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思い出も 未来も共に 
この瀬谷で   

 

 

「瀬谷環境ネット」 

 

 
を展開しています。和泉川の活動
では、川の生きものを観察した
り、自然の中での遊びを楽しんで
います。子ども達との活動も多
く、笑顔がたくさん見られること
が嬉しいです。「自然が好き」、
「稲作・野菜作りをしたい」など
興味関心のある分野に取り組ん 

2006 年２月の『瀬谷区 環境まち
づくりフォーラム』をきっかけに同
年 12 月に発足！「瀬谷区の自然環境
をより良いものにして、次の世代に
引き継ごう」をコンセプトにスター
トしました。 
 和泉川水系、相沢川流域を中心   

自然を保全することができます。 
今後は、瀬谷区での活動を、地 

球レベルの環境問題に結び付け、
関心を喚起できるようにしていき 
たいと思っています。また、他団 
体とのコラボレーションも進めて 
いきたいです。   代表 宮島行壽 

 
 
 
 
 
       

 

【日時】12 月15 日 (日) 13:30開場 14:00開演 

【会場】瀬谷公会堂   
【演奏】ザ・クラシック・オーケストラ 
【指揮者】奥村 伸樹氏 
【合唱】50th SEYA区民第九合唱団 

 

 

奥村 伸樹氏 

瀬谷区制 50周年記念イベント 

『第九』メモリアルコンサート 2019 
 

主 催：“音楽のまち SEYA”実行委員会 
問合せ：onmachiseya@gmail.com 
 

区制50周年のフィナーレを飾る第九演奏会を開催！
心に響く素晴らしい演奏を聴こう！ 

10月 12日(土) 販売開始 【チケット販売】 
販売場所 : タカミネスポーツ (☎ 361-0043) 

イシケンスポーツ (☎ 301-6044) 
         志村歯科医院 (☎ 391-5600)、瀬谷区役所２階売店 

チケット：自由席 1,500円 指定席 2,000円 

一緒に瀬谷区制 50 周年を 
お祝いしましょう！ 

【ソリスト】 

大川信之氏（テノール） 

大島嘉仁氏（バリトン） 

今野絵理香氏（ソプラノ） 

岡村彬子氏（メゾソプラノ） 

 

でいます。その特
技を発揮すること
によって、瀬谷の
  

に、地域の自然に直接働きかける活動 

50 

 

瀬谷区制   周年を機に大いに瀬谷の自然に接し、 
「自分のふるさと」を実感し、郷土への誇りと 
郷土愛を育みたいという想いで活動しています。 

 月  日「和泉川
源流たんけん隊」
へのご参加をお待
ちしています！ 
(詳細はホームページ） 
 

   瀬谷環境ネット 検索 
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 参加費
無料 

 

【定例観察会】 
（野鳥、水生生物、植物、昆虫）
第３土曜日 13:30～15:00 
【定例会】(活動の提案、連絡等） 
第 3土曜日 15:00～ 

メンバー14名 
年会費 1,000円 (学生さん無料) 

ゆきとし 

問合せ ☎ 045-303-8024(宮島) 

mailto:onmachiseya@gmail.com


学んでみよう！体験してみよう！

❝“ Let’s  try ! ”

