも申込み可
台湾の家庭料理「ちまき」
　６月８日（金）10時～13時　
　成人16人　　　1,200円
　５月24日　まで

すきっぷす♪のおはなし会
～ママのおひざで物語の世界へ～
　５月15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、　に　　 
を記載して　か

文学講座 ～樋口一葉～
　６月７・14・21日、7月５・12日の木
曜日 全５回 13時～14時30分
　成人 20人　　　500円
　５月20日　まで
父の日子ども料理教室
～焼きドーナツをつくろう！～
　６月17日（日）９時30分～11時30分
　小学生 16人　　　300円
　5月31日　まで
～アコースティックギターの音色
で歌う～ 歌声サロン
　6月19日、7月17日、9月18日、10
月16日の火曜日 全４回 10時～11時
　成人15人　　　400円　
　５月30日　まで
健康体操①②
　６月22・29日、7月６・13・20・27
日、9月７・14・21・28日の金曜日 全
10回 ①12時15分～13時15分　
②13時30分～14時30分
　健康で運動のできる成人 各50人
　1,000円
　６月５日　まで

おもちゃの病院
　５月12日（土）10時～14時
　持ち主のお子さんが来てください。
　100円程度
　電池 ＊電池で動く場合
　5月11日から　
懐かしシネマ館
　6月2日（土）17時～20時 ＊16時
30分開場
　30人　
　「競輪上人行状記」主演　小沢 昭一
　700円 ＊交流会費含む
　5月12日から　か

ひよこのおはなし会
　６月21日（木）、27日（水）11時～11
時30分　　０～３歳児と保護者 各15
組　　　わらべうたと絵本の読み聞かせ
　６月７日９時30分から　か

本の貸出・返却サービス
　５月24日、６月７日の木曜日 14時
10分～14時50分 ＊荒天中止
　横浜市中央図書館サービス課
　262-0050　　231-8299

おはなしサクランボ
　5月16日（水）15時～16時
　50人　 ＊乳幼児は保護者同伴
　チェリーボンボン

以下のものは、
　各申込締切日までに、　に　　 
を記載して　か

楽しいフラダンス
　健康づくり、自分づくり、友達作り
　6月3・10・17・24日の日曜日 全4
回 10時～11時30分
　成人15人　　　軽装、水筒
　5月24日　まで
パステル画教室 ～パステルカラー
で、色を楽しむ、色で遊ぶ～
　6月13・27日、7月11・25日 全４
回 10時～12時　　成人15人　
　500円　　パステル（クレヨン、ソ
フトパステルなど12色）、えんぴつ２
B、消しゴム、ウエットティッシュ、新聞
紙（1日分）　　6月6日　まで

おはなしOneOne
～きみどり　みどり　どれがすき？～
　5月14日（月）10時30分～11時
　未就学児と保護者

以下のものは、
　各申込締切日までに、　に　　 
を記載して　か

野菜スイーツ作り
　６月６・20日、７月４日の水曜日 全3
回 ９時～12時　　成人 ８人　　　
　1,500円　　エプロン、バンダナ、
ふきん、持ち帰り容器
　5月26日　まで

ガラス工芸
～ペンダントとストラップ制作～
　６月23日（土）13時～17時
　高校生以上 12人　　　1,000円
　軍手、エプロン、ぞうきん、新聞紙
　5月28日　まで

０歳からの読み聞かせ
　６月７日（木）10時30分～11時　
＊毎月第１木曜実施
　乳幼児と保護者
パソコンカフェ ～パソコンぬり絵で
楽しくストレスフリー～
　６月９日（土）・10日（日） 全2回　
9時30分～12時30分
　13人　　　1,000円
　USBメモリー、写真（電子データ可）
　5月26日　までに　に  　　を記載
し　か　

はらっぱのおはなし会
　５月19日（土）11時～11時30分
　「ワニぼうのこいのぼり」他
パソコンの困った
原中コミスク無料相談会
　5月26日（土）13時～17時
　ノートパソコンを持参できる人 9人
　5月16日10時から　か　

