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

“瀬谷の魅力、発信します！” Twitter Instagram

10月の土曜開庁日
13日・27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… 122,823人
（前年同月123,503人）
世帯数…… 51,061世帯
（前年同月50,892世帯）
平成30年9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

SNSで情報発信！瀬谷区制50周年キャッチフレーズ

瀬谷区版　／ 　　　　　　　 2018（平成30）年 10 月号　　ここから瀬谷区版です。（5ページ～12ページ）

瀬谷フェスティバルでは、エコ容器、リユース
食器の利用、ボランティアによるごみの分別を
行い、環境にやさしい取組を実践します。

周年周年

瀬谷区制

上瀬谷小東側

中瀬谷
消防出張所

上瀬谷球場

瀬谷小

相模鉄道瀬谷中

シャトルバス
乗場

瀬谷西高前

瀬谷中前

瀬谷駅

海
軍
道
路

一般駐車場進入路

「ヨコハマ ３Ｒ夢！」マスコット イーオ

Dance Dance Dance
＠ YOKOHAMA 2018
パートナー事業
後援： 横浜アーツフェスティ
 バル実行委員会

　さまざまなお店が
出店。掘り出し物が
見つかるかも！

　動物とのふれあい
コーナーなど遊び場
がたくさん☆

●問合せ　区役所地域活動係 　367-5692　　367-4423　※当日８時から横浜市コールセンター（　664-2525）で開催の有無をご案内します。

○当日は会場の様子を区役所の職員が撮影します。撮影
した写真は区ホームページや広報物、SNS（ツイッター、
インスタグラム）などに掲載することがあります。
○催し物は変更になる場合があります。
○ペットを連れての来場はご遠慮ください。
　（盲導犬、介助犬、聴導犬を除く。）

10時～15時
10月21日（日）

※荒天中止

旧上瀬谷通信施設のはらっぱ

シャトルバス停留所海
軍
道
路

会場内のレイアウト

※瀬谷駅北口から無料シャトルバスを運行（9時30分～15時30分）。
※一般駐車場は有料です（1日500円）。
※できる限り、無料シャトルバスや公共交通機関を利用し、車での
　来場はご遠慮ください。

会場

会場

ステージ1 フリーマーケット3

キッズエリア4

模 擬 店2

アフリカンエキスプレス 第7回アフリカ開発会議横浜開催推進事業

みんなで
遊ぼう！ 

スリ ム

　100ブースを超える団体が集結！ 被災地
団体出店の「がんばろう日本！」、瀬谷の逸品
認定店舗出店の「瀬谷のうまいもの市」など、
グルメ大集合！ 今年は瀬谷の特産品等が集
まる「瀬谷マルシェ」も登場します！

　区民の皆さんによるダンスや吹奏
楽など、盛りだくさんのステージイ
ベント！ 思わず体が動き出すようなリ
ズムで盛り上げます♪
　「第7回 アフリカ開発会議横浜開
催」記念！ アフリカの
文化を感じることがで
きるステージイベント
も開催します！
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＊ 農林水産省「食品ロスの削減に
 向けて」に基づき作成

　今、世界では、全ての人が食べられるだけの食料は生産されているの
に、9人に1人が十分に食べられていません。一方、日本では、「本来食
べられるのに廃棄される食品」＝「食品ロス」が多く発生しています。
　「賞味期限が過ぎちゃった」「料理を注文し過ぎて食べ切れない」など、
食べ物を「捨てること」が日常の出来事になっていませんか。
　今回は、食品ロスを減らす工夫や取組をご紹介します。食品ロスを減
らすことは、ごみの削減にもつながります。
　「食べること」「捨てること」について考えてみましょう。

　家庭で余っている缶詰を瀬谷フェスティバル会場へお持ちください。集まった
缶詰は、社会福祉協議会を通じて、施設や団体に寄贈します。
　皆さんのご協力をお願いします。
【日　　時】 10月21日（日）10時～ 15時　
※瀬谷フェスティバルが中止の場合は実施しません。

【受付場所】 瀬谷フェスティバル会場の資源循環局瀬谷事務所ブース
※5ページの会場内レイアウトの模擬店エリア内です。

【対象食品】 食品の缶詰
※未開封・賞味期限まで2か月以上・常温保存が可能なもの。
※賞味期限まで2か月未満の缶詰、賞味期限の記載のない缶詰は受付できません。

　横浜市では、飲食店などにご協力いただき、「食べきり協力店」
事業を進めています。食べきり協力店では、小盛メニューを設定
するなど、食べ残しを減らす取組を行っています。
　区内には食べきり協力店が20店舗あ
ります（9月1日現在)。
　外食時には、食べきり協力店をご利用
ください。

※10月16日は世界の食料問題を考える日として、国連が定めた「世界食
料デー」です。日本では2008年から10月を「世界食料デー」月間とし、
日頃から飢餓や食料問題について知り、考え、行動することを目標に、
NGO・NPOや国連機関などが共同でさまざまな活動を行っています。

みんなで減らそう

●問合せ　区役所資源化推進担当　　367-5691　　367-4423

約半分は家庭から、
5分の1は飲食店から出ているよ。
どうしたら食品ロスを減らせるのかな？

国内の年間食品ロスの発生量は、
世界全体の食料援助量の
２倍もあるんだね。

年間食品ロス
646万トン
（27年度推計）

家庭
289万トン

食品メーカー・
小売店 など　
224万トン　　

飲食店　
133万トン

「食べきり協力店」利用 で減らそう！

食品ロスの現状
～日本の食品ロスと世界の食料事情～

日本での
年間食品ロス発生量

「さつま汁」は、食材の使い切りにおすすめ！
いろいろな使い切りレシピに挑戦しよう！！

このステッカーが目印！ ▶

＊農林水産省「食品ロスの削減に向けて」に基づき作成

「ヨコハマ3Ｒ夢！」
マスコット　イーオ

ス リ ム

10月は「世界食料デー」月間です。

約646万トン

世界の
年間食料援助量

約320万トン
約2倍

ヨコハマ食べきり協力店 検索

フードドライブ
　家庭で余っている未使用
の食品を持ち寄り、必要と
している福祉団体などへ寄
付する活動です。

フードバンク活動
　安全に食べられるのに、包装の破損や過剰在庫、
印字ミスなどの理由で流通できない食品を企業等
から寄贈していただき、食品を必要としている施設
や団体、困窮世帯に無償で提供する活動です。

