
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

瀬谷区承認第 31号  

日 時 平成３０年２月１８日（日） 
    １０時３０分～１６時 
会 場 瀬谷公会堂 

60 歳からの新たな生き方発見 
これまでできなかったことに挑戦できる 

「人生最高の時期」にしよう！ 

基 調 講 演 10時 30分～ 
（10時 開場） 

演 奏 会 

田村 哲 サクソフォンコンサート 
 サックスとピアノの華麗なるデュオ 

13時～ 
（12 時 45 分 開場） 

15時 15分～ 

サクソフォン 田村 哲 氏 

横浜市瀬谷区在住。 

東京藝術大学卒業、同大学大学院 

修士課程修了。学内にて安宅賞受賞 

日本サクソフォン協会主催第 5 回 

Jr サクソフォンコンクール第 1 位。 

N H K- FM 「名曲リサイタル」など、 

数多くのコンサートに出演。 

入場 

無料 

区 民 活 動 紹 介  

オープニングイベント 

和太鼓演奏（出演 オキタマ太鼓） 

13時 25分～ 
区民活動グループによる 

ステージ発表 

ステージイベント 活動紹介・展示ブース 

民踊、フラダンス、フルート演奏、リコーダー演奏、 
ハーモニカ演奏、ウクレレ演奏とフラダンス 

12時～16時 

区民活動グループによる 

活動紹介・作品展示 
体験あり(一部有料) 

☆11時～ パン販売（せやまるバーガー、コロッケバーガー）数量限定 「区役所２階区民ホール」にて 

竹工芸、紙すき、祝儀袋、 
布ぞうり、図書修理、 
科学工作、舞台照明 

瀬谷区民活動センター情報誌（季刊） 
      
平成３０年 1月１８日発行 

第２８号 

瀬谷区マスコットせやまる・このは 

ピアノ 
川岸 麻理 氏 



 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

🌻🌻地域のご依頼でコーディネートしました！ 

瀬谷区民活動センターでは、お祭り、敬老会、文化祭、

施設のお誕生日会、レクリエーション、様々な講座の先生

などの人材をご紹介しています。 

平成 29年 11月末現在 

依 頼 相 談 件 数：104件 

コーディネート件数： 94件 

音 楽 

迫力あるコーラス、心に響く演奏、

ユーモアあるお話で参加された方が

とても喜んでいました。 

合唱、歌声サロン、演歌、ゴスペル、 
ジャズ演奏、吹奏楽、出張コンサート、
ボイストレーニング講師、 
楽器演奏（フルート、スティールパン、
ギター、リコーダー、ハーモニカ、 
アコーディオン、ミュージックベル、 
太鼓、竹琴太鼓、三味線、津軽三味線） 

 

ダンス・体操 

フラダンス披露・指導、 
チアリーディング、 
フラメンコ、介護予防体操、 
ピラティス、 

(チアリーディング AQUA) 

 

 

 

 

イベント 
バルーンアート（ショー・
体験）、マジック、 
大道芸、舞台照明、司会 

（ライティング・せや） 

 

 

地域ケアプラザ、地区センター、コミュニティ・ 

スクール、自治会、子ども会、学校、ＰＴＡ、 

高齢者施設、福祉施設、活動団体・サークル等 

ご依頼者の声をご紹介します！ 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子ども向け 

親子リトミック、 

夏休みの工作、 

羊毛フェルト作り、 

おもしろ科学工作、 

パステルシャインアート、 

陶芸体験、 

星空ガイド 

（パステルシャインアート） 
 

子どもたちの作品を仕上げた時の
弾んだ顔がとてもよかったです。 
 

 

手工芸 
ボラバス手芸指導、 
講座講師（折り紙、紙すき、 
エコ手芸、Ｔシャツヤーン、 
山の幸染め、羊毛フェルト） （緑園マザーズゴスペル） 

       
 

文化・芸術 

落語、日本舞踊、着付け、マジック、 

お話し会、読み聞かせ、人形の舞、 

講座講師（書道、将棋、男の料理、 

マナー講座、パーソナルカラー） 

新しいメイトさん紹介！  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

マンドリン ロスマリン ♪♪ マジック 金井幸臣さん 

たくさんの人に

「笑顔の宅配」 

メイトとしてボランティアの人材登録を
希望される方やグループ、受付中！ 

 

誰でも集える地域の憩いの場づくりとして、せ

やまる・ふれあい館（6 施設）と横浜市多機能型

拠点こまちが合同で「せやまる・ふれあい祭り」を

開催しました。 

当日は、好天に恵まれ、たくさんの方々が来

場され、各施設のイベントや作品展示など大変

な賑わいでした。 

瀬谷区民活動センターでは、人形劇の上演

や 歌声サロン、体験コーナー（バルーンアート、

カレンダー・雑貨づくり）を実施し、多くの方が楽し

まれていました。 

 