こどもスポーツフェスティバル
～ストラックアウト、宝探しなど～
　５月20日（日）13時30分～16時
＊未就学児は保護者同伴
親子ピラティス
　６月19日（火）10時30分～11時15分
　2か月～2歳の子と母親 10組
　500円　　飲み物、汗拭きタオル
　5月15日から　 ＊　からも申込み可
ベビーマッサージ
　６月22日（金）10時30分～11時30分
　2か月～歩き出す前の子と母親6組
　500円　　防水シート、バスタオル、
フェイスタオル
　５月25日から　 ＊　からも申込み可

自然を写そう! デジカメテクニック C
　７月７日(土)9時30分～12時
　小学5年生以上 10人　 ＊大人も参

▼ こども自然公園青少年野外活動センターのつづき
加可　　1人1,000円
　写真家　鈴木 清美 氏
　５月25日～６月８日　までに、　に
  　　と参加者全員の氏名（ふりがな）・
年齢（学年）を記載して　か　
＊　からも申込み可

子育てサポートシステム入会説明会
　5月18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
お引越しママのランチ会
　5月25日（金）11時～13時
　瀬谷区に引っ越してきた親子
　昼食
　当日までに

横浜F・マリノスふれあいサッカー
スクール
　６月４日（月）17時10分～18時40分
　小学１～３年生 ４０人　　　1,000円
　５月１１日から　か　 ＊申込み初日
のみ、　は１０時から、　は１２時３０分
から受付

〒246-0032  南台二丁目４-65
　302-3301　　301-9442

　 http://www.yspc.or.jp/seya_sc_ysa/
　 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

〒246-0021  二ツ橋町469
　391-8316　　391-8447

　info@nico-t.jp
　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

平成30年度 瀬谷スポーツセンター夏期（7～9月） 事前申込教室参加者募集

太極拳
簡単ポールエクササイズ
（肩こり・腰痛改善）
体幹トレーニング
～きれいな姿勢～
フラダンス①②
歩き方～正しい姿勢で～
社交ダンス（初級）
骨盤＆ボディリセット①②
バドミントン
①木曜卓球 ②金曜卓球
ボディシェイプアップ
コアストレッチ
ヨーガ①②
48式太極拳入門
バレエストレッチ
バレエエクササイズ
骨盤エクササイズ
パワーヨーガ
はじめてのタップダンス
ピラティス①②
エアロビクスボクシング
座ってゆっくり太極拳
簡単 座ってヨーガ
エアロビクス
ボディメンテナンス①②
シニアのための
しっかりトレーニング
すこやか体操①②
金曜はつらつ
書道
うたごえサロン
絵手紙

２歳児親子体操

１歳児親子
ふれあいタイム

親子リトミック

ベビーマッサージ

２・３・４歳児親子体操

ジュニアスポーツ
ジュニアタップダンス
幼児フットサル
ジュニアフットサル
年少中幼児体操
年中長幼児体操①②
ジュニアヒップホップ
①②
水曜ジュニアチャレンジ
①②
金曜ジュニアチャレンジ
①②

火11:05～12:35

火13:05～13:55

火14:00～14:50

①水11:00～12:00 ②水12:10～13:10
水13:20～14:20
水13:20～14:50
①水15:00～15:50 ②水16:00～16:50
木9:00～10:45
①木9:00～10:45 ②金9:00～10:45
木9:30～10:45
木10:00～10:50
①木11:00～11:50 ②木12:00～12:50
木11:10～12:50
木12:40～13:30
木13:40～14:30
木13:00～13:50
木14:00～14:45
木15:05～15:55
①金9:00～9:50 ②金10:00～10:50
金11:00～11:50
金12:10～13:40
金14:00～14:50
土9:00～9:50
①土11:00～11:50 ②土12:00～12:50

