
3/1(金)
8(金) (受付 9:50)

10:00∼
11:50

練習室1
(ﾘﾊｰｻﾙ室1) ボディコンディショニング

日時計ストレッチ
ヨガをベースにバレエやダンスの動きを取り入れたエクササイズです。

DOLPHIN LAGOON DANCE ART
✉skgc_d_taka_yu_taku@icloud.com（関口）
【参加料】￥400

3/15(金) 練習室2
(ﾘﾊｰｻﾙ室2)

3/3(日)
(受付 9:50)
10:00∼

17:00
会議室3

膝まつり
∼膝の痛み・むくみ・特別編∼
膝・腰の悩みを解決してきた臨床のプロフェッショナル
によるひな祭り限定体験スクール

日本カイロプラクティック連合会講師 若林 正信
☎090-2307-8769（前澤 希美）
✉radiance7125@gmail.com
�http://wakabu.jp
【参加料】￥500 ※事前申込制

3/5(火)
12(火)
19(火)

4/2(火)
16(火)
23(火)

①9:10∼
10:20

②10:30∼
11:40

練習室2
(ﾘﾊｰｻﾙ室2)

ヨガ教室
お手軽ヨガでリフレッシュしませんか？
はじめての方大歓迎！！

ハナヨガサークル
✉babakumi.hanayoga55@au.com（花輪 久美子）
【参加料】￥500/１クラス 70分
※予約制

3/7(木)

①10:30∼
12:00

②13:30∼
15:00

会議室3

フラワーアレンジメント
生花、プリザーブド、ハーバリウム等
見学、体験レッスン受付中
入会の方お道具無料

フラワーサークル アンジュ
☎080-1120-6296（池田 美幸）
※事前申込制

3/14(木)
4/4(木) 会議室1

4/11(木) 和室

4/19(金)
26(金) 会議室1

3/7(木)
21(木祝)
4/4(木)
18(木)

①13:00∼
15:00

②15:10∼
16:50 練習室1

(ﾘﾊｰｻﾙ室1)

大人のフラダンス
楽しく本格フラ♪体験レッスン受付中
土曜日は基本ステップ
木曜日はハワイアンラブソング
①は40才代の方向け ②は50才代以上の方向け

ウルヴェヒ
☎090-2866-6440（竹田 美穂）
✉kauluwehionapuaui@gmail.com
�https://kauluwehionapuaui.com
【参加料】￥500
※事前申込制3/23(土) 17:30∼

19:30

3/7(木)
14(木)

21(木祝)
4/4(木)
11(木)
18(木)
25(木)

(受付17:30)
17:30∼

19:00
会議室3

詩吟体験募集
詩吟で元気に
腹式呼吸で健康
詩歌で故きを温ねて、新しきを知る。

公益社団法人 日本詩吟岳院
瀬谷吟詠会
☎045-302-3323（芝口 岳声）
※事前申込制

3/12(火)
16(土)

4/7(日)

9:45∼
11:45 和室

手形アートワークショップ
（講師：petapeta-art®アドバイザー）
お子さまの「今」を手形アートにして残しませんか？
「動物」「季節」のモチーフよりお選び頂けます。

palette –kids arts&crafts-
☎050-7116-7331（nobu）
✉palette.kidscrafts@gmail.com
�https://palette-kidscrafts.amebaownd.com
※詳細はHPにてご案内

3/12(火)
4/12(金)

①9:30∼
10:30

②10:45∼
11:45

練習室1
(ﾘﾊｰｻﾙ室1)

やさしいヨガ
アロマの香りに包まれながら、心地良く動いていきましょう。

Easy yoga –Mai room-
☎080-1095-2710（松ヶ迫）
✉mairoom.yoga@gmail.com
【参加料】￥900

3/12(火)
4/2(火)
23(火)

(受付13:30)
14:00∼

16:00
会議室1 大人の数楽教室

中学までの算数・数学を見直し、数の楽しさ（数楽）を味わおう。 元横浜市内中学校数学科教諭
シミセンの数楽教室 清水 章
☎090-8103-1988（清水 章）
✉as43z@tbz.t-com.ne.jp
�https://www.suuraku2015.com/
【参加料】￥800（体験説明会は無料）4/26(金)

(受付13:30)
14:00∼

16:00
会議室2

シミセンの数楽教室 体験説明会
月2回開催の”数楽教室”の体験及び説明会。
教室の様子や内容についてお知らせします。

3/15(金)
16(土)

9:15∼
16:45 会議室2 切手貴金属等の無料査定 インゴットイースト

☎090-3953-5151（窪田）

3/16(土)
10:00∼

17:00

会議室3
親ごころ結婚相談会
身元確かな方との安心な出会い、お見合いは結婚への近道です。
個別相談なので、お時間のご予約をお願いします。

瀬谷の結婚相談室 TWINベル横浜
☎045-442-3328（鈴木 弘子）
�http://twinbell-yokohama.com
※相談も無料 ※予約制4/21(日) 会議室1

4/4(木) 13:30∼
16:00 会議室3

おりがみ講習会「桜のポット」
始まりの春。おりがみで作る八重桜です。
「ワァ∼！出来た」って心躍る作品です。

瀬谷おりがみクラブ
☎090-6036-8222（鈴木 弘子）
【参加料】￥900
※事前申込制

12
(金)

開場 9:30

初音歌謡祭
カラオケ発表

初音親和会開演 9:50

終演 16:30

14
(日)

開場 13:00
横浜シティウインド・オーケストラ
第17回定期演奏会
伝説のアイルランド・紅の豚 他

横浜シティウインド・オーケストラ 実行委員
☎045-311-1200（ヤマハミュージックリテイリング 小松）
✉yokohama.c.w.o@gmail.com
�https://yywe.jimdo.com
※自由席

開演 13:30

終演 15:30

18
(木)

開場 9:20

第35回 ⻘空会「カラオケ発表会」
⻘空会・会員が全員、明るく、楽しく歌い踊ります。
お楽しみ下さい。

⻘空会
☎045-301-4629（秋山 佳宏）開演 10:00

終演 16:30

19
(金)

開場 12:00
昼ドキイベント・せや
∼春や横浜にちなんだ曲∼
合唱曲”春に”（谷川俊太郎作詞）ほか
出演：混声合唱団『ぶらあぼ』
2階ホワイエで開催！

瀬谷区⺠活動センター（瀬谷区役所地域振興課）
☎045-369-7081
✉se-kukatsu@city.yokohama.jp
�http://www.city.yokohama.lg.jp/seya/kukatsu/

開演 12:20

終演 12:50

21
(日)

開場 12:15

小さなピアニストたちによる音楽会33
音楽教室の発表会

ひらい音楽教室開演 12:30

終演 未定

22
(月)

開場 9:30

災害地復興及び子育て支援のチャリティー
カラオケ歌と踊り等の発表会

カラオケメイトリリーフ
☎045-302-1658（内藤 桂二郎）開演 10:00

終演 16:30

28
(日)

開場 13:00

RICO バレエスクール 発表会
年少さん∼小学生の天使たちが年に1度の発表会。
今回は眠れる森の美女3幕と小品集をお披露目
致します。

RICOバレエスクール
✉kororico@gmail.com（クスヤマ）開演 13:30

終演 15:30
予定

29
(月祝)

開場 9:00

舞踊＆カラオケ発表会
小学生とシニア世代がカラオケと踊りの発表会します。
ストレス解消に見に来て下さい。

⻄宝会 佐竹 波奈世
☎045-391-5988開演 10:00

終演 16:30

4月 講堂イベント 3・4月 その他イベント 横浜市瀬谷公会堂

☎=電話番号 �=FAX番号 ✉=メールアドレス �=ホームページURL＝入場料・参加料無料無 ＝入場料・参加料有料有 申 ＝事前申込制

※2019年2月26日現在

1/16(水) 瀬谷公会堂講堂にて初の避難訓練コンサートが開催されました！

当日は瀬谷公会堂職員が主催者役となり、大地震を想定して隣接する二ツ橋公園まで避難。
たいへん多くの方にご来場いただきましたが、みなさまのご協力もあり、とてもスムーズな
避難を行うことができました。

訓練終了後は、横浜市消防音楽隊のみなさまに素敵な演奏やステージドリルの
パフォーマンスをご披露いただき、大盛況のうちに幕を閉じました。

避難訓練コンサートが開催されました

無

無

無

無

無

無

無

無

有

申有

申有

申

申有

申無

有

有

有

無

申無

申有



1
(水祝)

開場 13:00
横浜隼人中学・高等学校ギター部
第3回 定期演奏会
小編成から大編成まで様々なギターの合奏をお楽しみください。

横浜隼人中学・高等学校ギター部
☎045-364-5101（三嶽 浩二）
✉k.mitake@hayato.ed.jp

開演 13:30

終演 15:30

5
(日祝)

開場 14:30

第31回 ごちゃまぜアンサンブル ところで
高校⽣∼大人が奏でる様々なジャンルの演奏会です。

ごちゃまぜアンサンブル ところで開演 15:00

終演 17:30

6
(月祝)

開場 13:30 第6回 劇団このは定期公演
『星⽣む空にウサギの星を』
このしろ演劇祭から半年…
人気を博したあの舞台がパワーアップして帰ってくる！

劇団このは
✉gekidankonoha@gmail.com
�https://gekidankonoha.wixsite.com/konohazuku

開演 14:00

終演 15:00

10
(金)

開場 9:30

第31回カラオケ・舞踊合同発表会
歌と踊りの会

カラオケ、舞踊親睦会開演 9:50

終演 16:30

11
(土)

開場 9:30

瀬谷吟詠会温習会
会員の発表会
漢詩吟詠・和歌・俳句・新体詩

瀬谷吟詠会
☎045-302-3323（芝口 岳声）開演 10:00

終演 14:30

12
(日)

開場 12:00

瀬谷区制50周年記念講演と武芸合同演武大会
区内で活動する武道団の演武と芸能団体の演武

瀬谷区商店街連合会
☎090-3096-1955（伊藤 吉治）
※入場自由

開演 13:00

終演 18:00

17
(金)

開場 12:00
昼ドキイベント・せや
⺠踊 ∼⼼を込めて踊ります！お楽しみください。∼
「東京五輪音頭-2020-」「大漁ソーラン」ほか
出演：瀬谷区⺠踊協会
2階ホワイエで開催！

瀬谷区⺠活動センター（瀬谷区役所地域振興課）
☎045-369-7081
✉se-kukatsu@city.yokohama.jp
�http://www.city.yokohama.lg.jp/seya/kukatsu/

開演 12:20

終演 12:50

23
(木)

開場 12:30

横浜市介護支援専門員 2019年度総会
2019年度総会と基調講演（車イスラグビーチーム横濱義塾を迎えて）

横浜市介護支援専門員連絡協議会
☎045-508-2626（松下 真一）
✉shi-matsushita@shuhokai.or.jp
�http://www.ycm-kyougikai.net
※車イスで来所の方は担当まで一報を

開演 13:00

終演 16:00

25
(土)

開場 9:00

第16回 福原スミコカラオケ発表会
懐メロ、デュエット曲、新曲、一流歌手の方々も多数出演いたします。
抽選会もあります。楽しい歌の会です。

福原カラオケ教室
☎090-6654-5859（福原 澄子）開演 9:30

終演 18:00

5月 講堂イベント 4・5月 その他イベント 横浜市瀬谷公会堂

☎=電話番号 �=FAX番号 ✉=メールアドレス �=ホームページURL＝入場料・参加料無料無 ＝入場料・参加料有料有 申 ＝事前申込制

※2019年3月26日現在

4/2(火)
16(火)
23(火)

5/7(火)
14(火)
21(火)
28(火)

①9:10∼
10:20

②10:30∼
11:40

練習室2
(ﾘﾊｰｻﾙ室2)

ヨガ教室
お手軽ヨガでリフレッシュしませんか？
はじめての方大歓迎！！

ハナヨガサークル
✉babakumi.hanayoga55@au.com（花輪 久美子）
【参加料】￥500/１クラス 70分
※予約制

4/2(火)
23(火)

5/14(火)
23(木)
28(火)

(受付13:30)
14:00∼

16:00
会議室1 大人の数楽教室

中学までの算数・数学を見直し、数の楽しさ（数楽）を味わおう。
元横浜市内中学校数学科教諭
シミセンの数楽教室 清水 章
☎090-8103-1988（清水 章）
✉as43z@tbz.t-com.ne.jp
�https://www.suuraku2015.com/
【参加料】￥800（体験説明会は無料）4/26(金)

(受付13:30)
14:00∼

16:00
会議室2

シミセンの数楽教室 体験説明会
月2回開催の”数楽教室”の体験及び説明会。
教室の様子や内容についてお知らせします。

4/4(木)