食品ロスを減らす
こんな取組もあります！

　家庭でできる食品ロスを出さないためのポイント！
●買い物の時は
　冷蔵庫の食材を確認して、買物リストを
　作成し、食べ切れる量を買おう！
●料理の時は
　食べ切れる分だけ作り、多く作った場合は上手に冷凍保
存して使い切ろう！ ※作った日を記載しておきましょう。

●保存の時は
　冷蔵庫の中身をチェックし整理整頓！ 
　消費期限・賞味期限に注意しよう！

家庭でのひと工夫 で減らそう！

まるごと旬野菜 検索

特
集

食品ロスの発生場所

おすすめ
メニュー

さつま汁

秋の
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障害のあるお子さん、特別な配慮が必要なお子
さんや出生予定のお子さんの申請など、わから
ないことがありましたら、区役所
こども家庭係（保育担当）へ
お問い合わせください。

　瀬谷区は、2019年10月1日に区制50周年
を迎えます。記念すべき節目の年を区民の皆
さんとお祝いするため、「瀬谷区制50周年記
念事業実行委員会」では、さまざまな記念事業
を計画・実施していきます。
　これらの事業を実施していくにあたり、協賛
金のご協力をお願いします。

　大規模地震発生時における横浜市地震被害想定が見直さ
れ、瀬谷区の火災による焼失棟数は891棟とこれまでの想定
に比べて激増しました。大規模地震発生時に、消防隊は平常時
のように「迅速」に駆けつけることは困難になります。
　「初期消火能力の向上」を図り、地域の皆さんが協力して災害
による被害を最小限にできるようにするため、瀬谷区「町の防
災組織」初期消火合同訓練会を実施します。

瀬谷区制50周年記念事業への
ご協賛のお願い

～2019（平成31）年4月の保育所等の利用申請について～

保育所等の申込み（新規申請・転園申請）

個別相談会

●問合せ　区役所こども家庭係（保育担当）　　367-5786　　367-2943

●問合せ 瀬谷区制50周年記念事業実行委員会事務局
 （区役所庶務係、3階39番窓口）
 　367-5611　　366-9657 ●問合せ　瀬谷消防署　　・　362-0119

10月1日から2019年8月31日まで

個　　　人 ： 1口 1,000円
企業・団体 ： 1口 5,000円
※1口からお申し込みいただけます。
※個人でご協賛いただいた人には、
区制50周年記念オリジナル・ピンバッジ（上の写真参照）を
贈呈します（1口につき1個）。

（1）申込書に必要事項を記入し、Ｅメール、ＦＡＸ、郵送、窓口持参
のいずれかの方法で、実行委員会事務局（区役所庶務係）へ
ご提出ください。申込書は区役所3階39番窓口でお配りし
ます。また、区ホームページからダウンロードできます。

（2）申込書の提出から１週間以内に、口座に協賛金のお振り込み
をお願いします。（振込手数料はご負担ください。）また、現金
を区役所3階39番窓口へお持ちいただくこともできます。

※応募方法等の詳細は、区ホームページをご確認ください。　
瀬谷区制50周年 検索

11月10日（土）10時～13時
二ツ橋公園（区役所隣接）
＊雨天の場合、11月11日（日）に
順延予定（当日8時に決定）

初期消火合同訓練会
・初期消火箱の部
・消火器取扱の部

ブース展示（予定）
・非常食の展示、試食
・消防団活動の紹介

昨年の初期消火合同訓練会の様子

　利用案内・申請書類の配布：10月12日（金）から  　　郵送申請期間：10月12日（金）～11月5日（月） ＊消印有効

　配布場所： 区役所4階40番窓口（保育担当）、地域子育て支援拠点「にこてらす」、
 二俣川駅行政サービスコーナー、各保育施設等

≪利用調整の結果は2月上旬にお知らせする予定です。≫

申請は原則、専用封筒での郵送です。引き続き同じ保育所等を利用する場合は、手続きは必要ありません。

保育所等の利用について個別相談会を実施します。

【日時】10月12日（金） 8時45分～11時30分、13時～16時30分
【会場】区役所5階健診フロア

※事前申込みは不要です。スペースに限りがあるため、お待ちいただくこと
　がありますがご了承ください。

瀬谷区「町の防災組織」
初期消火合同訓練会

募集期間 日　時

会　場協賛金額

応募方法

　保育所等（※）を2019（平成31）年4月から「新規利用を希望する人」「転園を希望する人」は
期間中に申請手続をしてください。
　幼稚園の入園手続については、各幼稚園にお問い合わせください。
（※）認可保育所、認定こども園（保育利用）、家庭的保育事業、小規模保育事業

ヨコハマはぴねすぽっと 検索
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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。
●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

50th区民合唱団 団員大募集！
～瀬谷区民100人合唱でハレルヤを歌おう！～

　オーナメントいっぱいのクリスマスツリーアレンジメントを作ります！
保護者も参加できますので、お子さんと一緒にお花に
ついて学びながら、楽しい時間を過ごしませんか。

　失業、病気などにより収入が少なくなるなど生活に困ったときに、就職
活動や家計の見直しなどの相談を行っています。また、就労の経験がな
い、自信がないという人のサポートもしています。生活にお困りのときに
は、ひとりで悩まず、早めに相談してください。

【日時】 11月10日（土）13時～16時
 第1部 13時～15時　第2部 15時10分～16時
【会場】 区役所5階大会議室　　【対象・定員】 60人
【内容】 第1部 講演会「高齢者と絵本を楽しもう～介護とブックトーク～」
 介護現場での絵本を活用した取組についての講演とブックトークの

実演（※ブックトーク：テーマを決めて、複数の本を紹介する手法）
 第2部 交流会「高齢者と絵本を楽しもう」
 瀬谷区で高齢者への読み語りを行っているグループの事例発表と、

講師との交流会 ＊第1部のみの参加も可
【講師】 吉岡 真由美氏（介護福祉士、医療福祉専門学校講師）

【日時】 12月8日（土）10時～11時30分
【会場】 区役所5階大会議室
【対象・定員】 区内在住・在学の小・中学生と保護者
  60人程度
  ＊保護者は希望制
  ＊小学1・2年生は保護者同伴を推奨

瀬谷っ子探検隊2018 参加者募集
　今回の探検場所は大和市の「泉の森」。仲間と協力してクイ
ズラリーを楽しもう！ 自由時間では、遊具や自然観察を楽しめ
るよ。広い園内で、体を思いっきり動かそう！