火13:00～14:30

①水13:05～13:50 ②水14:00～14:45
金13:10～14:40
火9:15～10:45
火10:00～10:50
金15:10～16:50

水9:30～10:30

水10:50～11:40

木10:30～11:20

木11:30～12:15

土9:30～10:30

火15:25～16:55
木16:00～16:50
火17:15～18:15
火17:15～18:45
水14:40～15:40
①水15:50～16:50 ②金15:40～16:40
①水17:00～17:50
②水18:00～18:50
①水17:05～17:50
②水18:00～18:45
①金17:00～17:45
②金17:55～18:40

16歳以上

16歳以上

16歳以上

16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上女性
16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上

60歳以上

65歳以上
60歳以上
16歳以上
16歳以上
16歳以上
H27 7/2～H28 7/1
生まれの子と保護者
H28 7/2～H29 7/1
生まれの子と保護者
H26 7/2～H28 7/1
生まれの子と保護者
H28 12/2～H30 3/1
生まれの子と保護者
H25 7/2～H28 7/1
生まれの子と保護者
小学生
小学生
H24 4/2～H26 4/1生
小学1～3年生
H25 4/2～H27 4/1生
H24 4/2～H26 4/1生
①小学1～３年生
②小学４年生以上
①小学1・2年生
②小学3～6年生
①小学1・2年生
②小学3～6年生

教室名 曜日・時間 対象

①H24 4/2～H26 4/1
　生まれの子と保護者
②小学1・2年生

①火15:00～15:50
②火16:00～16:50英語であそぼう①②

　託児つき（２歳以上の未就学児対象、1教室3人まで、託児料10回5,400円、11回
5,940円）　　市内在住・在勤・在学者 ＊初参加者優先　　1,900円～9,700円 ＊傷
害保険料含む　　5月25日　までに、　に  　　を記載して　か　（要62円切手）
＊ 　からも申込み可　＊ヨーガ①②、骨盤ボディリセット①②、ピラティス①②、ボディメ
ンテナンス①②、ジュニアチャレンジ（水・金）はそれぞれ重複申込無効

【被災地支援事業のために】
村島　光子
【物品寄付】
フレッシュダンス、匿名１件

以上のみなさん、ありがとうございました。

２月11日～３月10日受付分・敬称略

㈱佐野銘材、横浜瀬谷走友会

○問合せ 瀬谷区社会福祉協議会
　　361-2117　　361-2328

▼ 瀬谷スポーツセンターのつづき
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区民活動センターイベント情報

受動喫煙の影響比較〈子どもの尿中コチニン濃度（ng/㎖）〉

周年周年

瀬谷区制

●  5月31日は、世界禁煙デーです。
　日本は世界禁煙デーから一週間を「禁煙週間」としています。 
瀬谷区では禁煙週間の間、区役所2階でパネルを掲示します。

●  受動喫煙って知っていますか？
　たばこの先から出てくる煙や吐き出された煙を吸う（吸わさ
れる）ことを受動喫煙と言います。受動喫煙は、大人・子ども
関係なく健康に影響があります。特に子どもは病気へのリスク
が高まり、将来への影響もあるため、子どもの健康を守るため
にも禁煙しましょう。

●  家庭での、子どもの受動喫煙
　たばこを吸うと、ニコチンという
有害物質が体の中に取り込まれ、
コチニンという物質になって、尿か
ら排泄されます。 
　受動喫煙の目安となる尿中コチ
ニンの量を調べたのが右のグラフ
です。窓を閉めてベランダで吸っ
たとしても、有害物質は服について
部屋の中へ入ります（残留喫煙）。

◆ 応募資格 中学生以上の区内在住・在勤・在学者、または区内に活動
  拠点がある絵画・写真グループに所属する人
◆ 募集作品
 【種　類】 油絵・水彩画・パステル・水墨・日本画・版画・写真
 【大きさ】 絵：6号～50号（50号は縦のみ） 写真：全紙以内・マット最大550×680
 【　額　】 絵は軽量で簡易なもの（本縁不可）。写真は額装自由。ガラスは外し
  （アクリル板は可）、展示用のつりひもを付けること。
  ※重いものや内容の違うものはお断りすることがあります。
 【点　数】 1人1点のみ 200点程度（写真は50点） 
◆ 出展料　2,000円 ＊作品搬入時に納入

