
瀬谷区承認　第１号

瀬谷区民活動センター情報誌(季刊)

第２５号

平成２９年４月１８日発行

◆ 打ち合わせ場所＆レンタル物品

ミーティングルーム１・２

印刷室 ミーティングルーム１
ミーティングルーム２

グループの打合せや情報交換

などにご利用できます。

電話予約で安心！

印刷機（有料）あります！用紙と小銭を

持ってお越し下さい。紙折り機や丁合機

（無料）も利用できます。

機材の貸出し

プロジェクター、アンプなどの機材

もグループ・団体活動の方に貸出

しています。

その他にも、「ＩＴコーナー」

や「国際交流コーナー」、

「掲示板」などの役立つ

情報がたくさんあるよ！

◆ サークル登録 ◆ 活動成果のお披露目
活動の仲間募集やチラシ・ポスターなどを掲

示する事で、活動のＰＲや新しい仲間を募

集できます。

人材バンクに登録すると、地域の施設やイベント

などへメイトを紹介しています。

「昼ドキイベント・せや」や「メイト紹介講座」など、区

活（くかつ）のイベントに出場・参加できます。

どこかに打合せの場所がないかなぁ‥

チラシを印刷したいけどどうしよう‥

仲間をふやしたいよ‥

印刷機

紙折り機

丁合機



　

　

デイサービスで演奏してくれる人、いないかな？

折り紙ができる人を探している‥

自治会、子ども会、グループホーム、学校などの団体・施設から依頼があった時に、せや区人材バンク「メイ

ト」に登録されている様々なジャンルの中から、内容に合ったメイト（人材）をご紹介しています。

お昼のひとときを楽しんで下さい♪

開場：１２時 開演：１２時２０分からおよそ３０分間

✡ ６月１６日（金） ギター演奏「Ａｃｏ－ｓｏｌｏ－Ｇ」

✡ ７月２８日（金） スティールパン演奏「中路 菜津子」

● 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

「中丸」バス停 「瀬谷警察入口」バス停

◆ メイト紹介講座

（せやまる・ふれあい館２階、他）
楽しい体験講座がたくさんあります。

平成２９年度は６月と１１月に開催！！

◆ 昼ドキイベント・せや

（瀬谷公会堂２階ホワイエ）

◆ メイトギャラリー

（区活ミーティングルーム１）
メイトの作品展示を行っています！ぜひご覧下さい。

✡ ５、６月 「淡彩スケッチ」・「ガラスフュージング」・「カルトナージュ」

✡ ７、８月 「木版画」・「かがく工作」・「アーティフィシャルフラワー」

入場無料！

お子さま連れ

も大歓迎！

グループホームにギター

演奏と歌のできる人を

紹介したよ！

葵の園に民踊ができ

るグループを紹介した

よ！

イベント情報は

「広報よこはま瀬谷区版」

「せやまる通信（情報誌）」

「区活（くかつ）ホームページ」

などに掲載しています。

葵の園：介護老人保健施設

ミュージックベル演奏

トールペイント講座

ヨガ＆ピラティス講座

🚌🚌
🚌🚌

開館時間 １０時～２０時（日・祝17時）＊相談窓口は１７時まで

休館 施設点検日（毎月第３日曜日）

年末年始 （１２月２９日～１月３日）

● 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

系統名：【旭２７】「南瀬谷小学校」行き、

系統名：【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



講座名 日時 講師 定員 参加費 持ち物

1
ウクレレで音楽を身近に

～軽くて可愛くて格好いいウクレレ～
6/１、8、15(木）　全3回

13：30～15：30
青木
一彦

成人15人 200円
持っている方は

ウクレレ

2
楽しく笑って脳活レクササイズ♬

～心と体をホッコリ笑顔に健康に～
6/2、9(金）  全2回

10：30～11：30
武川

みや子
成人15人 1,000円

動きやすい服装、
飲み物

3
パステルシャインアート体験

「海とイルカ」や「ダッフィー」を描こう！

Ⓐ6/4（日)、Ⓑ6/25（日）
いずれも ①11：00～13：00
　　　　  ②14：00～16：00

フレンド工房
白岩　秀勝

３歳～大人
各回24人

(未就学児は
保護者同伴)