●申込み 10月18日　までに、横浜市電子申請・届出サービスの「瀬谷っ
子探検隊2018」申込みページ（下の二次元コード）から、また
は、　（件名：瀬谷っ子探検隊申込み）か　に①  　　と②学校
名、③学年、④希望する集合場所（三ツ境駅か瀬
谷駅）を記入し区役所区民協働推進係「瀬谷っ子
探検隊2018」担当（　367-5696　　367-4423

 　se-seishi@city.yokohama.jp）へ

●申込み 11月4日　までに、横浜市電子申請・届出サービスの「ガーデ
ンネックレスせやっこ 2018 第3弾」申込みページ（下の二次
元コード）から、または、　か　で  　　と学校名・学年、保護者
の参加の有無と参加する保護者名を記入し区役
所区民協働推進係「ガーデンネックレスせやっこ
2018担当」（　367-5696　　367-4423

 　se-jisedai@city.yokohama.jp）へ

【日　時】 11月4日（日）9時～15時 ＊雨天中止
 集合： 三ツ境駅前人工広場（相鉄ローゼン側）、
  瀬谷駅北口広場のどちらかに9時
【対象・定員】 区内在住・在学の小学生
  80人    　　　＊保護者同伴不可
【参加費】 500円（交通費、保険料含む）
【持ち物】 弁当、水筒、筆記用具、健康保険証の
 コピー、雨具、レジャーシート、おやつ（自分の食べる分のみ）

周年周年

瀬谷区制

周年周年

瀬谷区制

多数抽選

生活支援課からのお知らせ

●問合せ 瀬谷図書館　　301-7911　　302-3655
 区役所区民協働推進係　　367-5696　　367-4423

●問合せ 区役所生活支援係　生活困窮者自立支援相談（4階42番窓口）
 　367-5705　　365-6351

●申込み 10月18日9時30分から、　か直接来館または  　　を記入し
　で、瀬谷図書館（　301-7911　　302-3655）へ

「高齢者と絵本を楽しもう」
講演会＆交流会

周年周年

瀬谷区制

先着順

【日時】 10月18日（木）14時～16時　  ＊入退場自由
【会場】 区役所4階会議室
【対象・定員】 求職中または就職を考えている人
【内容】 コンビニエンスストアの仕事についての個別の説明・相談、
 レジ体験等（協力：(株)セブン-イレブン・ジャパン）

参加者大募集 参加費無料

※グループで申し込む場合は、代表者を明記し全員分の①～④を記入してください。
※　の場合、応募後1週間経過しても返信メールが届かない場合は申込先へ
　　でお問い合わせください。
※抽選結果は、後日全員に郵送でお知らせします。

※　の場合、件名を「ガーデンネックレスせやっこ2018申込み」とし、1週間以内に返
信メールがない場合は、担当へお問い合わせください。

※お友だちや兄弟姉妹で一緒に申し込んでも、抽選の結果、当落が分かれる場合が
あります。

ガーデンネックレス せやっこ 2018

多数抽選

区制50周年を記念して、50th区民合唱団『Harmonie♪SEYA』を結成します！
第1弾企画として、瀬谷の民話合唱曲とハレルヤコーラスを歌います。初心者も大歓迎。みんなで楽しく練習します。

瀬谷区制50周年を一緒に音楽でお祝いしませんか！

ハルモニー せや

主催　50th区民合唱団『Harmonie♪SEYA』実行委員会　　　共催　瀬谷区役所

日  時 2019年2月17日（日）午後 「区制50周年記念　輝く！ せや！ ひと！ フェスタ」内ステージ 会  場 瀬谷公会堂
指揮者・合唱指導 志村 紀美江 氏内  容 瀬谷の民話合唱曲＆ヘンデル作曲「メサイア」よりハレルヤコーラス ほか

●申込み
10月22日　までに、横浜市電子申請・届出サービ
スの「50th区民合唱団団員募集」のページ（下の二
次元コード）から、または、　か　か　か　で  　　
と性別、年代、身長、希望パート［ソプラノ・アルト・
テナー・バス・初心者（または「わからない」）］を記入
し区役所地域振興課50th区民合唱団
係（　367-5694　　367-4423
　se-kyoudou@city.yokohama.jp）へ

【日時】 ①11月11日（日） ②12月8日（土） ③12月22日（土） ④2019年1月12日（土） 
 ⑤1月19日（土） ⑥1月26日（土） ⑦2月10日（日） ⑧2月16日（土） 全8回　
 ①は13時～16時（説明会含む）、②～⑦は13時～15時、⑧は18時30分～20時30分（リハーサル）
【会場】 区役所5階大会議室 ＊リハーサルのみ瀬谷公会堂

【対象・定員】 区内在住・在学・在勤者及び区内を活動拠点とするグループに所属する人
 100人　  　　　※抽選結果は10月末までにお知らせします。
【参加費】 3,500円（楽譜・練習用CD代、保険代等含む） ＊高校生以下無料

多数抽選

練習

募集

みんなで
祝おう！

瀬谷区仕事体験会
「コンビニエンスストアの仕事を知ろう」
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瀬谷区制50周年プレ・イベントとして実施されます。…

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 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

10月15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」　座談会

区役所５階健康相談室
　367-5716

10月31日（水）
13時30分～15時

ひまわりの会「カロー
リングでリフレッシュ」

中屋敷地域ケアプラザ
　303-8100

10月26日（金）
14時～15時30分

介護らく楽講座
「膝楽・腰楽体操」

阿久和地域ケアプラザ
　365-9892

　10月11日から、　で区役所高齢者支援担当（　367-5716　　364-2346）へ
　11月20日(火) ①９時３０分 ②10時30分　　区役所４階40番　　各回1組

　民生委員・児童委員と横浜市が協力して、次の人への
訪問や見守り活動を行っています。
○ 災害時要援護者支援事業で地区担当の民生委員・
 児童委員への情報提供に同意していただいた人
○ 75歳以上のひとり暮らし高齢者など
　民生委員・児童委員が訪問や見守り活動で訪れた際には、困っている
ことや心配していることなどを、お気軽にご相談ください。民生委員・児
童委員と地域包括支援センター、区役所が一体となってサポートします。

～ひとりで悩まないで～

●問合せ 区役所福祉保健相談係　　367-5713　　364-2346

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

乳幼児歯科相談（0歳～就学前の乳幼児） 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）

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

母親（両親）教室　＊３回目は両親教室
11/5(月)・12(月）
・17（土）・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」

乳幼児
健康診査

H30 5/26～ 6/15 生

H29 4/1 ～ 4/15 生
H29 4/16～ 4/30 生
H27 9/16～ 10/5 生

10/17（水）

11/ 1（木）
10/18（木）

10/11（木）
H27 10/6～ 10/25 生 11/ 8（木）

10/18（木）、
11/ 1（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★ ※ 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。