●問合せ　区役所健康づくり係　　367-5744　　365-5718

世界禁煙デー  ５月３１日

●問合せ　瀬谷区美術展実行委員会 松本　　364-7498

7月3日（火）～7月8日（日）
10時～18時 ＊8日は14時まで

【日時】 7月8日（日）10時～12時　　【会場】 瀬谷センター
【対象・定員】 区内在住の小学生15人　 ＊低学年は保護者同伴

●申込先 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）
「美術展担当」 

● 申込み 6月11日　までに、　に  　　（氏名は児童の氏名）を記入して
  下記申込先へ郵送か

①出展者募集

②いっしょに絵をかきませんか ～美術展開催中の子どもの絵画教室～

日時 5月18日（金）12時20分～12時50分 ＊12時開場

会場 瀬谷公会堂 ２階 ホワイエ

内容 出演マジック ～ようこそ不思議な世界へ～ ハッピーマジック

毎月１回開催！気軽に立ち寄れる昼休みイベントです。

●問合せ　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

会場 瀬谷区民活動センター

さまざまなテーマを「学ぶ」、「体験する」講座です。

●申込み ５月11日10時から各講座開催初日の７日前までに、　か　か　
で瀬谷区民活動センター（　369-7081　　366-4670

 　se-kukatsu@city.yokohama.jp）へ

南京玉すだれとジャグリング
　６月５・12・26日の火曜日 全３回 13時30分～15時30分　　10人　
　1,500円（３回分）　　動きやすい服装、飲み物　　村田 正和

水彩画
　6月５・19・26日の火曜日 全3回 13時～15時　　18人　
　1,500円（3回分）　　水彩用の筆と水入れ　　上本 進二

フラダンス
　６月７・14・21日の木曜日 全３回 14時～15時30分　　12人　
　500円（3回分）　　タオル、飲み物、室内履き（または靴下、フットカバー）、
Tシャツ、筆記用具　　石川 範子

チェアヨガ
　６月９日（土）、１６日（土）、23日（土） 11時～12時 ＊各回同一内容
　各回10人　　　1回300円　　タオル、飲み物、動きやすい服装、靴下
（可能であれば5本指）　　中村 千鶴子

シニア向け英会話
　６月11・18・25日の月曜日 全３回 10時30分～11時30分
　50歳以上 15人　　　1,500円（3回分）　　筆記用具　　五十嵐 美和

※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

◆ フラダンス 無料体験
　５月17日（木）11時～12時　　川口ビル第二マンション２階ホール（瀬
谷四丁目）　　　初心者・基本を見直したい人 10人
　ククイ　オハナ 頭島 　090-9138-8194

かしらじま

日時

瀬谷センター会場
2323

　…電話　　…ファクス　　…Ｅメール　　…日時・期間　　…対象・定員　　…会場　　…先着　　…費用　　…持ち物　　…講師または出演者　　…問合せ
　…当日直接　　…事前に直接　　…往復はがき　　…返信用はがき持参　　…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

自分に合った禁煙方法で、無理なく楽しく禁煙しましょう。
ニコチン依存度チェックや呼気中一酸化炭素濃度測定、禁煙
方法のご案内など、保健師が禁煙をサポートします。予約制 随時

禁煙相談

出典（Ino.T et al.2015、喫煙と健康.2016）より一部抜粋 0 10 20 30 40 50
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も、有害物質は
部屋の中に残っ
ています。

はい せつ

● 申込み 5月14日～6月11日　までに、所定の申込書に必要事項を記入し、
  下記申込先へ郵送か　
  ※申込書は、区役所3階35番窓口、瀬谷区民活動センター、
  　区内地区センター、区内コミュニティ・スクールで配布。