1回
500円

なし

4
　　　カルトナージュの小物作り
　　　Ⓐアロマ石膏付きオーナメント
　　　Ⓑ小銭入れ

Ⓐ6/5（月）、Ⓑ6/26（月）
10：30～12：30

池
智子

各回
成人10人

1回
1,000円

布用はさみ
お手拭き

5
初めてのフラダンス

基本をしっかり学び、フラ曲に挑戦

6/6、13、20、27（火）
全4回

10：30～12：00

頭島
奈々子

12人 1,000円
飲み物、タオル、室内
履き、動きやすい服装
（あればパウスカート）

6
はじめての淡彩スケッチ

～旅のスケッチが楽しめる～

6/6、13、20、27（火）
全4回

13：30～15：30

河南
泰弘

成人15人 2,000円
初日は筆記用具のみ
(2回目以降は、初日に
説明あり）

7
ガラスフュージング

ベネチアンガラスで作るアクセサリー
6/9、23（金）全2回

13：30～16：00
沢　逸郎

18才以上
10人

1,000円 タオル、軍手

8
サマーフラワーアレンジメント（生花）

　　　　　　Ⓐラウンドスタイル
　　　　　　Ⓑフラットスタイル

Ⓐ6/10（土）　Ⓑ6/24(土）
13：30～15：30

石原　香
小学校高
学年以上

15人

１回
2,800円

筆記用具、
園芸用はさみ、

持ち帰り用バッグ、
新聞紙1枚

9
エコリサイクル紙すき

～紙すきの楽しさと温もりあふれる
はがきを！～

6/15（木）
10：30～12：00

紙すき
「ローズ
ヒップ」

どなたでも
5人

100円 エプロン、タオル

10
　親子でにっこり、レッツリトミック♬
　　①入園準備リトミック　第5弾
　　②ベビーリトミック

 Ⓐ6/19(月）、Ⓑ6/26(月）
 いずれも  ①10：00～
　　　　    ②11：00～

中嶋
みや子

①2～3歳の
子と親
②6ヶ月～
歩行前の子
と親
　 各10組

1回500円
(兄弟での
参加は
+300円)

①クレヨン、飲み物
②飲み物、
  必要なら下に敷く
マット(タオル）

11
ヨガ＆ピラティス

全身を伸ばして縮めてリフレッシュ！

6/20（火）
①10：15～11：00
②11：15～12：00

三辻
瑞穂

各回
成人10人

500円
動きやすい服装、
飲み物、タオル、
あればヨガマット

12
書道を楽しく -Ｐａｒｔ２-

いろは歌を小筆で感じてみませんか
6/27（火）

13：30～15：30
堀

祥樹
成人6人 700円

書道用品
（小筆含む）

■定員になり次第締め切ります。（先着順）

■参加者が一定に達しない場合には、やむを得ず中止にすることがありますのでご了承願います。

■ご来館の際は、公共交通機関をご利用ください。

問合せ

申込み 瀬谷区民活動センター ℡０４５（３６９）７０８１ 〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館内

5月11日(木)午前10時より受付

★直接来館、又はお電話にて事前にお申込み下さい



メイトギャラリー

5/1～6/21
河南 泰弘
私の小さな旅のスケッチ

～春のローカル沿線～
池 智子
カルトナージュ

～布と紙で素敵なインテリアづくり～
沢 逸郎
ガラスフュージング

～ベネチアンガラスでつくるアクセサリー～

7/1～8/21
岡部 修

「木版画」

～お好みの絵を木版画にしてみませんか～
わくわくかがくつくり隊

「かがく工作」
～子どもとつくる作品集～

石原 香
アーティフィシャルフラワー

～花のある生活をしませんか？

3月18日(土）
10時～14時半
せやまる・ふれあい
館で開催した「ボラ
ンティアのつどい」
に今年初めて参加し
ました！

≪展示≫
ガラスエッチングと江戸切子・3Ｄの切り絵

（沢 逸郎）
≪体験≫
かがく工作 （わくわくかがくつくり隊）
Ｔシャツヤーンでコースターつくり（つむぐ）
≪発表≫
歌声サロン（歌声サロン一寸法師）
ミニミュージカル

（志村紀美江＆ふれ愛♡音楽塾）

≪ホワイエ≫ 作品展示・体験コーナー
大混雑の中「いろいろな体験コーナーがあって面白かっ
た！」「丁寧に教えてくれて楽しかった！」「お子さんか
ら高齢者まで体験を楽しんでいただけて嬉しかった！」と
団体も来場者も大満足の1日でした。

≪ホール≫ サークル活動の映像上映・活動発表
「こんなにいろいろな活動が集まったのを見学できたのが
うれしく、一日楽しく過ごせた」「アンクルンが体験できて
嬉しかった」「いつかこの舞台に出たくて見に来ました」と
嬉しい感想がいっぱい！

和太鼓 演奏

区民の皆さんに読んでもらえる情報
誌作りを目指しました。

これからも職員一同よろしくお願い
致します。
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