健康づくり係　　367-5744・5745・5746　　365-5718予約・問合せ 区役所5階会場

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 10/15（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 10/12（金）、11/9（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 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。

離乳食教室
（生後７～11か月の乳児と養育者） 10/12（金）、11/9（金） 13時30分～15時  予約制　無料　先着 25組   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
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） 10/24（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。

□仕上げ用歯ブラシ・エプロン

40歳以上
胃がん
(エックス線) 11/7（水）

 予約制　先着 40人   1,570円
予約・問合せは 10/5～10/25、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。）

午前中
（時間は予約時にご確認ください。）

10/19（金）肺がん
(エックス線)

 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

が
ん
検
診

健康
ずっと幸せ もっと健康に！
ぴんしゃんウォーキング！ 実技編
　ウオーキングを通して心と体の健
康づくりを学びませんか。
　10月31日（水）10時～12時 ＊受付
9時45分から　　瀬谷スポーツセン
ター　　100人　　　運動しやすい
室内履き、飲み物、汗拭きタオル
　小野寺 麻理子氏　　10月11日か
ら、　か　で区役所健康づくり係
（　367-5745　　365-5718）へ
アレルギー講演会「乳幼児期のアレル
ギー対応～食物アレルギーを中心に～」
　11月7日（水）10時～11時30分
　区役所5階大会議室　　区内在住
の未就学児の保護者 40人　 ＊保育
あり（1歳以上 15人　）　　横浜市立
みなと赤十字病院　磯崎 淳 医師
　10月19日9時30分～10月31日まで
に、　で地域子育て支援拠点にこてら
す（　391-8316　　391-8447）へ
ウォーキングDE
準備体操からロコモ予防講座！ 
　11月26日（月）9時30分～11時
　区役所5階大会議室　　区内在住
者 60人　　　動きやすい服装、タオ
ル、飲み物　　健康運動指導士　高垣 
茂子氏（公益財団法人　かながわ健康
財団）　　10月15日から、　か　か　
で区役所高齢者支援担当
（　367-5716　　364-2346　
　se-korei@city.yokohama.jp）へ

子ども

催 し

　　　  第14回 瀬谷っこまつり
　瀬谷区内の保育・教育施設が協力し
開催します。
　11月10日（土）10時～12時 ＊受付
10時～11時30分　　瀬谷センター
2階、瀬谷第二保育園（試食コーナー）
　　　未就学児と保護者　　ふれあ
い遊び、つくってあそぼう、おはなしの
へや、試食、赤ちゃんのお部屋、保育施
設・教育施設・小学生の放課後入所情
報コーナー
　区役所こども家庭係
　367-5782　　367-2943

特設相談
　特設行政相談 10月11日（木）13時
～16時　　特設行政書士相談 10月
16日（火）10時～15時　 ＊いずれも
予約不要　　区役所2階区民ホール
　区役所広報相談係
　367-5636　　365-1170
平成30年分 年末調整等説明会
　11月13日（火）13時30分～16時
　瀬谷公会堂 ※車での来場はご遠慮
ください。　　区内の給与支払者
　「説明会・用紙請求・法定調書」関係
保土ケ谷税務署　　331-1281
「給与支払報告書」関係
横浜市特別徴収センター
　671-4471　　210-0480
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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
すきっぷす♪のおはなし会
　11月７日（水）10時30分～11時　
　幼児と保護者

以下のものは、
　10月20日　までに、　に　　  
を記載して　か

リズミカルにキッズダンス！
　11月３・10日の土曜日 全２回 10
時～11時30分
　小学生 20人　
花と遊ぶ生け花教室
　11月４日（日）10時～10時45分
　４歳児～中学生 16人　 ＊未就学
児は保護者同伴　　300円
美味しい日本茶の楽しみ方（秋の
熟成茶） ～伊藤園ティーテイスター
から学ぶ！～　
　11月22日（木）13時～14時30分
　20人　

瀬谷和楽荘
工作感覚で作れる！！
華やかヨーヨーキルトタペストリー
　11月26日、12月３・10日の月曜日 
全3回 9時30分～11時30分
　60歳以上の市内在住者 15人　
　1,500円　　10月20日　までに、
　に  　　を記載して　か　

子どもバドミントン教室
　10月20日（土）12時～14時　 ＊受
付11時から　　小・中学生 20人　　
　ラケット（貸し出しあり）、上履き、飲
み物
　　　   HAPPYハロウィン
ゲームとミニ工作で遊ぼう
　10月31日（水）①11時30分～12
時30分 ②15時～16時　
　小学生以下 各回80人
干支の切り絵『亥』
　11月10日（土）10時～13時
　小学5年生以上 16人　　　700円
　10月26日　までに、　に  　　を
記載して　か

中屋敷ソフトソーラン隊
　10月27日（土）13時～14時30分
　10人　　　100円
　10月15日　までに、　に  　　を
記載して　か

▼ 中屋敷地区センターのつづき
すきっぷす♪のおはなし会
～ママのおひざで物語の世界へ～
　10月30日（火）10時30分～11時
　未就園児と保護者 10組　
　　　   なかやしきふれあい文化祭
　11月4日（日）９時～15時　
　作品展示、お食事コーナー
【体験コーナー】
お茶席、ハーバリウム作り
【ステージ発表】
津軽三味線演奏、横浜隼人中学高等学
校和太鼓部、県立瀬谷養護学校、中屋
敷ソフトソーラン隊　ほか
～日光屋さんに習う～
干支の編みぐるみ
　11月7・14日の水曜日 全２回 ９時
30分～11時30分
　成人15人　　　500円
　10月25日　までに、　に  　　を
記載して　か　

花回廊「春秋おもてなし」
　秋の長屋門公園とのコラボレーショ
ン。生け花とおいしいお茶を！
　10月14日（日）～16日（火）10時～
17時　 ＊16日は15時まで（お茶席：
13時～16時　　100円）
○公開生け込み 10月13日（土）10時
から
主催：瀬谷茶華道協会　共催：長屋門
公園　　瀬谷茶華道協会　小柴
　304-1685
秋の夜長コンサート
「幽玄な和の世界へ」
　10月27日（土）18時30分から ＊開
場18時 　　　80人　
古屋和子ひとり語り
　女優古屋和子が迫真の語り口で物
語に誘います。
　10月28日（日）14時から ＊開場13
時30分　　70人　　　1,000円
　修善寺物語（岡本綺堂作）
　10月11日～10月25日までに　か
懐かしシネマ館
　懐かしい映画を鑑賞し、大いに語り
合いましょう。
　11月３日（祝・土）17時から ＊開場
16時30分　　30人　
　700円 ＊交流費含む
　10月11日から　か　
　　　   小菊の菊花展
　瀬谷菊友会のメンバーが丹精込め
て育て上げた見事な小菊をご鑑賞く
ださい。
　11月10日（土）～11月26日（月）　