①10:30∼
12:00

②13:30∼
15:00

会議室1

フラワーアレンジメント
⽣花、プリザーブド、ハーバリウム等
見学、体験レッスン受付中
入会の方お道具無料

フラワーサークル アンジュ
☎080-1120-6296（池田 美幸）
※事前申込制

4/11(木) 和室
4/19(金)

26(金) 会議室1

5/9(木) 会議室3
5/16(木) 会議室1
5/23(木) 和室
5/30(木) 会議室1

4/4(木) 13:30∼
16:00 会議室3

おりがみ講習会「桜のポット」
始まりの春。おりがみで作る八重桜です。
「ワァ∼！出来た」って⼼躍る作品です。

瀬谷おりがみクラブ
☎090-6036-8222（鈴木 弘子）
【参加料】￥900
※事前申込制

4/4(木)
18(木)

5/16(木)
23(木)
30(木)

①13:00∼
15:00

②15:10∼
16:50

練習室1
(ﾘﾊｰｻﾙ室1)

大人のフラダンス
楽しく本格フラ♪体験レッスン受付中
一⽣楽しめるフラダンス
はじめてでも安⼼の少人数制
木曜日はハワイアンラブソング
①は40才代の方向け ②は50才代以上の方向け

ウルヴェヒ
☎090-2866-6440（竹田 美穂）
✉kauluwehionapuaui@gmail.com
�https://kauluwehionapuaui.com
【参加料】￥500
※事前申込制

4/4(木)
11(木)
18(木)
25(木)

5/9(木)
16(木)
23(木)
30(木)

(受付17:30)
17:30∼

19:00
会議室3

詩吟体験募集
詩吟で元気に
腹式呼吸で健康
詩歌で故きを温ねて、新しきを知る。

公益社団法人 日本詩吟岳院
瀬谷吟詠会
☎045-302-3323（芝口 岳声）
※事前申込制

4/5(金)
12(金)
24(水) (受付 9:50)

10:00∼
11:50

練習室2
(ﾘﾊｰｻﾙ室2) ボディコンディショニング

日時計ストレッチ
ヨガをベースにバレエやダンスの動きを取り入れたエクササイズです。

DOLPHIN LAGOON DANCE ART
✉skgc_d_taka_yu_taku@icloud.com（関口）
【参加料】￥400

5/10(金)
17(金)
24(金)
29(水)

練習室1
(ﾘﾊｰｻﾙ室1)

4/7(日)
5/19(日)

9:45∼
11:45 和室

手形アートワークショップ
（講師：petapeta-art®アドバイザー）
お子さまの「今」を手形アートにして残しませんか？
「動物」「季節」のモチーフよりお選び頂けます。

palette –kids arts&crafts-
☎050-7116-7331（nobu）
✉palette.kidscrafts@gmail.com
�https://palette-kidscrafts.amebaownd.com
※詳細はHPにてご案内

4/12(金)
5/9(木)
22(水)

①9:30∼
10:30

②10:45∼
11:45

練習室1
(ﾘﾊｰｻﾙ室1)

やさしいヨガ
アロマの香りに包まれながら、⼼地良く動いていきましょう。

Easy yoga –Mai room-
☎080-1095-2710（松ヶ迫）
✉mairoom.yoga@gmail.com
【参加料】￥900

4/19(金) 14:00∼
15:30

会議室3

フラワーアレンジメント
初めての方でも楽しく作れます！
⽣花・プリザーブド 見学・体験随時受付中

フラワーサークルシンシア 坂井 美和
☎090-3533-5354
※事前申込制

4/23(火) 会議室2

5/24(金) 10:00∼
11:30 会議室1

5/28(火) 14:00∼
15:30 会議室2

4/21(日)
10:00∼

17:00

会議室1 親ごころ結婚相談会
身元確かな方との安⼼な出会い、お見合いは結婚への近道です。
個別相談なので、お時間のご予約をお願いします。

瀬谷の結婚相談室 TWINベル横浜
☎045-442-3328（鈴木 弘子）
�http://twinbell-yokohama.com
※相談も無料 ※予約制5/19(日) 会議室3

4/26(金)
(受付 9:45)
10:00∼

16:00
会議室3

【瀬谷区公会堂】春のおひるねアート
※撮影体験会
予約受付中 10:00∼11:00(6名様)
11:00∼12:00(6名様) 13:00∼14:00(6名様)
14:00∼15:00(6名様) 15:00∼16:00(6名様)
LINE@(LINE@zxf8925e)登録で撮影料500円★衣装はなし

日本おひるねアート協会※くまのあしあと先⽣
☎090-9684-8100（くまのあしあと先⽣）
✉kumanoashiato1223@gmail.com
�https://ohiruneart-kumanoashiato.halfmoon.jp/
【参加料】￥500

4/27(土) 10:00∼
16:00 会議室1

地域密着 住まいのリフォーム相談会
大型リフォーム顧客満足度No.1
住まいのお悩み無料にて相談承ります。

住友不動産(株) 新築そっくりさん
☎080-3536-6372（藤井）
✉fujii.shinichi@j.sumitomo-rd.co.jp

5/26(日)
(受付 9:30)
10:00∼

11:30
和室

肩こり・腰痛・膝痛
カイロプラクティック体験会
ご自分でやれる簡単な運動療法。個別による施術。

日本成人病予防協会
日本カイロプラクティック連合会
✉ishibashi.1484.930.1130@docomo.ne.jp
☎045-442-5993（石橋 君雄）
【参加料】￥500 ※事前申込制
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第2回 ルミエール・バレエスタジオ発表会
♪小さなバレリーナ達がキラキラの笑顔で楽しい舞台を皆様にお届けします！

6/9(日)
開場 16:00

開演 16:30

終演 18:30予定

ルミエール・バレエスタジオ
☎090-4412-5488（加世田(カセダ)）

WE LOVE せや♪
発達障害？グレーゾーン？So what？！
∼「好き」を未来につなげるキャリア教育推進シンポジウム
発達障害グレーゾーン児童への瀬谷での支援にフォーカスした成⻑成功事例発表です。
“⼦供の健やかな成⻑には何が必要か”トークセッションもあります。
ゲスト：瀬谷図書館司書、瀬谷スポーツセンター元所⻑講師
／アスリートの⺟オリンピアン応援メッセージもあり！

6/3(月)
開場 10:00

開演 10:30

終演 12:00

⼦育て応援サークル スタイルきっず
☎080-6553-0298（坪江 久美⼦）
✉music-style@nifty.com
�https://ameblo.jp/stylekids2013/

6月 講堂イベント 5・6月 その他イベント 横浜市瀬谷公会堂

☎=電話番号 �=FAX番号 ✉=メールアドレス �=ホームページURL＝入場料・参加料無料無 ＝入場料・参加料有料有 申 ＝事前申込制

※2019年4月26日現在

ヨガ教室
お手軽ヨガでリフレッシュしませんか？
はじめての方大歓迎！！

日：5/7(火),14(火),21(火),28(火)
6/4(火),11(火),18(火)

時：①9:10∼10:20 ②10:30∼11:40
場：練習室2(ﾘﾊｰｻﾙ室2)

ハナヨガサークル
✉babakumi.hanayoga55@au.com（花輪 久美⼦）
【参加料】￥500/１クラス 70分 ※予約制

フラワーアレンジメント
生花、プリザーブド、ハーバリウム等
見学、体験レッスン受付中
入会の方お道具無料

日：5/9(木)会議室3，5/16(木)会議室1，5/23(木)和室，5/30(木)会議室1
6/6(木)会議室3，6/13(木)会議室3，6/20(木)会議室1，6/27(木)会議室3

時：①10:30∼12:00 ②13:30∼15:00

フラワーサークル アンジュ
☎080-1120-6296（池田 美幸）
※事前申込制

やさしいヨガ
アロマの香りに包まれながら、心地良く動いてい
きましょう。

日：5/9(木),22(水)
時：①9:30∼10:30 ②10:45∼11:45
場：練習室1(ﾘﾊｰｻﾙ室1)

Easy yoga –Mai room-
☎080-1095-2710（松ヶ迫）
✉mairoom.yoga@gmail.com
【参加料】￥900

詩吟体験募集
詩吟で元気に
腹式呼吸で健康
詩歌で故きを温ねて、新しきを知る。

日：5/9(木),16(木),23(木),30(木)
6/6(木),13(木),20(木),27(木)

時：17:30∼19:00
場：会議室3(※6/20のみ会議室1)

公益社団法人 日本詩吟岳院 瀬谷吟詠会
☎045-302-3323（芝口 岳声）
※事前申込制

ボディコンディショニング
日時計ストレッチ
ヨガをベースにバレエやダンスの動きを取り入れたエクササイズです。

日：5/10(金),17(金),24(金),29(水)
6/7(金),14(金),21(金)

時：10:00∼11:50
場：練習室1(ﾘﾊｰｻﾙ室1)

DOLPHIN LAGOON DANCE ART
✉skgc_d_taka_yu_taku@icloud.com（関口）
【参加料】￥400

大人の数楽教室
中学までの算数・数学を見直し、数の楽しさ（数楽）を味
わおう。

日：5/14(火),23(木),28(火)
6/11(火)

時：14:00∼16:00
場：会議室1

元横浜市内中学校数学科教諭 シミセンの数楽教室 清水 章
☎090-8103-1988（清水 章）
✉as43z@tbz.t-com.ne.jp
�https://www.suuraku2015.com/
【参加料】￥800

おりがみ講習会「ゆりとチューリップ」
すてきなお花のおりがみです。
今回は「ゆりとチューリップ」を花束仕立てにします。
大切な方へプレゼントにしてみてはいかがでしょうか。

日：5/14(火)
時：13:30∼16:00頃
場：会議室3

瀬谷おりがみクラブ
☎090-6036-8222（鈴木 弘⼦）
【参加料】￥900
※事前申込制

大人のフラダンス
楽しく本格フラ♪体験レッスン受付中
一生楽しめるフラダンス はじめてでも安心の少人数制
木曜日はハワイアンラブソング

日：5/16(木),23(木),30(木)
6/6(木),20(木),27(木)

時：①13:00∼15:00 (40才代の方向け)
②15:10∼16:50 (50才代以上の方向け)

場：練習室1(ﾘﾊｰｻﾙ室1)

ウルヴェヒ
☎090-2866-6440（竹田 美穂）
✉kauluwehionapuaui@gmail.com
�https://kauluwehionapuaui.com
【参加料】￥500 ※事前申込制

親ごころ結婚相談会
身元確かな方との安心な出会い、お見合いは結婚
への近道です。個別相談なので、お時間のご予約
をお願いします。

日：5/19(日),6/16(日)
時：10:00∼17:00
場：会議室3

瀬谷の結婚相談室 TWINベル横浜
☎045-442-3328（鈴木 弘⼦）
�http://twinbell-yokohama.com
※相談も無料 ※予約制

フラワーアレンジメント
初めての方でも楽しく作れます！
生花・プリザーブド 見学・体験随時受付中

日：5/24(金) 会議室1 10:00∼11:30
5/28(火) 会議室2 14:00∼15:30
6/11(火) 会議室2 14:00∼15:30
6/21(金) 会議室1 14:00∼15:30

フラワーサークルシンシア 坂井 美和
☎090-3533-5354
※事前申込制

手形アートワークショップ
（講師：petapeta-art®アドバイザー）
お⼦さまの「今」を手形アートにして残しませんか？
「動物」「季節」のモチーフよりお選び頂けます。

日：5/19(日)
6/9(日),16(日)

時：9:45∼11:45
場：和室

palette –kids arts&crafts-
☎050-7116-7331（nobu）
✉palette.kidscrafts@gmail.com
�https://palette-kidscrafts.amebaownd.com
※詳細はHPにてご案内

肩こり・腰痛・膝痛
カイロプラクティック体験会
ご自分でやれる簡単な運動療法。個別による施術。

日：5/26(日)
時：10:00∼11:30
場：和室

日本成人病予防協会 日本カイロプラクティック連合会
☎045-442-5993（石橋 君雄）
✉ishibashi.1484.930.1130@docomo.ne.jp
【参加料】￥500 ※事前申込制

資産形成セミナー(マネーセミナー)
「将来に向けて貯蓄したい」「お金の賢い貯め方を知りたい」
そんな方に向けた初心者向けセミナーです。

日：5/28(火),30(木) 14:00∼15:00
6/5(水) ①10:30∼11:30 ②14:00∼15:00

場：会議室3

髙寺 翔太
☎080-1335-0510
✉shouta.takatera@anshinlife-lp.jp

切手貴金属等の無料査定

日：6/19(水),20(木)
時：9:15∼16:45
場：会議室2

インゴットイースト
☎090-3953-5151（窪田）

多言語で世界につながろうプロジェクト
講演会：ことばは勉強するものではなく、環境さえあれば

誰でもいくつでも話せるようになる。

日：6/21(金) 10:00∼11:30
6/30(日) 10:00∼12:00

場：会議室1,2

ヒッポファミリークラブ（瀬谷グループ）
☎070-1327-1959（菅原 正美）
✉macochan2525genki@Gmail.com
�http://www.lexhippo.gr.jp/
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田村哲 サクソフォンリサイタル
ゆたか幼稚園、瀬谷小、瀬谷中出身のクラシックサクソフォン
奏者、田村哲によるリサイタル。