マジックとの出会いは数十

年前。目の前で見たカードや

コインのマジックに、ただただ

驚くばかり。その後、会社の

同好会や社会人クラブに在

籍、不思議な世界の扉を開

く。マジック歴 20 数年。 

国境も老いも若きも男女の

壁もなく、周りの人々を楽しま

せ、驚きと笑顔の時間と空間

を作り出すのが、マジックの

魅力。 

 

照明のボランティアさんたち

が出演者の色々なリクエスト

に熱心に応じてくれました。 

金沢区で 2011 年設立のマン

ドリン五重楽団。平均年齢は高い

ですが、技巧的なメンバーが揃っ

ています。 

マンドリンは甘い響きが魅力。

オリジナルからクラシックアレン

ジ、ポピュラーまで幅広いレパート

リーで、年１回の定期演奏会の

他、老人ホーム、公民館などで

演奏しています。地域に根ざした

活動をしながら、マンドリン音楽を

もっと広めていきたいです。 

（紙すきはがき） （落語家 二ツ橋亭平楽氏） 

チアリーディングは元気が

あり、笑顔がよかったです。 

イベントでは体験は人気があり、

列ができました。参加者は作品を

大事に持ち帰り、大変好評でした 

主な依頼元 

参加者は 

大変喜んで

感動されて

いました。 

（おはなし このはずく） 

「イベントの出演者を探している…」 
「子ども向け講座の講師いないかな…」 
そんな時は、 
区民活動センターに 

ご相談ください！ 
皆様のご希望に合うような人材 
ボランティアをご紹介します。 

12 月 2 日（土）に実施しました♪ 
 

皆の心をつかん

で、話も楽しくて

とても笑わせても

らいました。 



  

 

 

 

開館時間 １０時～２０時（日・祝 17 時） 
＊相談窓口は１７時まで 

● 施設情報 ● 
〒２４６-００２１ 
横浜市瀬谷区二ツ橋町４６９ せやまる・ふれあい館２階 
ＴＥＬ 045-369-7081／ＦＡＸ ０４５-３６６-４６７０ 

● アクセス情報 ● 
相鉄線 三ツ境駅で下車 徒歩約１２分 または、 
バスをご利用の方は三ツ境駅北口より 
相鉄バス 【旭２７】「南瀬谷小学校」行きや、 
        【旭２８】「ニュータウン南瀬谷」行き 

などに乗車し、 「中丸」バス停で下車 徒歩約５分 

休館日 施設点検日（毎月第３日曜日） 
      年末年始   （１２月２９日～１月３日） 

場所：瀬谷公会堂 2 階ホワイエ 

開場：12 時 

開演：12 時 20 分～５０分（予定） 

    

 4 月 20 日（金） 

ハープ演奏 

出演者：中口恵子＆ 

グレースハープアンサンブル 

入場無料！ 

お子様連れも大歓迎！ 

 

区活発！みんなの立ち寄りイベント！ 

 

毎月 1 回行っている昼休みイベントです。お昼のひとときを音楽やダンス等を観て楽しみませんか？ 

 

 
2 月 23 日（金） 

出演者：女声アンサンブル 

『ミューズ』 
 

女声アンサンブル 

 

3 月 16 日（金） 

詩吟 

出演者：瀬谷吟詠会 

 

場所：区民活動センター  

ミーティングルーム 1 

3/1(木)～4/21(土) 

「中丸」バス停 「瀬谷警察入口」バス停 

～アクリル絵の具の色彩を楽しむ～ 

トールペイント 垣崎 みな美さん 

祝儀袋 祝儀袋つるの会 
～伝える気持ちに手作りを添えて～ 

ボトルシップ  阿久和ボトルシップ愛好会 
～ささやかな趣味でストレス解消～ 

 昼ドキイベント・せや開催 

 

メイトギャラリー 

ボトルシップの 

ガラスのボトル募集！ 
ボトルシップのガラスのボトルが不足しています。 

絵柄やカットのない透明なボトルを捜しています。 

お持ちの方は寄付をお願い致します！ 

★「ホットスペース」は、区民活動する方の投稿スペース 

です。ボトルを寄付してくださる方や掲載希望の団体は、 

瀬谷区民活動センターまでお問い合わせください。 

阿久和ボトル 

シップ愛好会 

（火・金の午後と休館日を除く） 
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