ハロウィンおはなし会
　仮装してきてもいいよ。参加者には
プチお土産あり。

▼ 瀬谷図書館のつづき
　10月31日（水）15時30分～16時
　３歳～小学生 ＊保護者同伴可
休日おはなし会
　瀬谷区で活躍する読み聞かせグルー
プが、絵本の読み聞かせやお話しをし
ます。
　11月４日（日）11時～11時30分　
　３歳～小学生 ＊保護者同伴可
　風の会
ひよこのおはなし会（11月）
　わらべうたと絵本の読み聞かせをお
子さんと楽しみましょう。
　11月８日（木）・21日（水）11時～11
時30分
　０～３歳児と保護者 各回15組
　11月１日９時30分から　か　

本の貸出・返却サービス
　10月18日、11月１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

楽しいフラダンス ～自分づくり、
友だちづくり、健康づくり～
　11月4・11・18・25日の日曜日
全４回 10時～11時30分
　成人女性 20人　
　水筒、タオル、身軽な服装
　10月29日　までに、　に  　　を
記載して　か　

おはなしＯｎｅ ｏｎｅ
～あきをみつけにいこう～ 
　10月15日（月）10時30分～1１時　
　未就学児と保護者
　　　   音の駅コンサート
　10月28日（日）13時30分～15時
　ＧＲＡＣＥ（シンセサイザー＆ギター
ボーカル）
＊二ツ橋地域ケアプラザと共催

以下のものは、
　10月11日から、　か

異世代交流で
カローリングを楽しもう
　11月17日（土）10時～12時
　小学生以上 30人　　　100円
　運動靴、動きやすい服装
＊文化スポーツクラブと共催
陶芸 ～大人のランチプレート作り～
　11月19日（月）10時～12時
　成人 15人　　　1,500円（材料、
焼成代）　　エプロン、ぞうきん

スラックラインを体験しよう
　11月18日（日）10時30分～12時
30分 ＊雨天中止
　集合：南台こどものもり公園（南台
二丁目3‐20）　　30人　
　動きやすい服装でお越しください。
＊こどものもりプレイパークと共催

東野中学校太鼓サークル演奏
　10月27日（土）11時～11時30分
　　　   東野中コミスクまつり
　11月10日（土）・11日（日）10時～
17時　 ＊11日は15時まで　
　演技発表、作品展示、模擬店、体験
コーナー

はらっぱのおはなし会
　10月20日（土）11時～11時30分
　「あめのひのえんそく」ほか
パソコンの困った
原中コミスク無料相談会
　10月27日（土）13時～17時
　ノートパソコンを持参できる人 9人
　10月17日10時から　か　
フラワーアレンジメントで素敵な
ハロウィンを ～ハロウィン・アレンジ
メントを楽しむ～
　10月27日（土）14時～16時
　10人　　　2,000円
　花ばさみ、またはキッチンばさみ
　10月18日～10月25日までに　か　
親子でリトミック
～パパも一緒に楽しもう～
　10月31日、11月７日、12月５日、2019
年１月９日の水曜日 全４回 10時～11時
　未就園児と保護者 15組
　200円（保険料）
　10月20日～10月26日までに、　
に  　　を記載して　か　
リバウンドしないお片付け術
～原中学校PTA共催事業～
　11月14日（水）10時～12時
　50人　
　11月１日～11月10日までに　か

ハロウィンまつり ～こどものもり
プレイパークと共催～
　10月28日（日）11時～14時30分　
ママと赤ちゃんスマイル抱っこ講座
　11月2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　　だっこひも
　10月11日から　
＊　からも申込み可

〒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

〒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

〒246-0004  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」

〒246-0035  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

〒246-0012  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

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

　 10月９日（火）、11月19日（月）

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

瀬谷図書館

〒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

〒246-0034  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

10月14日（日）は臨時休館となり
ます（瀬谷地区センター空調設備
設置工事に伴う全館停電のため）。

いえ　　と

わん わん

お い

グレース
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瀬谷区制50周年記念イベントとして実施… 瀬谷区制50周年プレ・イベントとして実施…

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。

特設行政相談▶　10月11日（木）13時～16時 ＊9ページ参照
特設行政書士相談▶　10月16日（火）10時～15時 ＊9ページ参照
食育パネル展▶　10月19日（金）
防災減災予防救急ポスター展▶　10月22日（月）～10月31日（水）
読書活動推進月間パネル展▶　11月1日（木）～11月16日（金）
オレンジリボンキャンペーンパネル展示▶　11月2日（金）～11月14日（水）

※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

　　　   瀬谷区シニアクラブ連合会
創立50周年記念式典・シニアステージ
　10月11日（木）10時～15時30分　　瀬谷公会堂　　どなたでも
　事務局 　303-2845 ＊10時～16時
瀬谷うまいもの物産展
　区内のおいしいお店が出店。自主製品・野菜販売やボウリングゲーム
など。
　10月13日（土）11時～14時　　せや福祉ホーム（相沢六丁目10-2）
　どなたでも　　津田 　303-4746 ＊9時～17時
献血にご協力ください
　10月21日（日）10時～15時　　瀬谷フェスティバル会場（旧上瀬谷
通信施設のはらっぱ） ＊瀬谷フェスティバル中止の場合は瀬谷駅北口で
実施　　16～64歳の健康な人 ＊400ml採血　　横浜瀬谷ライオンズ
クラブ 　302-8820 ＊火12時～17時、水・木8時～12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。

【集合時間】全てのコース：9時　　1コース300円（保険料・資料代） 
①②④は、ネックストラップ付き「瀬谷ふるさと歴史さんぽ道」ガイドマップをプレゼント！
④⑤は、昼食持参  ※コース内容等詳細は、各地区センター、区民活動センター、各コミュニティ・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。  ※申込不要。当日の天
気予報が降水確率50％以上の場合は中止。　　せや・ガイドの会　竹見 　090-3900-6469

 瀬谷区新春大華展・大茶会
 花席出瓶者募集
　2019年1月12日（土）・13日（日）10時～17時 
＊13日は15時まで ＊生け込み1月11日（金）15
時～20時、あげ花1月13日（日）15時
　瀬谷センター
　区内在住・在勤・在学者 100席　
　1瓶につき700円 ＊花材等は参加者負担
　10月12日・13日（13時～16時）に、所定の申
込書に必要事項を記入し参加料を添えて瀬谷セ
ンター2階ロビーへ ＊同期間にお茶券を販売
※申込書・出瓶申込要項は、10月1日から区内の
地区センター、コミュニティ・スクール、区役所3
階35番窓口、瀬谷区民活動センター等で配布。
※出瓶者には、12月中旬までに花席番号及び出
瓶の詳細を連絡します。
　運営委員会　高島 　303-4626