6/1(土)
開場 13:30

開演 14:00

終演 15:45

田村哲 サクソフォンリサイタル実行委員会
☎080-3341-1214（NanalaMusic）
✉info@nanalamusic.com
�https://satoshitamura.amebaownd.com
【入場料】前売券 一般 ¥3,000 学生 ¥1,500

当日券 一般 ¥3,500 学生 ¥2,000

2019年 瀬谷区制50周年記念イベント
第5回 からだまるごと健康フェア
第一部「∼こどもからおとな、⾼齢者まで∼ストレッチでからだをかえよう」

ストレッチ体験が出来ます。
第⼆部「⾷から考える健康な⻭と口の育て方」小児⻭科医師のお話しが聴けます。

6/2(日)
開場 9:30

開演 10:00

終演 12:15

瀬谷福祉保健センター
福祉保健課 健康づくり係
☎045-367-5744
✉se-fukuho@city.yokohama.jp
�https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/
※先着400名1

畠山歌謡教室発表会
カラオケ発表会

6/8(土)
開場 10:00

開演 10:30

終演 16:30

畠山 れい⼦
☎045-302-7841

第6回 バンバン歌の集い
カラオケ

6/11(火)
開場 9:30

開演 10:00

終演 16:30

鈴木 芙志⼦
☎090-4664-3173

昼ドキイベント・せや
合唱・リコーダー＆鍵盤ハーモニカ演奏 出演：あづまのの森の音楽隊

∼つゆ空をさわやかに、音楽でリフレッシュ♪∼「しゃぼん玉」ほか
２階ホワイエで開催！

6/21(金)
開場 12:00

開演 12:20

終演 12:50

瀬谷区⺠活動センター（瀬谷区役所地域振興課）
☎045-369-7081
✉se-kukatsu@city.yokohama.jp
�http://www.city.yokohama.lg.jp/seya/kukatsu/

廣松音楽事務所チャリティー歌謡祭
歌謡発表会

6/25(火)
開場 9:30

開演 10:00

終演 17:00

廣松 亮介
☎080-6890-5989

よこはまシニアボランティアポイント事業
ボランティア登録研修会
事業の趣旨、事業内容等に関する説明会

6/27(木)
開場 12:30

開演 13:00

終演 16:00

横浜市健康福祉局介護保険課
�http://ikiiki.kanafuku.jp/
※事前申込制

せやシニアカラオケ大会
瀬谷区在住のシニア年代の方々の日頃趣味にしているカラオケの練習の成果を披露し合
う。

6/28(金)
開場 9:30

開演 10:00

終演 16:00

瀬谷区シニアクラブ連合会
☎045-303-2845（伊藤 喜美⼦）
✉seya-rouren110@ever.ocn.ne.jp
※事前申込制

第24回 いずみ吹奏楽団定期演奏会
一部・三部は吹奏楽、⼆部はビックバンドステージの演奏会です。
曲目はノートルダムの鐘、
ジュラシックパーク サウンドトラック ハイライト 他。

6/29(土)
開場 13:30

開演 14:00

終演 16:00

いずみ吹奏楽団
�http://yizumi-wind-orc.sakura.ne.jp
※ホームページの「お問い合わせ」

よりお願い致します。



折り紙講習会
６月はみんな大好き「赤いバラ」を折ります。
７月は夏の花「ヒマワリ」を折りましょう。
わ∼！出来たってわくわくしますよ。

日：6/11(火)，7/9(火)
時：13:30∼16:00
場：会議室３

瀬谷おりがみクラブ
☎090-6036-8222（鈴木 弘子）
【参加料】￥900

第30回 瀬谷区音楽祭

7/6(土) 合唱の部

瀬谷区内で活動する合唱団体による演奏会です。

開場 12:00

開演 12:30

終演 16:00

7/7(日) ソロ・アンサンブルの部

瀬谷区内で活動する音楽団体・音楽家による演奏会です。

開場 12:30

開演 13:00

終演 16:30

瀬谷区音楽祭 連絡会
☎045-301-4383（大神 俊幸）

7月 講堂イベント

6・7月 その他イベント

横浜市瀬谷公会堂

☎=電話番号 �=FAX番号 ✉=メールアドレス �=ホームページURL＝入場料・参加料無料無 ＝入場料・参加料有料有 申 ＝事前申込制

※2019年5月26日現在

ヨガ教室
お手軽ヨガでリフレッシュしませんか？
はじめての方大歓迎！！

日：6/4(火),11(火),18(火)
7/2(火),9(火),17(水),30(火)

時：①9:10∼10:20 ②10:30∼11:40
場：練習室２(リハーサル室２)

ハナヨガサークル
✉babakumi.hanayoga55@au.com（花輪 久美子）
【参加料】￥500/１クラス 70分
※予約制

フラワーアレンジメント
生花、プリザーブド、ハーバリウム 等
見学、体験レッスン受付中
入会の方お道具無料

日：6/6(木)会議室３，6/13(木)会議室３，6/20(木)会議室１，6/27(木)会議室３
7/4(木)会議室１，7/11(木)会議室３，7/18(木)会議室１，7/25(木)会議室１

時：①10:30∼12:00 ②13:30∼15:00

フラワーサークル アンジュ
☎080-1120-6296（池田 美幸）
※事前申込制

詩吟体験募集
詩吟で元気に
腹式呼吸で健康
詩歌で故きを温ねて、新しきを知る。

日：6/6(木),13(木),20(木),27(木)
7/4(木),11(木),18(木),25(木)

時：17:30∼19:00
場：会議室３(※6/20は会議室１、7/18は会議室２)

公益社団法人 日本詩吟岳院 瀬谷吟詠会
☎045-302-3323（芝口 岳声）
※事前申込制

ボディコンディショニング
日時計ストレッチ
ヨガをベースにバレエやダンスの動きを取り入れたエクササイズです。

日：6/7(金),14(金),21(金)
7/12(金),17(水),24(水)

時：10:00∼11:50
場：練習室１(リハーサル室１) (※7/12のみ練習室２)

DOLPHIN LAGOON DANCE ART
✉skgc_d_taka_yu_taku@icloud.com（関口）
【参加料】￥400

大人の数楽教室
中学までの算数・数学を見直し、数の楽しさ（数楽）を味わおう。

日：6/11(火)
7/9(火),30(火)

時：14:00∼16:00
場：会議室１

元横浜市内中学校数学科教諭 シミセンの数楽教室 清水 章
☎090-8103-1988（清水 章）
✉as43z@tbz.t-com.ne.jp
�https://www.suuraku2015.com/
【参加料】￥800

大人のフラダンス
楽しく本格フラ♪体験レッスン受付中
一生楽しめるフラダンス はじめてでも安心の少人数制
木曜日はハワイアンラブソング

日：6/6(木),20(木),27(木)
7/4(木),18(木),25(木)

時：①13:00∼15:00 (40才代の方向け)
②15:10∼16:50 (50才代以上の方向け)

場：練習室１(リハーサル室１)

ウルヴェヒ
☎090-2866-6440（竹田 美穂）
✉kauluwehionapuaui@gmail.com
�https://kauluwehionapuaui.com
【参加料】￥500
※事前申込制

親ごころ結婚相談会
身元確かな方との安心な出会い、お見合いは結婚への近道です。
個別相談なので、お時間のご予約をお願いします。

日：6/16(日),7/20(土)
時：10:00∼17:00
場：会議室３

瀬谷の結婚相談室 TWINベル横浜
☎045-442-3328（鈴木 弘子）
�http://twinbell-yokohama.com
※相談も無料
※予約制

フラワーアレンジメント
初めての方でも楽しく作れます！
生花・プリザーブド 見学・体験随時受付中

日：6/11(火)会議室２，6/21(金)会議室１
7/12(金)会議室１，7/19(金)会議室１，7/30(火)会議室２

時：14:00∼15:30

フラワーサークルシンシア 坂井 美和
☎090-3533-5354
※事前申込制

手形アートワークショップ
（講師：petapeta-art®アドバイザー）
お子さまの「今」を手形アートにして残しませんか？
「動物」「季節」のモチーフよりお選び頂けます。

日：6/9(日),16(日)
7/1(月)

時：9:45∼11:45
場：和室

palette –kids arts&crafts-
☎050-7116-7331（nobu）
✉palette.kidscrafts@gmail.com
�https://palette-kidscrafts.amebaownd.com
※詳細はHPにてご案内

資産形成セミナー（マネーセミナー）
「将来に向けて貯蓄したい」「お金の賢い貯め方を知りたい」
そんな方に向けた初心者向けセミナーです。

日：6/5(水)
時：①10:30∼11:30 ②14:00∼15:00
場：会議室３

髙寺 翔太
☎080-1335-0510
✉shouta.takatera@anshinlife-lp.jp

多言語で世界につながろうプロジェクト
講演会：ことばは勉強するものではなく、環境さえあれば

誰でもいくつでも話せるようになる。

日：6/21(金) 10:00∼11:30
6/30(日) 10:00∼12:00

場：会議室１,２

ヒッポファミリークラブ（瀬谷グループ）
☎070-1327-1959（菅原 正美）
✉macochan2525genki@Gmail.com
�http://www.lexhippo.gr.jp/

申有

申

有

有

申無

申無

申有

有

無 無

申有

昼ドキイベント・せや
大正琴演奏 ∼ ブルー・ライト・ヨコハマ、花は咲くなどの歌謡曲や叙情歌を奏でます ∼
出演：大正琴さくらんぼ会 ２階ホワイエで開催！

7/19(金)
開場 12:00

開演 12:20

終演 12:50

瀬谷区⺠活動センター（瀬谷区役所地域振興課）
☎045-369-7081
✉se-kukatsu@city.yokohama.jp
�https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/madoguchi-shisetsu/riyoshisetsu/center/kukatsu.html 無

リフォーム相談会
住宅のリフォーム相談、建物の耐震診断

日：6/22(土)
時：10:00∼16:30
場：会議室２

(株)東急Ｒｅ・デザイン
☎045-829-2340（河井）
✉hiroyuki-kawai@tokyu-rd.jp
�https://www.tokyu-re-design.co.jp

無

無

有



きもの着つけ
道具を使わず手結びでお手持ちのものでお稽古します。

日：7/5(金),19(金) 7月…ゆかた
8/9(金),30(金) ８月…普段着 名古屋帯

時：9:40∼11:40
場：練習室２(リハーサル室２)
料：￥1,000＋￥100／月

服飾文化研究会 きもの着つけ瀬谷教室
�http://www.kimono.ac

私達のための憲法カフェ
神奈川新聞記者 田崎基さんを囲んで
無関心でも無関係ではいられない憲法の話し。
子どもの未来のために知っておきましょう。

日：8/31(土)
時：14:00∼16:00
場：会議室１,２

生活クラブ瀬谷コモンズ・せやデポー
☎080-4178-6235（遠山 法子）

※事前申込制

瀬谷うたごえ会
ピアノ伴奏で皆様一緒に歌う会

日：7/11(木) 10:00∼11:30
7/25(木)，8/8(木)，8/24(土)  14:00∼15:30

場：練習室２(リハーサル室２) (※8/8は練習室１)
料：￥999

瀬谷うたごえ会 代表 ⻫藤 英司
☎090-7713-0805
✉pianoman3pianoman3@gmail.com

8月 講堂イベント 7・8月 その他イベント

☎=電話番号 �=FAX番号 ✉=メールアドレス �=ホームページURL＝入場料・参加料無料無 ＝入場料・参加料有料有 申 ＝事前申込制

※2019年6月26日現在

ヨガ教室
お手軽ヨガでリフレッシュしませんか？
はじめての方大歓迎！！

日：7/2(火),9(火),17(水),30(火)
8/6(火),20(火),27(火)

時：①9:10∼10:20 ②10:30∼11:40
場：練習室２(リハーサル室２)
料：￥500

ハナヨガサークル
✉babakumi.hanayoga55@au.com（花輪 久美子）

※１クラス 70分
※予約制

フラワーアレンジメント
生花、プリザーブド、ハーバリウム等
見学、体験レッスン受付中
入会の方お道具無料

日：7/4(木)会議室１，7/11(木)会議室３，7/18(木)会議室１
7/25(木)会議室１
8/8(木)会議室１，8/22(木)会議室３，8/30(金)会議室１

時：①10:30∼12:00 ②13:30∼15:00

フラワーサークル アンジュ
☎080-1120-6296（池田 美幸）

※事前申込制

詩吟体験募集
詩吟で元気に
腹式呼吸で健康
詩歌で故きを温ねて、新しきを知る。

日：7/4(木),11(木),18(木),25(木)
8/8(木),22(木),29(木)