心で描く風景水彩画
～上達のポイントを教えます～

11月２日、９日（土）全２回

13時～16時

講 師：杉田 浩一

対 象：成人 10人

参加費：500円

持ち物：水彩絵具セット他

◇お気軽にご参加いただける体験講座です

絵手紙、チョークアート

ペーパークラフト

区活体験コーナー

☆日頃の練習の成果を発表して

みませんか。参加資格は、瀬谷

区内で活動しているグループで

す。ジャンルは問いません。

【募集案内】
募集グループ数： 12 （毎月1グループ）

開催日時: 2020年4月～2021年3月

の毎月原則第３金曜日

募集要項は、10月中旬から区内公共施

設等に配布予定です。

詳細は、広報よこはま瀬谷区版11月号

をご覧ください。

お問合せは、区民活動センターへ

昼ドキイベント・せやとは？
毎月1回開催している昼休みイベントです。瀬谷公会堂２階 ホ

ワイエで原則毎月第３金曜日にミニライブを開催しています。

楽器演奏、合唱、マジック、ダンス等、さまざまなジャンル

のグループが月替わりで出演して、区民の方々との交流を楽しん

でいます。

大盛況 のため

2020年度も開

催します！

せやまる・ふれあい館６施設と多機能型拠点こまちが合同で行うお祭り

です。模擬店やミニステージ、工作体験等さまざまなコーナーがあり、

㍘お子様からシニアまで、どなたでもお楽しみいただけます。

ぜひお越しください！

瀬谷区制

５０周年記念

日時：12月7日（土）10時～14時

会場：せやまる・ふれあい館（瀬谷区二ツ橋町469）

多機能型拠点こまち（二ツ橋町489-45）

瀬谷区マスコットせやまる 気持ち華やぐフラダンス
～基本のステップ、手の動きを

マスターしましょう～

11月７日、14日（木） 全２回

10時30分～12時

講 師： 頭島 奈々子

対 象： 成人 10人

参加費： 無料

持ち物：タオル、飲み物

気軽に楽しく社交ダンス
～ブルース、ジルバを踊ります～

11月７日、21日（木） 全２回

13時～14時

講 師： 桜林 裕子

対 象： 成人 20人

参加費： 100円

持ち物： タオル、飲み物、

動きやすい服装と靴

かわいい

ミニクリスマスツリー
～羊毛フェルトで

ふわふわ小物づくり～

11月11日、18日（月）全２回

10時15分～12時15分

講 師：小笠原 登代子

対 象：成人 12人

参加費：1,200円

持ち物：はさみ、目打ち、
ものさし

申 込 方 法

申込・問合せ先

申 込 締 切

10月11日（金）10時から先着順。直接窓口、電話、FAX、

またはEメールでお申込みください。

各講座とも開催初日の7日前まで（必着）

＊ただし、定員になり次第締切ります。

瀬谷区民活動センター

〒246-0021瀬谷区二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館2階

電話 045-369-7081 FAX 045-366-4670

Eメール se-kukatsu@city.yokohama.jp

水引で飾る

ポチ袋と箸袋
～鶴とねずみのお正月小物づくり～ 11

月27日（水）

13時30分～15時30分

講 師：祝儀袋つるの会

対 象：成人 10人

参加費：500円

持ち物：はさみ、洗濯ばさみ、

定規（20ｃｍ）

クリスマス・

ドア・スワッグ
～ヒバや杉の葉を使った

素敵なドア飾りづくり～

11月30日（土）

14時～15時30分

講 師：丸矢 篤子

対 象：成人 10人

参加費：1,500円

持ち物：花ばさみ、

持ち帰り用袋

2020年度

昨
年
の
様
子
♪ 焼き鳥

美味しそう！



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

昼ドキイベント・せや 

 

お子様連れも 

大歓迎！ 

 

区活ミニギャラリー 
会期：10 月１日（火）～12 月２１日（土） 

   （火・金の午後と休館日を除く） 

会場：瀬谷区民活動センター 

   ミーティングルーム１ 

 

  区  発！ みんなの立ち寄りイベント 

 

● 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 
E メール se-kukatsu@city.yokohama.jp 

開館時間 １０時～２０時（日・祝１７時） 
＊相談窓口は１７時まで 
休館日 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 【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 

瀬谷  民  動センター 区 活 

メイト登録している方の作品展です。ぜひ観にいらしてください 

時間：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 
毎月１回開催している昼休みイベント 

お昼のひとときを音楽やフラダンスなどで、ぜひお楽しみください 

 

 

 

 
 

 

 

出展 

TEAM ドルフィン hiromi さん 
 

 出展 

折りくるさん 

 出展 

祝儀袋つるの会さん 

 

   
 

11 月 15 日(金) 

 
ハワイアン・フラダンス 

12 月 20 日(金) 

 

 

クラシックギター 
アンサンブル 

1 月 17 日(金) 

 

出演 ギター・カサブランカさん 出演 ふれ愛   音楽塾 さん 出演 

 

 ククイ オハナさん 

チョークアート 

～指で描く温もりアート～ 

  
～カラフルな季節の飾り～ 

ペーパーフラワー 祝儀袋 

～手作りで想いを伝える～ 

 

 

 
のどトレーニング＆ 

声のメンテナンス 
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