 せや・ガイドの会　歴史散策・ウォーキング
開催日 コース名 歩程 集合場所 解散場所/時間

①深見・下鶴間散策とそば祭り

約6㎞
約9㎞
（約6㎞）
約6㎞
未定

約7㎞

約4㎞

瀬谷駅
北口広場

竹村町そば祭り会場
12時30分頃10月13日（土）

②長屋門・阿久和史跡探訪 三ツ境駅

瀬谷駅
北口広場

中村バス停12時30分頃11月17日（土）
③旧東海道を行く・川崎宿 JR川崎駅 京急八丁畷駅12時30分頃12月15日（土）
④福を呼び込む瀬谷八福神巡り
（四福神巡りの半日コース）

下瀬谷橋バス停15時30分頃
（瀬谷駅12時30分頃）

2019年
1月5日（土）

⑤鎌倉上道とつるし雛鑑賞 いずみ中央駅 湘南台駅15時頃2月16日（土）
⑥桜巡り 詳細は2月配布のチラシをご覧ください。3月30日（土）

びな

瀬谷地区センター
すきっぷす♪のおはなし会
　11月７日（水）10時30分～11時　
　幼児と保護者

以下のものは、
　10月20日　までに、　に　　  
を記載して　か

リズミカルにキッズダンス！
　11月３・10日の土曜日 全２回 10
時～11時30分
　小学生 20人　
花と遊ぶ生け花教室
　11月４日（日）10時～10時45分
　４歳児～中学生 16人　 ＊未就学
児は保護者同伴　　300円
美味しい日本茶の楽しみ方（秋の
熟成茶） ～伊藤園ティーテイスター
から学ぶ！～　
　11月22日（木）13時～14時30分
　20人　

瀬谷和楽荘
工作感覚で作れる！！
華やかヨーヨーキルトタペストリー
　11月26日、12月３・10日の月曜日 
全3回 9時30分～11時30分
　60歳以上の市内在住者 15人　
　1,500円　　10月20日　までに、
　に  　　を記載して　か　

子どもバドミントン教室
　10月20日（土）12時～14時　 ＊受
付11時から　　小・中学生 20人　　
　ラケット（貸し出しあり）、上履き、飲
み物
　　　   HAPPYハロウィン
ゲームとミニ工作で遊ぼう
　10月31日（水）①11時30分～12
時30分 ②15時～16時　
　小学生以下 各回80人
干支の切り絵『亥』
　11月10日（土）10時～13時
　小学5年生以上 16人　　　700円
　10月26日　までに、　に  　　を
記載して　か

中屋敷ソフトソーラン隊
　10月27日（土）13時～14時30分
　10人　　　100円
　10月15日　までに、　に  　　を
記載して　か

▼ 中屋敷地区センターのつづき
すきっぷす♪のおはなし会
～ママのおひざで物語の世界へ～
　10月30日（火）10時30分～11時
　未就園児と保護者 10組　
　　　   なかやしきふれあい文化祭
　11月4日（日）９時～15時　
　作品展示、お食事コーナー
【体験コーナー】
お茶席、ハーバリウム作り
【ステージ発表】
津軽三味線演奏、横浜隼人中学高等学
校和太鼓部、県立瀬谷養護学校、中屋
敷ソフトソーラン隊　ほか
～日光屋さんに習う～
干支の編みぐるみ
　11月7・14日の水曜日 全２回 ９時
30分～11時30分
　成人15人　　　500円
　10月25日　までに、　に  　　を
記載して　か　

花回廊「春秋おもてなし」
　秋の長屋門公園とのコラボレーショ
ン。生け花とおいしいお茶を！
　10月14日（日）～16日（火）10時～
17時　 ＊16日は15時まで（お茶席：
13時～16時　　100円）
○公開生け込み 10月13日（土）10時
から
主催：瀬谷茶華道協会　共催：長屋門
公園　　瀬谷茶華道協会　小柴
　304-1685
秋の夜長コンサート
「幽玄な和の世界へ」
　10月27日（土）18時30分から ＊開
場18時 　　　80人　
古屋和子ひとり語り
　女優古屋和子が迫真の語り口で物
語に誘います。
　10月28日（日）14時から ＊開場13
時30分　　70人　　　1,000円
　修善寺物語（岡本綺堂作）
　10月11日～10月25日までに　か
懐かしシネマ館
　懐かしい映画を鑑賞し、大いに語り
合いましょう。
　11月３日（祝・土）17時から ＊開場
16時30分　　30人　
　700円 ＊交流費含む
　10月11日から　か　
　　　   小菊の菊花展
　瀬谷菊友会のメンバーが丹精込め
て育て上げた見事な小菊をご鑑賞く
ださい。
　11月10日（土）～11月26日（月）　

ハロウィンおはなし会
　仮装してきてもいいよ。参加者には
プチお土産あり。

▼ 瀬谷図書館のつづき
　10月31日（水）15時30分～16時
　３歳～小学生 ＊保護者同伴可
休日おはなし会
　瀬谷区で活躍する読み聞かせグルー
プが、絵本の読み聞かせやお話しをし
ます。
　11月４日（日）11時～11時30分　
　３歳～小学生 ＊保護者同伴可
　風の会
ひよこのおはなし会（11月）
　わらべうたと絵本の読み聞かせをお
子さんと楽しみましょう。
　11月８日（木）・21日（水）11時～11
時30分
　０～３歳児と保護者 各回15組
　11月１日９時30分から　か　

本の貸出・返却サービス
　10月18日、11月１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

楽しいフラダンス ～自分づくり、
友だちづくり、健康づくり～
　11月4・11・18・25日の日曜日
全４回 10時～11時30分
　成人女性 20人　
　水筒、タオル、身軽な服装
　10月29日　までに、　に  　　を
記載して　か　

おはなしＯｎｅ ｏｎｅ
～あきをみつけにいこう～ 
　10月15日（月）10時30分～1１時　
　未就学児と保護者
　　　   音の駅コンサート
　10月28日（日）13時30分～15時
　ＧＲＡＣＥ（シンセサイザー＆ギター
ボーカル）
＊二ツ橋地域ケアプラザと共催