時：17:30∼19:00
場：会議室３(※7/18は会議室２)

公益社団法人 日本詩吟岳院 瀬谷吟詠会
☎045-302-3323（芝口 岳声）

※事前申込制

ボディコンディショニング
日時計ストレッチ
ヨガをベースにバレエやダンスの動きを取り入れたエクササイズ
です。

日：7/12(金)練習室２，7/17(水)練習室１，7/24(水)練習室１
8/9(金)練習室１，8/23(金)練習室２

時：10:00∼11:50
料：￥400

DOLPHIN LAGOON DANCE ART
✉skgc_d_taka_yu_taku@icloud.com（関口）

大人の数楽教室
中学までの算数・数学を見直し、数の楽しさ（数楽）を味わ
おう。

日：7/9(火),30(火)
8/27(火)

時：14:00∼16:00
場：会議室１
料：￥800

元横浜市内中学校数学科教諭 シミセンの数楽教室 清水 章
☎090-8103-1988（清水 章）
✉as43z@tbz.t-com.ne.jp
�https://www.suuraku2015.com/

大人のフラダンス
楽しく本格フラ♪体験レッスン受付中
一生楽しめるフラダンス はじめてでも安心の少人数制
木曜日はハワイアンラブソング

日：7/4(木),18(木),25(木)
時：①13:00∼15:00 (40才代の方向け)

②15:10∼16:50 (50才代以上の方向け)
場：練習室１(リハーサル室１)
料：￥500

ウルヴェヒ
☎090-2866-6440（竹田 美穂）
✉kauluwehionapuaui@gmail.com
�https://kauluwehionapuaui.com
※事前申込制

親ごころ結婚相談会
身元確かな方との安心な出会い、お見合いは結婚への近道です。

日：7/20(土)，8/12(月祝)
時：10:00∼17:00
場：会議室３

瀬谷の結婚相談室 TWINベル横浜
☎045-442-3328（鈴木 弘子）
�http://twinbell-yokohama.com

※相談も無料
※個別相談なので、お時間のご予約をお願いします。

フラワーアレンジメント
初めての方でも楽しく作れます！
生花・プリザーブド 見学・体験随時受付中

日：7/12(金)会議室１，7/30(火)会議室2
8/23(金)会議室１，8/27(火)会議室２

時：14:00∼15:30

フラワーサークルシンシア 坂井 美和
☎090-3533-5354

※事前申込制

申有 申

有

有

申無

申無

申有

申有

23
(金)

昼ドキイベント・せや
マジック ∼笑いと不思議をおとどけします∼
出演：マジックサークル阿久和
２階ホワイエで開催！

開場 12:00

開演 12:20

終演 12:50

瀬谷区⺠活動センター
（瀬谷区役所地域振興課）
☎045-369-7081
✉se-kukatsu@city.yokohama.jp
�https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/
madoguchishisetsu/riyoshisetsu/center/kukatsu.html 無

手形アートワークショップ
（講師：petapeta-art®アドバイザー）
お子さまの「今」を手形アートにして残しませんか？
「動物」「季節」のモチーフよりお選び頂けます。

日：7/1(月)，8/4(日)
時：9:45∼11:45
場：和室

palette –kids arts&crafts-
☎050-7116-7331（nobu）
✉palette.kidscrafts@gmail.com
�https://palette-kidscrafts.amebaownd.com

※詳細はHPにてご案内
有

折り紙講習会
夏の花「ヒマワリ」を折りましょう。
わ∼！出来たってわくわくしますよ。

日：7/9(火)
時：13:30∼16:00
場：会議室３
料：￥900

瀬谷おりがみクラブ
☎090-6036-8222（鈴木 弘子）

有

２
(金)

瀬谷区制５０周年イベント
こども読書フェスタ
劇団飛行船「３びきのこぶた」の上演やコンサート、おすすめ本
の紹介と貸し出しを行います。

開場 9:30

開演 10:00

終演 14:30

瀬谷区役所
☎045-367-5694
✉se-kyoudou@city.yokohama.jp
�https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/
kurashi/kyodo_manabi/manabi/dokusho/
tiiki27.html

※一部事前申込制

4
(日)

神奈川県立 旭高等学校
第１回学校説明会
高校受検を控えた中学生向けに旭高校を知ってもらう
機会とする。

①開場 10:00

開演 10:30

終演 12:00

②開場 13:30

開演 14:00

終演 15:30

神奈川県立旭高等学校
☎045-953-3449（広報グループ）

11
(日祝)

勇政会おさらい会
（ゆかたざらい）

開場 12:30

開演 13:00

終演 16:00

⺠謡勇政会
☎045-951-3880（相澤 勇政）
☎090-8942-8801（携帯）

16
(金)

せやっこおしごとチャレンジ
瀬谷区でいろいろなおしごとを体験しよう。
３つ以上のおしごと体験をして景品をもらおう。

開始 10:00

終了 16:00
瀬谷区HP

二次元バーコード

瀬谷区役所地域振興課
☎045-367-5696（内山）
✉se-jisedai@city.yokohama.jp
�https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/
kurashi/kosodate_kyoiku/ikusei/tiiki19.html

事前申込みプログラムと当日参加プログラムがあるよ！
※事前申込みプログラム〆切は7月10日

17
(土)

第69回“社会を明るくする運動”中央集会
∼⻘少年問題を考える集い∼
区内中学生作文コンテスト表彰式 作文朗読発表会
太鼓演奏会 おきたま太鼓

開場 13:00

開演 13:30

終演 16:00

瀬谷更生保護協会
☎045-361-2117（横浜市瀬谷区社会福祉協議会内）

22
(木)

明るい選挙こども映画会
『ボス・ベイビー』
選挙啓発DVDの上映や、投票体験を実施します。
ぜひ、お子様とご家族でお越しください。

開場 13:30

開演 14:00

終演 16:20

瀬谷区明るい選挙推進協議会
☎045-367-5615
（瀬谷区役所総務課統計選挙係「明るい選挙こども映画会」担当）

※先着順

26
(月)

災害地復興及び子育て支援のチャリティー
カラオケ歌と踊り等の発表会

開場 9:30

開演 10:00

終演 16:30

カラオケメイトリリーフ
☎045-302-1658（内藤 桂二郎）

無

有

無

有

無

無

申無

無

申無

申無

横浜市瀬谷公会堂

1
(木)

DANCE SHOW CASE「Wil l」
脚本家 園田英樹氏を迎え、キッズダンサー達が初の演技に
挑戦します！ヒップホップ、チアダンス、演技が織りなす
ケミカルリアクション！

開場 18:30

開演 19:00

終演 20:30

料金 ￥500（前売券のみ）

ダンスリパブリック＆ヨコハマチアリート
☎090-8027-5969（前田）
☎090-8890-1221（⻄濱）
✉chocolate425kys@yahoo.co.jp（前田）
✉elitehit@yahoo.co.jp（⻄濱）

※事前申込制。当日券なし。
※入場料は全額あしなが育英会へ寄付。

申有



23(月祝)
瀬谷区制５０周年記念

三曲演奏会

日本の伝統音楽である琴、三絃、尺八による三曲合奏に加え、
尺八による単管演奏。

開場 11:00
開演 12:00
終演 16:00

瀬谷三曲会
☎045-304-0536（井川 富久輔）

公文書写教室
ペン習字・かきかた・毛筆・筆ペン

きれいに書くコツを学べます。大人から子どもまで。
９月無料体験受付中

日：9/12(木),19(木),26(木)
時：15:00∼20:00
場：会議室１

公文瀬谷三ツ境教室
☎080-3256-4566（小林）
✉c7dec735565yd@softbank.ne.jp

折り紙講習会

9月は「リコリス（彼岸花）」を折りましょう。
わ∼！出来たってわくわくしますよ。

日：9/10(火)
時：13:30∼16:00
場：会議室３
料：￥900

瀬谷おりがみクラブ
☎090-6036-8222（鈴木 弘子）

20(金) 昼ドキイベント・せや

フルート重奏
∼各地の名曲で巡る世界の旅 ♪八⼗日間世界⼀周ほか∼
出演：フルートアンサンブルYSFE
２階ホワイエで開催！

開場 12:00

開演 12:20

終演 12:50

瀬谷区⺠活動センター（瀬谷区役所地域振興課）
☎045-369-7081
✉se-kukatsu@city.yokohama.jp
�https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/madoguchi-
shisetsu/riyoshisetsu/center/kukatsu.html

9月 講堂イベント 8・9月 その他イベント

☎=電話番号 �=FAX番号 ✉=メールアドレス �=ホームページURL＝入場料・参加料無料無 ＝入場料・参加料有料有 申 ＝事前申込制

※2019年7月30日現在

ヨガ教室

お手軽ヨガでリフレッシュしませんか？
はじめての方大歓迎！！

日：8/6(火),20(火),27(火)
9/3(火),18(水),24(火)

時：①9:10∼10:20 ②10:30∼11:40
場：練習室２(リハーサル室２)
料：￥500/１クラス 70分

ハナヨガサークル
✉babakumi.hanayoga55@au.com (花輪 久美子)

※予約制

フラワーアレンジメント

生花、プリザーブド、ハーバリウム等
見学、体験レッスン受付中 入会の方お道具無料

日：8/8(木)会議室１，8/22(木)会議室３，
8/30(金)会議室１
9/12(木)①会議室２ ②和室，9/19(木)会議室２，
9/26(木)①会議室２ ②和室

時：①10:30∼12:00 ②13:30∼15:00

フラワーサークル アンジュ
☎080-1120-6296（池田 美幸）

※事前申込制

詩吟体験募集

詩吟で元気に 腹式呼吸で健康
詩歌で故きを温ねて、新しきを知る。

日：8/8(木),22(木),29(木)
9/12(木),19(木),26(木)

時：17:30∼19:00
場：会議室３

公益社団法人 日本詩吟岳院 瀬谷吟詠会
☎045-302-3323（芝口 岳声）

※事前申込制

ボディコンディショニング
日時計ストレッチ

ヨガをベースにバレエやダンスの動きを取り入れたエクサ
サイズです。

日：8/9(金),23(金)
9/4(水),13(金),18(水),25(水)

時：10:00∼11:50
場：練習室１(リハーサル室１) （※8/23は練習室２）
料：￥400

DOLPHIN LAGOON DANCE ART
✉skgc_d_taka_yu_taku@icloud.com（関口）

大人の数楽教室

中学までの算数・数学を見直し、数の楽しさ
（数楽）を味わおう。

日：8/27(火)
時：14:00∼16:00
場：会議室１
料：￥800

元横浜市内中学校数学科教諭
シミセンの数楽教室 清水 章
☎090-8103-1988（清水 章）
✉as43z@tbz.t-com.ne.jp
�https://www.suuraku2015.com/

親ごころ結婚相談会

身元確かな方との安心な出会い、お見合いは結婚への
近道です。

日：8/12(月祝)，9/22(日)
時：10:00∼17:00
場：会議室３

瀬谷の結婚相談室 TWINベル横浜
☎045-442-3328（鈴木 弘子）
�http://twinbell-yokohama.com

※個別相談なので、お時間のご予約を
お願いします。

※相談も無料

フラワーアレンジメント

初めての方でも楽しく作れます！
生花・プリザーブド 見学・体験随時受付中

日：8/23(金),27(火)
9/13(金),24(火)

時：14:00∼15:30
場：会議室１（※8/27は会議室２）

フラワーサークルシンシア 坂井 美和
☎090-3533-5354

※事前申込制

申有 申

有

申無

申無

無

横浜市瀬谷公会堂

6(金) せやシニアステージ

舞踊・楽器演奏・手品・カラオケ等各種
芸能大会

開場 9:30
開演 10:00
終演 15:00

瀬谷区シニアクラブ連合会
☎045-303-2845
✉seya-rouren110@ever.ocn.ne.jp

10(火) さゆりの集いの会

カラオケ 舞踊 その他

開場 9:30
開演 10:00
終演 16:30

すなっく さゆり
☎090-1818-8371（佐藤 すえ子）

22(日)
イハラ音楽教室

第３回発表会＆遊音祭

当教室にて楽器を学んでいる生徒さんと地域の方も参加する音楽祭です。

開場 12:30
開演 13:00
終演 17:30

入場料 ￥500

イハラ音楽教室
☎045-875-1518（伊原）
✉ihara.music.school@gmail.com
�http://ihara-music.com

27(金)
二期会マミーシンガーズによる喜歌劇
「♪老いは楽し。歌って笑ってサギ師を撃退！」

振り込めサギ防止を呼びかける音楽劇。
第２部で、会場の皆さんと歌を楽しみましょう。

開場 13:00
開演 13:30
終演 15:30

入場料 ￥1,500

柳沼 和子
☎045-301-3181

30(月) 畠山歌謡教室 交流会

昭和のあの歌この歌♪懐メロ盛り沢山♪
楽しい歌の会です。ぜひお越しください。

開場 9:30
開演 10:30
終演 16:30

畠山歌謡教室 畠山 れい子
☎045-302-7841

29(日) 生⻑の家講習会

人生の"明るい面"に心の焦点を合わせた生き方の講演会です。

開場 9:30

開演 10:00

終演 14:00

生⻑の家 神奈川県教化部
☎046-265-1771

きもの着つけ

道具を使わず手結びでお手持ちのものでお稽古します。

日：8/9(金),30(金)
9/13(金)
9/20(金)

…普段着 名古屋帯
…伊達衿作成
…外出着 名古屋帯

時：9:40∼11:40
場：練習室２(リハーサル室２) （※9/13は会議室１）
料：￥1,000＋￥100／月

服飾文化研究会 きもの着つけ瀬谷教室
�http://www.kimono.ac

有

瀬谷うたごえ会

ピアノ伴奏で皆様⼀緒に歌う会

日：8/8(木)練習室１，8/24(土)練習室２
9/12(木)練習室１，9/26(木)練習室２

時：14:00∼15:30
料：￥999

瀬谷うたごえ会 代表 ⻫藤 英司
☎090-7713-0805
✉pianoman3pianoman3@gmail.com

有

手形アートワークショップ
（講師：petapeta-art®アドバイザー）

お子さまの「今」を手形アートにして残しませんか？
「動物」「季節」のモチーフよりお選び頂けます。

日：8/4(日),31(土)
時：9:45∼11:45
場：和室

palette –kids arts&crafts-
☎050-7116-7331（nobu）
✉palette.kidscrafts@gmail.com
�https://palette-kidscrafts.amebaownd.com
※詳細はHPにてご案内 有

有

私達のための憲法カフェ
神奈川新聞記者 田崎基さんを囲んで

無関心でも無関係ではいられない憲法の話し。
子どもの未来のために知っておきましょう。

日：8/31(土)
時：14:00∼16:00
場：会議室１,２

生活クラブ瀬谷コモンズ・せやデポー
☎080-4178-6235（遠山 法子）

※事前申込制

申無

無 無

有

有 申有

大人のフラダンス

楽しく本格フラ♪体験レッスン受付中
⼀生楽しめるフラダンス はじめてでも安心の少人数制
木曜日はハワイアンラブソング

日：9/19(木),26(木)
時：①13:00∼15:00

（40才代の方向け）
②15:10∼16:50
（50才代以上の方向け）

場：練習室１(リハーサル室１)
料：￥500

ウルヴェヒ
☎090-2866-6440（竹田 美穂）
✉kauluwehionapuaui@gmail.com
�https://kauluwehionapuaui.com
※事前申込制

申有

無

無

有

無

アロマちょっとお試し会

植物の恵み、エッセンシャルオイルのパワーを体験し
てみませんか。メディカル的にも使用できる高品質な
ドテラのオイルです。

日：9/13(金)
時：11:00∼15:00
場：会議室３

田中 直子
☎080-3482-2046（眞下 しのぶ）
✉shinobu.doterra@gmail.com

※クラフト体験は￥500

無



10月 講堂イベント 9・10月 その他イベント

＝事前申込制 ☎=電話番号 �=FAX番号 ✉=メールアドレス �=ホームページURL＝入場料・参加料無料無 ＝入場料・参加料有料有 申

※2019年8月26日現在

公文書写教室
ペン習字・かきかた 毛筆・筆ペン
きれいに書くコツを学べます。大人から子どもまで。
９月無料体験受付中。教室見学は随時受付中です。

日：9/12(木),19(木),26(木)
10/10(木),17(木),24(木),31(木)

時：15:00∼20:00
場：会議室１

公文瀬谷三ツ境教室
☎080-3256-4566（小林）
✉c7dec735565yd@softbank.ne.jp

ヨガ教室

お手軽ヨガでリフレッシュしませんか？
はじめての方大歓迎！！

日：9/3(火),18(水),24(火)
10/8(火),15(火),29(火)

時：①9:10∼10:20 ②10:30∼11:40
場：練習室２(リハーサル室２)
料：￥500/１クラス 70分

ハナヨガサークル（花輪 久美子）
✉babakumi.hanayoga55@au.com 
※予約制

フラワーアレンジメント
生花、プリザーブド、ハーバリウム等
見学、体験レッスン受付中 入会の方お道具無料
日：9/12(木)

9/19(木)
9/26(木)
10/4(金)
10/10(木)
10/17(木)
10/24(木)
10/31(木)

①会議室２ ②和室
会議室２
①会議室２ ②和室
会議室２(①のみ)
①会議室２ ②和室
会議室２
①会議室２ ②和室
会議室２

時：①10:30∼12:00 ②13:30∼15:00

フラワーサークル アンジュ
☎080-1120-6296（池田 美幸）
※事前申込制

詩吟体験募集

詩吟で元気に 腹式呼吸で健康
詩歌で故きを温ねて、新しきを知る。

日：9/12(木),19(木),26(木)
10/10(木),17(木),24(木),31(木)

時：17:30∼19:00
場：会議室３（※10/17は練習室１）

公益社団法人 日本詩吟岳院
瀬谷吟詠会
☎045-302-3323（芝口 岳声）
※事前申込制

ボディコンディショニング
日時計ストレッチ
ヨガをベースにバレエやダンスの動きを取
り入れたエクササイズです。

日：9/4(水),13(金),18(水),25(水)
10/4(金),9(水),16(水)

時：10:00∼11:50
場：練習室１(リハーサル室１) 
料：￥400

DOLPHIN LAGOON DANCE ART（関口）
✉skgc_d_taka_yu_taku@icloud.com

親ごころ結婚相談会

身元確かな方との安心な出会い、お見合
いは結婚への近道です。

日：9/22(日)，10/14(月祝)
時：10:00∼17:00
場：会議室３

瀬谷の結婚相談室 TWINベル横浜
☎045-442-3328（鈴木 弘子）
�http://twinbell-yokohama.com
※個別相談なので、お時間のご予約を

お願いします。
※相談も無料

フラワーアレンジメント

初めての方でも楽しく作れます！
生花・プリザーブド 見学・体験随時受付中

日：9/13(金),24(火)
10/25(金),29(火)

時：14:00∼15:30
場：会議室１

フラワーサークルシンシア 坂井 美和
☎090-3533-5354
※事前申込制

きもの着つけ

道具を使わず手結びでお手持ちのものでお稽古します。

日：9/13(金) 
9/20(金) 
10/4(金)
10/18(金) 

会議室１
練習室２
練習室２
練習室１

…伊達衿作成
…外出着 名古屋帯
…外出着 名古屋帯の変り結び
…外出着 袋帯 二重太鼓

時：9:40∼11:40
料：￥1,000＋￥100／月

服飾文化研究会 きもの着つけ瀬谷教室
�http://www.kimono.ac

瀬谷うたごえ会

ピアノ伴奏で皆様一緒に歌う会

日：9/12(木) ,26(木)
10/8(火) ,22(火祝)

時：14:00∼15:30
場：練習室２(リハーサル室２)（※9/12は練習室１）
料：￥999

瀬谷うたごえ会 代表 ⻫藤 英司
☎090-7713-0805
✉pianoman3pianoman3@gmail.com

大人のフラダンス
楽しく本格フラ♪体験レッスン受付中
一生楽しめるフラダンス はじめてでも安心の少人数制
木曜日はハワイアンラブソング

日：9/19(木),26(木)
10/17(木)

時：①13:00∼15:00
（40才代の方向け）
②15:10∼16:50
（50才代以上の方向け）

場：練習室１(リハーサル室１)
料：￥500

ウルヴェヒ
☎090-2866-6440（竹田 美穂）
✉kauluwehionapuaui@gmail.com
�https://kauluwehionapuaui.com
※事前申込制

アロマちょっとお試し会

植物の恵み、エッセンシャルオイルのパワーを体験して
みませんか。メディカル的にも使用できる高品質なドテ
ラのオイルです。

日：9/13(金)
時：11:00∼15:00
場：会議室３

田中 直子
☎080-3482-2046（眞下 しのぶ）
✉shinobu.doterra@gmail.com
※クラフト体験は￥500

5
(土)

瀬谷区制50周年
記念式典・記念コンサート

10月1日、瀬谷区が誕生して50年を迎えます。
みんなで記念すべき50周年を一緒にお祝いしま
しょう！

開場 9:30
開演 10:00
終演 16:00

瀬谷区制50周年記念事業実行委員会
☎045-367-5611（瀬谷区役所総務課庶務係）
�https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/
shokai/kinenjigyo/shikiten.html
※事前申込制

10
(木)

カラオケ歌謡祭

楽しいひとときが過ごせます。
ぜひお越し下さい。

開場 9:00
開演 9:45
終演 16:30

カラオケ歌謡会
☎045-302-2901（伊村 義明）

11
(金)

瀬谷区制50周年記念イベント
瀬谷区安全・安心まちづくりの集い

瀬谷警察署による防犯講話。世界事情さんによる防犯漫才。
マミーシンガーズさんによる防犯喜歌劇。

開場 13:00
開演 13:30
終演 15:30

瀬谷区安全・安心まちづくり連絡会
☎045-367-5692（瀬谷区役所地域振興課）

18
(金)

昼ドキイベント・せや

クロマティックハーモニカとピアノのコラボ演奏
曲目：カルメン、お祭りマンボほか 出演：トチリータ
２階ホワイエで開催！

開場 12:00
開演 12:20
終演 12:50

瀬谷区⺠活動センター
（瀬谷区役所地域振興課）
☎045-369-7081
✉se-kukatsu@city.yokohama.jp
�https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/madoguchi-
shisetsu/riyoshisetsu/center/kukatsu.html

20
(日)

ヴァンテアン瀬谷
第６回定期演奏会

私達の合唱を聴いて楽しんで下さい。
そして一緒に歌いましょう。
入場に際しては入場整理券をお求め下さい。

開場 13:30
開演 14:00
終演 16:30

混声合唱団ヴァンテアン瀬谷
☎045-362-7521（三河）
※要入場整理券

22
(火祝)

ユートピアピアノ教室
発表会

日頃の練習の成果を発表します。

開場 12:30
開演 13:00
終演 16:00

ユートピアピアノ教室
☎080-6526-6398（下田 洋子）
�https://55youko.crayonsite.net

23
(水)

おやこみゅ
☆ハロウィン☆パーティ‼

乳幼児親子対象ハロウィンイベントです。仮装来場de
お菓子もらえます。(お子様のみ)
★内容★ゴスペル&パラバルーンで遊ぼう&アリス&魔
女と写真撮影❤ クイズ&ゲームに挑戦！パンプキン
�チョークアート体験！

開場 9:40
開演 10:00
終演 12:00

入場料
前売大人￥400 子供￥100
当日大人￥500 子供￥200
※当日券もあるが、基本は事前申し込み優先します。

子育て応援サークル スタイルきっず
☎080-6553-0298
�https://ameblo.jp/stylekids2013/

26
(土)

映画上映＆講演
「卒業∼スタートライン∼」

約50年前、京都のろう学校で実際に起きた授業拒
否！その映画上映と日本手話研究所所⻑のお話し。

開場 12:15
開演 13:00
終演 16:00

入場料 ￥800

瀬谷区聴覚障害者協会
�045-303-2671（遠山 和保）
✉toyamakazuyasu@gmail.com
※事前申込制（当日も可）

27
(日)

瀬谷区制50周年記念イベント
ピアノと朗読コンサート∼彩りのとき∼

文学作品を朗読とピアノで贈る感動のコンサート！
電子書籍の紹介や本の貸出しも実施。

ホワイエ開場
講堂開場

開演
終演

13:00
13:30
14:00
15:30

瀬谷区役所地域振興課
☎045-367-5694
✉se-kyoudou@city.yokohama.jp
�https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/kurashi/
kyodo_manabi/manabi/dokusho/tiiki27.html
※事前申込制

30
(水)

秋の舞踊の集い

開場 9:30
開演 10:00
終演 16:30

舞踊愛好会
☎045-303-5182（石井 靖子）

31
(木)

留学生スピーチコンテスト
2019

本校在籍の留学生がそれぞれ自由なテーマでス
ピーチを行います。

開場 9:45
開演 10:00
終演 15:40

横浜システム工学院専門学校
☎045-367-1881（瀬戸）
✉koji_seto@yse-c.net
�http://www.yse.ac.jp/

24
(木)

クラシック・ヨコハマ2019
プレコンサート

(令和元年11月1日∼令和2年1月31日まで開催され
る)クラシック・ヨコハマ2019にむけたフルート三
重奏のコンサート。
曲目はドヴィエンヌ「フルート三重奏曲第2番 作
品19 ニ⻑調より第1楽章」ほか