以下のものは、
　10月11日から、　か

異世代交流で
カローリングを楽しもう
　11月17日（土）10時～12時
　小学生以上 30人　　　100円
　運動靴、動きやすい服装
＊文化スポーツクラブと共催
陶芸 ～大人のランチプレート作り～
　11月19日（月）10時～12時
　成人 15人　　　1,500円（材料、
焼成代）　　エプロン、ぞうきん

スラックラインを体験しよう
　11月18日（日）10時30分～12時
30分 ＊雨天中止
　集合：南台こどものもり公園（南台
二丁目3‐20）　　30人　
　動きやすい服装でお越しください。
＊こどものもりプレイパークと共催

東野中学校太鼓サークル演奏
　10月27日（土）11時～11時30分
　　　   東野中コミスクまつり
　11月10日（土）・11日（日）10時～
17時　 ＊11日は15時まで　
　演技発表、作品展示、模擬店、体験
コーナー

はらっぱのおはなし会
　10月20日（土）11時～11時30分
　「あめのひのえんそく」ほか
パソコンの困った
原中コミスク無料相談会
　10月27日（土）13時～17時
　ノートパソコンを持参できる人 9人
　10月17日10時から　か　
フラワーアレンジメントで素敵な
ハロウィンを ～ハロウィン・アレンジ
メントを楽しむ～
　10月27日（土）14時～16時
　10人　　　2,000円
　花ばさみ、またはキッチンばさみ
　10月18日～10月25日までに　か　
親子でリトミック
～パパも一緒に楽しもう～
　10月31日、11月７日、12月５日、2019
年１月９日の水曜日 全４回 10時～11時
　未就園児と保護者 15組
　200円（保険料）
　10月20日～10月26日までに、　
に  　　を記載して　か　
リバウンドしないお片付け術
～原中学校PTA共催事業～
　11月14日（水）10時～12時
　50人　
　11月１日～11月10日までに　か

ハロウィンまつり ～こどものもり
プレイパークと共催～
　10月28日（日）11時～14時30分　
ママと赤ちゃんスマイル抱っこ講座
　11月2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　　だっこひも
　10月11日から　
＊　からも申込み可

▼ こどもログハウスのつづき
親子ピラティス
　11月20日（火）10時30分～11時30分
　２か月～２歳の子と保護者 10組
　500円　　汗拭きタオル、飲み物
　10月16日から　
＊　からも申込み可

横浜元気!! スポーツ・レクリエー
ションフェスティバル2018
　10月28日（日)10時～15時30分
　入場無料、各プログラム150円から
　ポニー乗馬、クラフト、バーベキュー
体験、焼きいも、石窯ピザつくり、ネイ
チャーゲーム

以下のものは、　各申込期間内に、
　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

アロマ教室 D
　11月15日（木）10時30分～12時
　16歳以上の初心者 10人　
　2,000円　　アロマクラフト
　10月10日～10月24日　まで
自然を写そう!
デジカメテクニック F
　12月1日（土）9時30分～12時
　小学5年生以上 10人　
　1,000円 
　写真家　鈴木 清美 氏
　10月22日～11月5日　まで

クリスマスクラフト
～ツリーまたはリースを作ろう～
　12月2日（日）A：9時30分～11時
30分 B：13時～15時
　小学３年生以上 A・B各20人
＊大人も参加可　　800円
　10月19日～11月2日　まで
＊希望の時間（ＡかＢ）を記入

　　　   スポーツ・レクリエーション
フェスティバル2018
　10月14日はスポーツＤＡＹ！ みんな
で楽しもう♪
　10月14日（日）９時～17時　
　①体験教室（脂肪燃焼ＺＵＭＢＡ、や
さしいセルフ整体、わくわくキッズチア
ほか） ②サークル・教室発表会 ③さわ
やかスポーツコーナー（カローリングや
ラダーゲッター ほか） ④瀬谷区スポー
ツフェスタ（空手、ゲートボール、スト
ラックアウト ほか）その他、足型測定・
体力測定など多数 ＊大抽選会も開催

「おやじ×地域」趣味からはじめる
地域デビュー
～1970ー80年代・洋楽編～
　当時の名曲を聴きながら、男同士語
り合いましょう。

▼ 下瀬谷地域ケアプラザのつづき
　11月10日（土）14時～16時
　Café CALME（カフェ・カルム）（瀬
谷五丁目15-6）　　下瀬谷・中屋敷地
域ケアプラザの利用対象エリア在住者
　400円（ケーキ・お茶代）
　11月６日までに、　か　
＊中屋敷地域ケアプラザと共催

子育てサポートシステム入会説明会
　10月16日（火）10時30分～11時
30分、11月10日（土）13時30分～14
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
産後ママとベビーのはなし
　10月17日（水）10時30分～11時
30分　　6か月以下の乳児と保護者
　助産師がベビーとママの身体につ
いてアドバイス　　

みんなのレク・体操講座
　11月26日（月）10時～12時
　せやまる・ふれあい館2階 多目的研
修室　　ボランティア分科会会員 20
人　、一般 15人　　　100円 ＊ボラ
ンティア分科会会員のみ無料
　11月22日までに

〒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〒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

〒246-0035　下瀬谷二丁目44-6
　304-1291　　304-1259

　毎月第1月曜日

　http://shafuku-doujinkai.or.jp/
　works/careplaza/shimoseya/

下瀬谷地域ケアプラザ

以上の皆さん、ありがとうございました。

7月11日～8月10日受付分・敬称略

㈱佐野銘材
カラオケメイトリリーフ

瀬谷区民踊協会　会長 小澤 茂

＜被災地支援事業のために＞
　川口 民善

　瀬谷区被災地支援実行委員会

〒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

 瀬谷区社会福祉協議会

〒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
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区民活動センターイベント情報
●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　　se-kukatsu@city.yokohama.jp

　　　　区卓球協会主催 第36回 瀬谷区卓球ダブルス選手権
　12月2日（日）受付8時40分から　　瀬谷スポーツセンター
　区内または周辺地区の、在住・在勤・在学（中学生以上）者及び在クラブ員
　1ペア1,500円（学生800円）
　男子・女子・混合各ダブルス戦 ＊2種目出場可　
　10月20日～10月29日までに、参加費を添えて同協会（タカミネスポー
ツ店 　361-0043 ＊木曜定休）へ
　同協会　光藤 　090-9806-2030

　…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
　…講師または出演者　　…内容　　…申込み　　…問合せ　　…当日直接　　…事前に直接　　…郵送　　…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 瀬谷区制50周年プレ・イベントとして実施…