開場 11:45
開演 12:15
終演 12:45

横浜市文化観光局
☎045-671-3714（文化観光局文化振興課 米山)
✉bk-bunka@city.yokohama.jp
※当日直接会場へ

手形アートワークショップ
（講師：petapeta-art®アドバイザー）

お子さまの「今」を手形アートにして残しませんか？
「動物」「季節」のモチーフよりお選び頂けます。

日：9/28(土)
時：9:45∼11:45
場：和室

palette –kids arts&crafts-
☎050-7116-7331（nobu）
✉palette.kidscrafts@gmail.com
�https://palette-kidscrafts.amebaownd.com
※詳細はHPにてご案内

無料査定会

古物の査定

日：10/25(金),26(土)
時：9:00∼16:30
場：会議室３

(株)双葉商会
☎03-6264-7922（坪崎）

相続による土地・建物の名義変更相談会

不動産を売る時には必ず相続登記が必要になりますので早めの名
義変更をお勧めします。

日：10/25(金),29(火)
時：9:00∼16:00
場：会議室２

司法書士 ⻲田 宏治
一般社団法人 横浜市相続相談協会
☎045-264-4953（⻲田）
✉kamedajimusyo496@ybb.ne.jp
�http://www.kamedajimusyo.jp
※事前申込制

6
(日)

瀬谷区制50周年記念事業
ポリオ撲滅運動
映画「ブレス しあわせの呼吸」上映会

1950年代、ポリオに感染し全身マヒという重篤な状態で余命
宣言を受けた男性が、家族と共に笑顔に満ちた幸せな人生を
送った実話を描いたヒューマンドラマ。
ポリオ撲滅運動の現状と意義をご理解していただく。

開場 12:30
開演 13:30
終演 16:00

横浜瀬谷ロータリークラブ
�045-461-9242
✉seya50-polio@haseoffice.jp
�http://www.yokohama-seya-rc.jp
※事前申込制

♪友達、親子、お孫さんと一緒
に脳トレ♪
かんたんな計算を使ったゲーム脳トレです。
小学生からできます。

日：10/22(火祝)
時：10:00∼11:30
場：和室
料：￥300

上瀬谷小川学習塾 小川 剛
☎090-6946-2360
※事前申込制

横浜市瀬谷公会堂

おりがみ講習会

９月は「リコリス（彼岸花）」
10月は「くす玉 その①＋おたのしみ」
お花のパーツを使ってくす玉を折ります。
２回に分けての講習です。
わ∼！出来たってわくわくしますよ。

日：9/10(火)，10/8(火)
時：13:30∼16:00
場：会議室３
料：￥900

瀬谷おりがみクラブ
☎090-6036-8222（鈴木 弘子）

9
(水)

高齢者支援に向けて
「認知症の知識と対応」

講師：医療法人社団鵬友会 横浜ほうゆう病院
看護部⻑ 認知症ケア専門士 原科 美津枝氏

開場 17:00
開演 18:00
終演 19:30

株式会社アイシマ 教育委員会
☎045-363-8121（安城）
✉kango-bu@happy.email.ne.jp
�http://www.aishima.co.jp/

無 申 無 申

無

無 無 無

無 無 無

無 有 申

無 申 無 無

有 申 有 有 無 申

申 有

無有 有 申

有 申 無 申 有

有 申 無 申 無

有

13
(日)

「カサブランカ」
カラオケ歌謡祭

「明るく、楽しく、元気よく」をモットーに
大きな声で歌おうよ！！
横浜市⺠に「幸福(しあわせ)を運ぶ」⻘い鳥

開場 9:30
開演 10:00
終演 16:30

「カサブランカ」カラオケ歌謡発表会
⿊田 芳江
☎090-3224-4800（齋藤 博）
☎045-302-5174（齋藤 博）



フラワーアレンジメント

プリザーブドフラワー、ハーバリウム
体験、見学随時受付中
少人数で、ゆっくり楽しく作れます。

日：10/16(水)，11/20(水)
時：9:30∼12:00
場：会議室１

M Rose プリザーブドフラワー（三ツ境教室)
☎090-2489-2051
✉m.roses@i.softbank.jp
※事前申込制

11月 講堂イベント 10・11月 その他イベント

☎=電話番号 �=FAX番号 ✉=メールアドレス �=ホームページURL＝入場料・参加料無料無 ＝入場料・参加料有料有 申 ＝事前申込制

※2019年9月26日現在 横浜市瀬谷公会堂

6(水)
横浜音祭り2019
横浜18区コンサート（石田組13人編成）

弦楽合奏の可能性に挑み続ける男たち「石田組」。
古典からロックやへヴィメタまで！

開場 13:30
開演 14:00
終演 15:00

入場料 ￥2,500（全席指定）
※演奏中の入場はできません。

横浜アーツフェスティバル実行委員会
☎045-663-1365
�https://yokooto.jp

9(土)

10(日)
第49回 瀬谷区文化祭
瀬谷区文化協会創立50周年 記念イベント

出演種目：舞踊、演武、太極拳、フラダンス、⺠謡、吟詠、三味線、和服着付、落語、⿎笛、ジャズ、ピアノ、
カラオケ、相撲甚句 等

作品展⺬：創作人形、⽣花、書道、繋ぎ折鶴、陶芸、日本刺繍、織物
お茶のおもてなし(2日間)、⽣花体験(初日のみ)：小学⽣先着20名
新しい思い出を一緒に創りましょう。

11/9(土) 開場 11:30
開演 12:00 (開会式 13:00∼)
終演 17:30

11/10(日) 開場 9:30
開演 10:00
終演 16:30

瀬谷区文化協会
☎045-302-9678（板橋 多賀雄）

11(月) バンバン歌の集い

カラオケ

開場 9:30
開演 10:00
終演 16:30

☎090-4664-3173（鈴木 芙志子）

15(金) 昼ドキイベント・せや

ハワイアン・フラダンス ∼アロハ・オエなど、癒しのフラをお届けします∼
出演：ククイ オハナ
２階ホワイエで開催！

開場 12:00
開演 12:20
終演 12:50

瀬谷区⺠活動センター
（瀬谷区役所地域振興課）
☎045-369-7081
✉se-kukatsu@city.yokohama.jp
�https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/madoguchi-
shisetsu/riyoshisetsu/center/kukatsu.html

16(土)
横浜ウインドハーモニー
YWHコンサート2019

横浜市内で活動するアマチュアの吹奏楽団です。
秋のコンサートは、「平成を振り返る！」を
テーマに、平成のヒット曲を吹奏楽で演奏します。

開場 13:00
開演 13:30
終演 15:30

横浜ウインドハーモニー
☎080-6587-6025
✉yokohama_wind_harmony@yahoo.co.jp
�https://ywh2000.jimdo.com/

17(日)
琴心流大正琴
こころのふれあいコンサート

横浜市を中心にお稽古している仲間達による演奏会

開場 12:00
開演 12:30
終演 16:10

瀬谷なずな会
☎045-363-7165（佐々木 祥子）

24(日) 第19回瀬谷区ジュニアコンサート

瀬谷区内在住、在学及び近隣の地域から瀬谷区内の音楽教室に通う小・中・高校⽣に
よるコンサート。優秀者にはトロフィーが授与されます。今回は区制50周年を記念し
て区⻑賞、会場の皆様が選ぶ聴衆賞もあります。

開場 12:30
開演 13:00
終演 18:00

瀬谷区ジュニアコンサート実行委員会
☎045-303-0456（office遊音企画内）
�https://ktmhp.com/hp/junicon/
※4才未満入場不可 ※要入場整理券（当日可）
※花束持参不可 ※録画・録音・撮影禁止

公文書写教室
ペン習字・かきかた・毛筆・筆ペン
きれいに書くコツを学べます。大人から子どもまで。
教室見学は随時受付中です。11月無料体験受付中。

日：10/10(木),17(木),24(木),31(木)
11/7(木),14(木),21(木),28(木)

時：15:00∼20:00
場：会議室１（※11/28は練習室２）

公文瀬谷三ツ境教室
☎080-3256-4566（小林）
✉c7dec735565yd@softbank.ne.jp

おりがみ講習会

10月はくす玉 その①＋おたのしみ
11月はくす玉 その②
お花のパーツを使ってくす玉を折り
ます。２回に分けての講習です。
わ∼！出来たってわくわくしますよ。

日：10/8(火)，11/12(火)
時：13:30∼16:00
場：会議室３
料：￥900

瀬谷おりがみクラブ
☎090-6036-8222（鈴木 弘子）

ヨガ教室

お手軽ヨガでリフレッシュしません
か？はじめての方大歓迎！！

日：10/8(火),15(火),22(火祝),31(木)
11/6(水),12(火),19(火),27(水)

時：①9:10∼10:20 ②10:30∼11:40
場：練習室２(リハーサル室２)
料：￥500/１クラス 70分

ハナヨガサークル（花輪 久美子）
✉babakumi.hanayoga55@au.com
※予約制

ボディコンディショニング
日時計ストレッチ
ヨガをベースにバレエやダンスの動きを取り入れ
たエクササイズです。

日：10/4(金),9(水),16(水)
11/6(水),12(火),20(水)

時：10:00∼11:50
場：練習室１(リハーサル室１) 
料：￥400

DOLPHIN LAGOON DANCE ART
✉skgc_d_taka_yu_taku@icloud.com（関口)

親ごころ結婚相談会

身元確かな方との安心な出会い、お見合
いは結婚への近道です。

日：10/14(月祝)，11/3(日祝)
時：10:00∼17:00
場：会議室３

瀬谷の結婚相談室 TWINベル横浜
☎045-442-3328（鈴木 弘子）
�http://twinbell-yokohama.com
※個別相談なので、お時間のご予約を

お願いします。
※相談も無料

フラワーアレンジメント

初めての方でも楽しく作れます！
⽣花・プリザーブド
見学・体験随時受付中

日：10/25(金),29(火)
11/8(金),15(金),19(火),29(金)

時：14:00∼15:30
場：会議室１（※11/29は会議室２）

フラワーサークルシンシア 坂井 美和
☎090-3533-5354
※事前申込制

きもの着つけ

道具を使わず手結びでお手持ちのものでお稽古します。

日：10/4(金) 
10/18(金) 
11/8(金) 
11/22(金)
11/29(金) 

…外出着(名古屋帯の変り結び)ふくら雀
…外出着(袋帯 二重太⿎)
…外出着(袋帯 二重太⿎)
…ミセスの礼正装(留袖 二重太⿎)
…ミセスの礼正装(留袖 二重太⿎)

時：9:40∼11:40
場：練習室２(リハーサル室２)（※10/18は練習室１)
料：￥1,000＋￥100／月

服飾文化研究会 きもの着つけ瀬谷教室
�http://www.kimono.ac

瀬谷うたごえ会

ピアノ伴奏で皆様一緒に歌う会

日：10/8(火) ,22(火祝)
11/12(火),27(水)

時：14:00∼15:30
場：練習室２(リハーサル室２) 
料：￥999

瀬谷うたごえ会 代表 ⻫藤 英司
☎090-7713-0805
✉pianoman3pianoman3@gmail.com

大人のフラダンス
楽しく本格フラ♪体験レッスン受付中
一⽣楽しめるフラダンス はじめてでも安心の少人数制
木曜日はハワイアンラブソング

日：10/17(木)
11/7(木),21(木)

時：①13:00∼15:00
（40才代の方向け）

②15:10∼16:50
（50才代以上の方向け）

場：練習室１(リハーサル室１)
料：￥500

ウルヴェヒ
☎090-2866-6440（竹田 美穂）
✉kauluwehionapuaui@gmail.com
�https://kauluwehionapuaui.com ※事前申込制

2(土)
第10回カラオケりょう発表会
(永野ボイス・トレーニング教室協賛)

カラオケ発表会

開場 10:00
開演 10:30
終演 18:30

永野 貴代子
☎045-302-7095（⻘木 洋子）

無料査定会

古物の査定

日：10/25(金),26(土)
場：会議室３
時：9:00∼16:30

(株)双葉商会
☎03-6264-7922（坪崎）

♪友達、親子、お孫さんと
一緒に脳トレ♪
かんたんな計算を使ったゲーム脳トレで
す。
小学⽣からできます。

日：10/22(火祝)，11/3(日祝)
時：10:00∼11:30
場：和室
料：￥300

上瀬谷小川学習塾 小川 剛
☎090-6946-2360
※事前申込制

相続による土地・建物の名義変更相談会

不動産を売る時には必ず相続登記が必要になりますので
早めの名義変更をお勧めします。

日：10/25(金),29(火)
時：9:00∼16:00
場：会議室２

司法書士 ⻲田 宏治
一般社団法人 横浜市相続相談協会
☎045-264-4953（⻲田）
✉kamedajimusyo496@ybb.ne.jp
�http://www.kamedajimusyo.jp ※事前申込制

25(月)
災害地復興及び子育て
支援のチャリティー

カラオケ歌と踊り等の発表会

開場 9:30
開演 10:00
終演 16:30

カラオケメイトリリーフ
☎045-302-1658（内藤 桂二郎）

27(水)
秋の講演会
「人⽣100年時代は創造的に⽣きる」

世界最高齢のプログラマーとして国内外で注目されている若宮正子
さんから‟元気‟をもらいましょう。

開場 13:30
開演 14:00
終演 15:30

瀬谷区シニアクラブ連合会
☎045-303-2845
✉seya-rouren110@ever.ocn.ne.jp

フラワーアレンジメント
⽣花、プリザーブド、ハーバリウム等
見学、体験レッスン受付中 入会の方お道具無料
日：10/4(金)

10/10(木)
10/17(木)
10/24(木)
10/31(木)
11/7(木)
11/14(木)
11/21(木)
11/29(金)

会議室２(①のみ)
①会議室２ ②和室
会議室２
①会議室２ ②和室
会議室２
会議室２
①会議室２ ②和室
会議室２
会議室１

時：①10:30∼12:00 ②13:30∼15:00
フラワーサークル アンジュ
☎080-1120-6296（池田 美幸）
※事前申込制

22(金)
第32回
カラオケ.舞踊合同発表会

歌と踊りの会

開場 9:30
開演 9:50
終演 16:30

カラオケ.舞踊親睦会

リフォーム相談会

住宅のリフォーム相談 耐震診断

日：10/12(土)
時：10:00∼16:30
場：会議室３

(株)東急Re・デザイン
☎045-829-2340（河井）
✉hiroyuki-kawai@tokyu-rd.jp
�https://www.tokyu-re-design.co.jp

詩吟体験募集
詩吟で元気に 腹式呼吸で健康
詩歌で故きを温ねて、新しきを知る。

日：10/10(木)
10/17(木)
10/24(木)
10/31(木)
11/7(木)
11/14(木)
11/21(木)
11/28(木)

会議室３
練習室１
会議室３
会議室３
会議室３
会議室３
練習室１
練習室１

時：17:30∼19:00

公益社団法人 日本詩吟岳院 瀬谷吟詠会
☎045-302-3323（芝口 岳声）
※事前申込制

無 有

無 無

無 無

無 無 無

無 無

申 有 有

有 有

無 申

無

無

無 申

有 申

有 申

有 申

有 申

有 申

無 申



フラワーアレンジメント

プリザーブドフラワー、ハーバリウム
体験、見学随時受付中
少人数で、ゆっくり楽しく作れます。

日：11/20(水)，12/11(水)
時：9:30∼12:00
場：会議室１

M Rose プリザーブドフラワー
（三ツ境教室)
☎090-2489-2051
✉m.roses@i.softbank.jp
※事前申込制

12月 講堂イベント 11・12月 その他イベント

☎=電話番号 �=FAX番号 ✉=メールアドレス �=ホームページURL＝入場料・参加料無料無 ＝入場料・参加料有料有 申 ＝事前申込制

※2019年10月26日現在 横浜市瀬谷公会堂

24(火)
よこはまシニアボランティアポイント
登録研修会

事業の趣旨、事業内容等に関する説明会

開場 12:30
開演 13:00
終演 15:30

横浜市健康福祉局介護保険課
�http://ysvp.jp/

※事前申込制

9(月)
健やか子育て講演会
子育てで大切なことPart２
∼わが子が輝いて見える子育て∼

子どもたちの可能性と子どもたちが持っている魔法のような感性
そして生きることの素晴らしさや命ってすごいことだという事を
改めて実感してもらえる講演会です。

開場 9:30
開演 10:00
終演 11:30

瀬谷区幼保小教育交流事業 実行委員会
☎045-301-1927（堀口 由美子）

20(金) 昼ドキイベント・せや

クラシック・ギター・アンサンブル∼なつかしさをよぶメロディー∼
曲目：夜霧のしのび逢い、ロシア⺠謡 など
出演：ギター・カサブランカ
２階ホワイエで開催！

開場 12:00
開演 12:20
終演 12:50

瀬谷区⺠活動センター
（瀬谷区役所地域振興課）
☎045-369-7081
✉se-kukatsu@city.yokohama.jp
�https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/madoguchi-
shisetsu/riyoshisetsu/center/kukatsu.html

21(土) クリスマスゴスペルコンサート

クリスマスソングを中心に、ゴスペル独特の魂揺さぶる熱い歌声をお届け致
します。

開場 16:30
開演 17:00
終演 19:00

瀬谷ゴスペルクワイア
☎045-302-2937（北川）
✉seyagospel@gmail.com
�https://seya-1059.jimdo.com/

22(日) 竹村ピアノ教室発表会

ドキドキ・ワクワク・のびのびと、ソロ・アンサンブルともに、パーティー
のように楽しい音楽をお届けします。

開場 12:45
開演 13:00
終演 16:00

竹村ピアノ教室
☎045-392-2163（竹村 澄子）
✉stakemu@yahoo.co.jp
�https://takepia.crayonsite.net

公文書写教室
ペン習字・かきかた・毛筆・筆ペン
きれいに書くコツを学べます。大人から子どもまで。
教室見学は随時受付中です。
11月無料体験受付中。

日：11/7(木),14(木),21(木),28(木)
12/12(木),19(木),26(木)

時：15:00∼20:00
場：会議室１

（※11/28は練習室２，12/12は会議室３）

公文瀬谷三ツ境教室
☎080-3256-4566（小林）
✉c7dec735565yd@softbank.ne.jp

おりがみ講習会

11月は「くす玉 その②」
お花のパーツを使ってくす玉を折ります。
12月は「干支をおる」
わ∼！出来たってわくわくしますよ。

日：11/12(火) 会議室３
12/7(土) 会議室２

時：13:30∼16:00
料：￥900

瀬谷おりがみクラブ
☎090-6036-8222（鈴木 弘子）

ヨガ教室

お手軽ヨガでリフレッシュしません
か？はじめての方大歓迎！！

日：11/6(水),12(火),19(火),27(水)
12/11(水),24(火)

時：①9:10∼10:20 ②10:30∼11:40
場：練習室２(リハーサル室２)
料：￥500／１クラス 70分

ハナヨガサークル（花輪 久美子）
✉babakumi.hanayoga55@au.com
※予約制

ボディコンディショニング
日時計ストレッチ
ヨガをベースにバレエやダンスの動きを
取り入れたエクササイズです。

日：11/6(水),12(火),20(水)
12/12(木),19(木),24(火)

時：10:00∼11:50
場：練習室１(リハーサル室１) 
料：￥400

DOLPHIN LAGOON DANCE ART
✉skgc_d_taka_yu_taku@icloud.com
（関口)

親ごころ結婚相談会

身元確かな方との安心な出会い、
お見合いは結婚への近道です。

日：11/3(日祝)，12/7(土)
時：10:00∼17:00
場：会議室３

瀬谷の結婚相談室 TWINベル横浜
☎045-442-3328（鈴木 弘子）
�http://twinbell-yokohama.com
※個別相談なので、お時間のご予約を

お願いします。
※相談も無料

フラワーアレンジメント

初めての方でも楽しく作れます！
生花・プリザーブド
見学・体験随時受付中

日：11/8(金),15(金),19(火)
12/13(金),20(金),27(金)

時：14:00∼15:30
場：会議室１

（※12/13は会議室３）

フラワーサークルシンシア 坂井 美和
☎090-3533-5354
※事前申込制

きもの着つけ

道具を使わず手結びでお手持ちのものでお稽古します。

日：11/8(金) 
11/22(金)
11/29(金)
12/20(金)

…外出着(袋帯 二重太鼓)
…ミセスの礼正装(留袖 二重太鼓)
…ミセスの礼正装(留袖 二重太鼓)
…ミスの礼正装(袋帯の変り結び)ふくら雀

時：9:40∼11:40
場：練習室２(リハーサル室２)
料：￥1,000＋￥100／月

服飾文化研究会 きもの着つけ瀬谷教室
�http://www.kimono.ac

瀬谷うたごえ会

ピアノ伴奏で皆様一緒に歌う会

日：11/12(火),27(水)
12/12(木),26(木)

時：14:00∼15:30
場：練習室２(リハーサル室２) 
料：￥999

瀬谷うたごえ会 代表 ⻫藤 英司
☎090-7713-0805
✉pianoman3pianoman3@gmail.com

大人のフラダンス

楽しく本格フラ♪体験レッスン受付中
一生楽しめるフラダンス はじめてでも安心の少人数制
木曜日はハワイアンラブソング

日：11/7(木),21(木)
12/12(木),19(木),26(木)

時：①13:00∼15:00
（40才代の方向け）

②15:10∼16:50
（50才代以上の方向け）

場：練習室１(リハーサル室１)
料：￥500

ウルヴェヒ
☎090-2866-6440（竹田 美穂）
✉kauluwehionapuaui@gmail.com
�https://kauluwehionapuaui.com
※事前申込制

15(日) 「第九」メモリアルコンサート2019

「歓喜の歌」で区制50周年を華やかに締めくくり
新たなる半世紀へ Inspire The Next

開場 13:30       【入場料】
開演 14:00
終演 16:30

指定席￥2,000
自由席￥1,500

‟音楽のまちSEYA‟実行委員会
☎090-4106-7599（月野）
✉onmachiseya@gmail.com

共催 瀬谷区役所地域振興課
☎045-367-5695
✉se-kyoudou@city.yokohama.jp
�https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/event-bosyu/kanko/daiku-memorialconcer.html

★10/12∼チケット販売中

♪友達、親子、お孫さん
と一緒に脳トレ♪
かんたんな計算を使ったゲーム脳
トレです。小学生からできます。

日：11/3(日祝)
時：10:00∼11:30
場：和室
料：￥300

上瀬谷小川学習塾 小川 剛
☎090-6946-2360
※事前申込制

フラワーアレンジメント

生花、プリザーブド、ハーバリウム等
見学、体験レッスン受付中
入会の方お道具無料

日：11/7(木)
11/14(木)
11/21(木)
11/29(金)
12/12(木)
12/19(木)
12/26(木)

会議室２
①会議室２ ②和室
会議室２
会議室１
①会議室２ ②会議室１
会議室２
会議室２

時：①10:30∼12:00 ②13:30∼15:00

フラワーサークル アンジュ
☎080-1120-6296（池田 美幸）
※事前申込制

詩吟体験募集

詩吟で元気に 腹式呼吸で健康
詩歌で故きを温ねて、新しきを知る。

日：11/7(木)
11/14(木)
11/21(木)
11/28(木)
12/12(木)
12/19(木)

会議室３
会議室３
練習室１
練習室１
和室
会議室３

時：17:30∼19:00

公益社団法人 日本詩吟岳院 瀬谷吟詠会
☎045-302-3323（芝口 岳声）
※事前申込制

手形アートワークショップ
（講師：petapeta-art®アドバイザー）

お子さまの「今」を手形アートにして残しませんか？
「動物」「季節」のモチーフよりお選び頂けます。

日：12/7(土),22(日)
時：9:45∼11:45
場：和室

palette –kids arts&crafts-
☎050-7116-7331（nobu）
✉palette.kidscrafts@gmail.com
�https://palette-kidscrafts.amebaownd.com
※詳細はHPにてご案内

第1回瀬谷地区「透析者懇談会」

日頃の悩みや同じ境遇の立場で大地震に備え情報交換、
仲間づくり

日：12/22(日)
時：13:30∼15:30
場：会議室１,２
料：￥200（当日受付）

透析者⻄部地区会
☎090-1421-7730
（吉村）

舞台・照明・音響オペレートの

請負業務をはじめました。

本格的な舞台演出・進行をご希望の方は

ぜひこちらのサービスをご利用ください。

詳細は公会堂ホームページをご覧ください。

相続による土地・建物の名義変更相談会

不動産を売る時には必ず相続登記が必要になりますので
早めの名義変更をお勧めします。

日：11/8(金)
時：9:00∼16:00
場：会議室２

司法書士 ⻲田 宏治
一般社団法人 横浜市相続相談協会
☎045-264-4953（⻲田）
✉kamedajimusyo496@ybb.ne.jp
�http://www.kamedajimusyo.jp ※事前申込制