「レザークラフト」 ～皮で作ったバッグとポシェット～　菊地 弘子作
「アロマ・ハーブ・ポプリ」 ～香りを楽しむ～　髙岡 悦子作　
「工作・おりがみ」 ～季節を彩るおりがみ～　亦部 隆子作

展
示
作
品

　瀬谷区民活動センター
　10月11日10時から各講座の開催初日の7日前までに、　か　か　で
瀬谷区民活動センターへ ※各講座の詳細は、募集チラシをご覧ください。

羊毛フェルトのクリスマス小物作り
　11月5・12日の月曜日 全2回 10
時15分～12時15分　　15歳以上 
15人　　　2,000円（2回分）
親子ふれあいベビーマッサージ
　11月6日（火）10時40分～11時
30分　　2か月～1歳10か月の子と
保護者 8組　　　500円
七宝焼入門（ネックレスとキーホルダー）
　11月10日(土)13時30分～16時
30分　　中学生以上 12人　
　1,000円（2点分）
体幹＆骨盤コンディショニング
　11月19日（月）10時40分～11時

30分　　子育て中の母親 10人　
＊子連れ可　　500円
テーブルに置く
ミニツリーアレンジメント
　11月24日（土） 13時30分～15時
30分　　成人 10人　　　1,700円
親子で英語を楽しもう！
　11月26日（月）10時40分～11時
30分　　1歳～未就園児と保護者 
12組　　　500円
水引で作るお正月飾りのリース
　11月28日（水）13時30分～15時
　中学生以上 10人　　　500円

さまざまなテーマを「学ぶ」、「体験する」講座です。

毎月１回開催！
気軽に楽しめる昼休みイベントです。

みんなの立ち寄りイベント

　12月3・17日の月曜日 全2回 10時～12時
　せやまる・ふれあい館1階 多目的ホール2
　紙芝居や絵本の読み聞かせなどの地域活動をしている人、または関心
のある人で、全2回出席できる人 30人　 ＊講座修了証の交付あり
　松家 まきこ氏（パネルシアター作家、淑徳大学専任講師）
　11月10日　までに、　か　か　か　か　で  　　とメールアドレス、
団体所属の人は団体名を記入し瀬谷区民活動センターへ

　10月19日（金）12時20分～12時50分 ＊12時開場
　瀬谷公会堂2階ホワイエ
　アコースティックギターとボーカルによる演奏　　Aco-Soul

まつ　か

どなたでも自由にご覧いただける作品展です。

　11月1日（木）～2019年1月21日（月） ＊火・金曜日の午後及び第3日曜日を除く
　瀬谷区民活動センター ミーティングルーム1

　横浜市では、震度６弱以上の大規模災害発生時、被災を免れ、診療・開局
が可能な医療機関や薬局は、目印として「診療中」「開局中」と記載された
のぼり旗を掲出することとしています。
　瀬谷区・旭区・泉区・緑区・保土ケ谷区のご協力いただける病院・診療所・
歯科医院・薬局において「災害時のぼり旗掲出訓練」を実施します。

　区内の協力動物病院（8か所）は、大規模地震発生時に「動物
救援病院」として傷病動物の治療に対応します。
　上記の医療機関や薬局の訓練期間に合わせて、区内の協力
動物病院でも、のぼり旗を掲出します。

　区民の皆さんには、訓練中にのぼり旗を見ていただき、災害時に備えて
いただければと思います。本訓練へのご理解、ご協力をお願いいたします。

5区合同災害時のぼり旗掲出訓練を行います！

動物病院による
災害時のぼり旗掲出訓練も同時に行います！

【日時】 10月22日（月）～10月24日（水） 診療・営業時間中

診 

療 

中
横浜市

開
局
中
横浜市

診 

療 

中
横浜市

◀災害時救急病院
　（黄色い旗）
中等症の傷病者
等を受け入れる
病院や軽症者を
受け入れる診療
所（区内５か所の
病院、ご協力い
ただける診療所）

◀災害拠点病院
　（赤い旗）
重症・重篤な傷病
者を受け入れる
病院（聖マリアン
ナ医科大学横浜
市西部病院等市
内13病院）

▼ 薬局

●問合せ　区役所運営企画係　　367-5743　　365-5718

●問合せ　区役所生活衛生係　　367-5751　　367-2843

瀬谷区・旭区・泉区・緑区・保土ケ谷区の
医療機関や薬局による

●問合せ　区役所企画調整係　　367-5632　　365-1170

●問合せ　区役所地域活動係　　367-5692　　367-4423

　この集いをきっかけに、犯罪のない「安全で、安心して暮らせる
まちづくり」について考えてみませんか。

瀬谷区安全・安心 まちづくりの集い

【日時】 10月14日（日）13時30分～15時30分（予定） ＊13時開場
【会場】 瀬谷公会堂　　【対象・定員】 470人
【内容】  防犯講話（瀬谷警察署）
  　最近多発する振り込め詐欺についてなど、犯罪発生状況や
  防犯対策についてお話しします。
  講談
  講談師 日向 ひまわり

第27回 瀬谷ふるさとウォーク大会
～一歩ずつ 思い出づくりに 湘南へ～

ひゅうが

よこはま健康スタンプラリー対象事業

【日時】 11月25日（日）開会8時30分 ＊荒天中止

【費用】 小学生300円、中学生以上600円 ＊保険料、参加記念品含む
＊Bコース（湘南台スタート）の受付時間は10時15分～10時35分

周年周年

瀬谷区制

周年周年

瀬谷区制

コース

A 三ツ境～サーフビレッジ 二ツ橋公園 23km 300人
B 湘南台～サーフビレッジ 湘南台公園 14km 200人
C 三ツ境～湘南台 二ツ橋公園 10km 200人

集合場所 歩行距離 定員

●問合せ 瀬谷区スポーツ推進委員連絡協議会
 　070-3822-2172 ＊9時～17時
 区役所区民協働推進係　　367-5694　　367-4423

●申込み　10月11日～11月16日までに、所定の申込用紙に必要事項を
記入し参加費を添えて区内郵便局へ。または、横浜市電子申
請・届出サービスの「瀬谷ふるさとウォーク大会」申込みページ
（下の二次元コード）から。 ＊申込用紙は区内の郵便局、地区センター・
スポーツセンター、区役所3階35番窓口等で配布

1

2 3

また  べ

予 

告
　11月に「瀬谷区制50周年記念カレンダー 2019」を自治会町内会
等を通じて区内全戸に配布いたします。

まぬか

和太鼓演奏
横浜隼人中学高等学校和太鼓部

主催：瀬谷区安全・安心まちづくり連絡会

アコ ソウル