無

有

無 無

無 申無

申無 申有 有 申有

申 申有

申無 有 申有

申無 有 有

申有 有 有



フラワーアレンジメント

プリザーブドフラワー、ハーバリウム
体験、見学随時受付中
少人数で、ゆっくり楽しく作れます。

日：12/11(水)，1/29(水)
時：9:30∼12:00
場：会議室１

M Rose プリザーブドフラワー
（三ツ境教室)
☎090-2489-2051
✉m.roses@i.softbank.jp
※事前申込制

1月 講堂イベント 12・1月 その他イベント

☎=電話番号 �=FAX番号 ✉=メールアドレス �=ホームページURL＝入場料・参加料無料無 ＝入場料・参加料有料有 申 ＝事前申込制

※2019年12月13日現在

25(土) 映画『蹴る』上映会＆トークショー

電動車椅子サッカーに人生を賭ける選手たちを追ったドキュメンタリー映画
の上映と、同映画監督と出演選手（瀬谷区在住）とのトークショー。

開場 12:00
開演 13:00
終演 16:00

瀬谷区障害者地域自立支援協議会
☎045-367-5715（瀬谷区高齢・障害支援課 入間田）

※手話・PC通訳あり

7(火) 令和2年瀬谷区消防出初式

式典・演奏 消防総合訓練

開場 9:30
開演 9:45
終演 11:30

瀬谷区消防出初式実行委員会
瀬谷消防署 瀬谷消防団
☎045-362-0119（瀬上、森）

17(金) 昼ドキイベント・せや

楽しく♪声のブラッシュアップ(のどトレーニング)
∼『アニー』より「トゥモロー」「メイビー」ほか∼
出演：ふれ愛❤音楽塾 ２階ホワイエで開催！

開場 12:00
開演 12:20
終演 12:50

瀬谷区⺠活動センター
（瀬谷区役所地域振興課）
☎045-369-7081
✉se-kukatsu@city.yokohama.jp
�https://www.city.yokohama.lg.jp/seya/madoguchi-
shisetsu/riyoshisetsu/center/kukatsu.html

21(火)
令和元年度 瀬谷区人権啓発講演会
「いのちの授業」

もし今日が人生最後の日だとしたら、あなたはどう生きたいですか。
3000人を看取った医師が伝える人生にとって大切なこと。

開場 13:30
開演 14:00
終演 16:00

瀬谷区役所総務課
☎045-367-5612（川瀬、岡田）
✉se-somu@city.yokohama.jp

※申込不要 ※手話通訳、一時託児あり

公文書写教室
ペン習字・かきかた・毛筆・筆ペン
きれいに書くコツを学べます。大人から子どもまで。
教室見学は随時受付中です。

日：12/12(木),19(木),26(木)
1/9(木),16(木),23(木),30(木)

時：15:00∼20:00
場：会議室１（※12/12，1/23は会議室３）

公文瀬谷三ツ境教室
☎080-3256-4566（小林）
✉c7dec735565yd@softbank.ne.jp

おりがみ講習会

12月は「干支をおる」
１月は「バラを折りましょう」
わ∼！出来たってわくわくしますよ。

日：12/7(土) 会議室２
1/14(火) 会議室３

時：13:30∼16:00
料：￥900

瀬谷おりがみクラブ
☎090-6036-8222（鈴木 弘子）

ヨガ教室

お手軽ヨガでリフレッシュしませ
んか？はじめての方大歓迎！！

日：12/11(水),24(火)
1/14(火),21(火),28(火)

時：①9:10∼10:20
②10:30∼11:40

場：練習室２(リハーサル室２)
料：￥500/１クラス 70分

ハナヨガサークル
✉babakumi.hanayoga55@au.com
（花輪 久美子）

※予約制

ボディコンディショニング
日時計ストレッチ
ヨガをベースにバレエやダンスの動きを
取り入れたエクササイズです。

日：12/12(木),19(木),24(火)
1/8(水),14(火),24(金)

時：10:00∼11:50
場：練習室１(リハーサル室１) 
料：￥400

DOLPHIN LAGOON DANCE ART
✉skgc_d_taka_yu_taku@icloud.com
（関口)

親ごころ結婚相談会

身元確かな方との安心な出会い、
お見合いは結婚への近道です。

日：12/7(土)，1/19(日)
時：10:00∼17:00
場：会議室３

瀬谷の結婚相談室 TWINベル横浜
☎045-442-3328（鈴木 弘子）
�http://twinbell-yokohama.com
※個別相談なので、お時間のご予約を

お願いします。
※相談も無料

フラワーアレンジメント

初めての方でも楽しく作れます！
生花・プリザーブド
見学・体験随時受付中

日：12/13(金),20(金)
1/14(火),24(金)

時：14:00∼15:30
場：会議室１（※12/13は会議室３）

フラワーサークルシンシア 坂井 美和
☎090-3533-5354
※事前申込制

きもの着つけ

道具を使わず手結びでお手持ちのものでお稽古します。

日：12/20(金)

1/10(金)

1/24(金)

練習室２…ミスの礼正装
(袋帯の変り結び)ふくら雀

練習室２…ミスの礼正装
(袋帯の変り結び)末広立矢･文庫

会議室１,２…着つけの基本(普段着)
時：9:40∼11:40
料：￥1,000＋￥100／月

服飾文化研究会 きもの着つけ瀬谷教室
�http://www.kimono.ac

瀬谷うたごえ会

ピアノ伴奏で皆様一緒に歌う会

日：12/12(木),26(木)
1/9(木)
1/23(木)

14:00∼15:30
14:00∼15:30
10:00∼11:30

場：練習室２(リハーサル室２) 
料：￥999

瀬谷うたごえ会 代表 ⻫藤 英司
☎090-7713-0805
✉pianoman3pianoman3@gmail.com

大人のフラダンス
楽しく本格フラ♪体験レッスン受付中
一生楽しめるフラダンス はじめてでも安心の少人数制
ハワイアンラブソング

日：12/12(木),19(木),26(木)
1/9(木),16(木)

時：①13:00∼15:00
（40才代の方向け）

②15:10∼16:50
（50才代以上の方向け）

場：練習室１(リハーサル室１)
料：￥500

ウルヴェヒ
☎090-2866-6440（竹田 美穂）
✉kauluwehionapuaui@gmail.com
�https://kauluwehionapuaui.com ※事前申込制

12(日)
混声合唱団アンサンブルKATOO
第15回定期演奏会

横浜を中心に活動する混声合唱団です。
第15回を記念して弦楽四重奏も交えて
お送りします。

開場 13:30
開演 14:00
終演 16:30

混声合唱団アンサンブルKATOO
☎090-8302-8903（小泉）
☎090-4716-9828（加藤）
✉ekato@mac.com
�http://sound.jp/ekt/ フラワーアレンジメント

生花、プリザーブド、ハーバリウム等
見学、体験レッスン受付中
入会の方お道具無料

日：12/12(木)
19(木)
26(木)

1/ 9(木)
16(木)
23(木)
30(木)

①会議室２ ②会議室１
会議室２
会議室２
会議室３
会議室２
①会議室３ ②和室
会議室２

時：①10:30∼12:00 ②13:30∼15:00
フラワーサークル アンジュ
☎080-1120-6296（池田 美幸）
※事前申込制

詩吟体験募集

詩吟で元気に 腹式呼吸で健康
詩歌で故きを温ねて、新しきを知る。

日：12/12(木)
19(木)

和室
会議室３

1/16(木)
23(木)
29(水)
30(木)

会議室３
会議室１
会議室１
練習室１

時：17:30∼19:00

公益社団法人 日本詩吟岳院 瀬谷吟詠会
☎045-302-3323（芝口 岳声）
※事前申込制

26(日) 第２回 輝セッション in 瀬谷公会堂

デイサービス輝の杜を利用しているお客様による特技や好きなことなどの披
露の場です。

開場 13:00
開演 13:30
終演 15:30

社会福祉法人 合掌苑 デイサービス輝の杜
☎045-920-0767（川畑・濱道）

手形アートワークショップ
（講師：petapeta-art®アドバイザー）

お子さまの「今」を手形アートにして
残しませんか？「動物」「季節」の
モチーフよりお選び頂けます。

日：12/7(土),22(日)
時：9:45∼11:45
場：和室

palette –kids arts&crafts-
☎050-7116-7331（nobu）
✉palette.kidscrafts@gmail.com
�https://palette-kidscrafts.amebaownd.com
※詳細はHPにてご案内

第1回瀬谷地区「透析者懇談会」

日頃の悩みや同じ境遇の立場で大地震に備え情報交
換、仲間づくり

日：12/22(日)
時：13:30∼15:30
場：会議室１,２
料：￥200

（当日受付）

透析者⻄部地区会
☎090-1421-7730（吉村）

28(火) Sing Sing Sing 4

4団体合同 歌のコンサート

開場 13:00
開演 13:30
終演 15:30

コール・ヴィヴァーチェ
☎045-391-4756（瀬川 正美）

29(水) チャリティー相撲甚句神奈川大会

ドスコイ、ドスコイの掛け声とともに哀愁に酔う
相撲甚句。ぜひ聞き逃さないようお待ち致します。

開場 12:00
開演 12:30
終演 16:30

(一社)横浜相撲甚句会
☎090-7800-6559（菅野 藤雄）
✉yamakan100@ace.ocn.ne.jp
�https://hamajinku.exblog.jp

30(木)
ココがポイント！成年後見制度
∼障がいがある子の将来の備え∼

成年後見制度の気になるポイント等を、障がいがある方やご家族
へわかりやすく説明します。

開場 9:30
開演 10:00
終演 12:30

瀬谷区基幹相談支援センター、
せや障がい者後見的支援室まんまる座
☎045-442-6592（まんまる座 本多）

リフォーム相談会

住宅のリフォーム相談 耐震診断

日：1/11(土)
時：10:00∼16:30
場：会議室３

(株)東急Re・デザイン
☎045-829-2340（河井）
✉hiroyuki-kawai@tokyu-rd.jp
�https://www.tokyu-re-design.co.jp

横浜市瀬谷公会堂

無 申 有 有

申有 申有 申 有

有

申有

無 申

申有

有

有

無

舞台・照明・音響オペレートの

請負業務をはじめました。

本格的な舞台演出・進行をご希望の方は

ぜひこちらのサービスをご利用ください。

詳細は公会堂ホームページをご覧ください。

無 無

無 無

無 無

無 無

無

バッチフラワーレメディ体験会

英国生まれの植物のチカラ。日々のストレスケア
が出来るバッチフラワーレメディ体験講座。

日：1/27(月)
時：10:30∼11:45
場：和室
料：￥500

TEAMドルフィン
☎080-6553-0298
（坪江 久美子）
✉dec21nekomaru@icloud.com
※事前申込制

申有



✉

📠 ✉ 💻無 有 申 
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💻

✉

✉

💻

💻

✉

✉
💻

✉
💻

✉
💻

✉

✉
💻✉

有 申 

有 申 有 有 

無 有 申 有 申 

有 無 申 無 申 

有 申 有 申 有 

無 無 

無 

無 無 

有 無 

無 



瀬谷うたごえ会 

✉

3月 講堂イベント 

2・3月 その他イベント 

📠 ✉ 💻無 有 申 

15(日) 

ザ ブラスバンディッツ 
第25回定期演奏会 

✉
💻

7(土) 

2019年度 ラボ活動修了式 

✉
💻

13(金)  昼ドキイベント・せや 

✉
💻

14(土) 

中沢小学校 
第32回定期演奏会 

8(日)  

民謡勇政会 
春の唄会 

18(水) 

廣松音楽事務所 
チャリティ歌謡祭 

20(金祝) 

横浜市立下瀬谷中学校吹奏楽部 
スプリングコンサート 2020 

21(土) 

第16回横浜市立南瀬谷中学校 
定期演奏会 

23(月) 

第18回定期演奏会 

12(木)  

令和元年度 
食品衛生責任者講習会 

24(火) 

神奈川県立横浜旭陵高等学校 
吹奏楽部 第15回定期演奏会 

✉

27(金) 

中田中学校吹奏楽部 
第14回定期演奏会 

28(土) 

希望が丘中学校吹奏楽部 
第39回定期演奏会 

29(日) 

希望が丘中学校演劇部 地域公演 
「stranger」「危介な紙きれ」 

31(火) 

横浜市立東野中学校 吹奏楽部 
第45回定期演奏会 

フラワーアレンジメント 

✉

おりがみ講習会 

ヨガ教室 

✉

ボディコンディショニング
日時計ストレッチ 

✉

親ごころ結婚相談会 

💻

フラワーアレンジメント きもの着つけ 

💻
大人のフラダンス 

✉
💻

フラワーアレンジメント 

詩吟体験募集 

公文書写教室 
ペン習字・かきかた・毛筆・筆ペン 

✉

手形アートワークショップ 
（講師：petapeta-art®アドバイザー） 

✉
💻

大人の数楽教室 
説明会・体験会（無料） 
脳トレでマス(MATH)マス健康に!! 

✉

6(金) 

令和元年度 
第２回瀬谷区地域防災総合講座 

✉
💻

無 

ベビーマッサージ講座 

✉
💻

無 申 無 無 

有 申 

申 有 申 有 有 無 申 

有 有 

申 有 

有 

無 申 申 有 申 有 無 

30(月) 

横浜市立原中学校吹奏楽部 
第28回 定期演奏会 

無 無 

有 無 無 

無 無 

無 

無 無 

無 無 無 

見やすさのため「開催中
止」のフォントカラーをそ
れぞれで変えています。 
①HP掲載用PDF→赤 
②印刷用→白 


