せやっこだよりでは、区内の施設等で行われる子ども向けのイ
ベント情報をまとめていますが、秋号では、昨今の状況を踏まえ、
イベント情報の掲載を休止し、ストレッチや読書など、おうちで
の過ごし方などについて紹介します。

体を動かそう！
せやまる
瀬谷区
マスコットキャラクター

瀬谷スポーツセンターの協力により、自宅等
で楽しく行えるストレッチをご紹介します

本を読もう！
横浜のプロサッカークラブ
せやまる
瀬谷区
マスコットキャラクター

横浜Ｆ・マリノス 選手からおすすめ本の紹介
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選手から瀬谷区のみなさんへのメッセージももらいました！図書館で探して読んでみよう！

選手からおすすめ本の紹介

横浜ＦＣ
プロサッカー選手から瀬谷区のみなさんへのメッセージももらいました！図書館で探して読んでみよう！
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フリ丸

せやまる

横浜ＦＣオフィシャルクラブマスコット

瀬谷区
マスコットキャラクター

体を動かそう！

せやまる
瀬谷区
マスコットキャラクター

瀬谷スポーツセンターの協力により、自宅
等で楽しく行えるストレッチをご紹介します

ストレッチで、筋肉や関節を伸ばすことでコリをほぐしたり、柔軟性を高めたり、
疲労を回復させたりすることができます。
最近は、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、スマートフォンやタブレッ
トなどの使用時間が増え、姿勢へ影響が懸念されています。
そのため、今回は瀬谷スポーツセンターの協力により、おうちでできる姿勢を良
くするストレッチを紹介します。

姿勢を良くするストレッチ
①胸のストレッチ
・胸を大きく開き息を吸いながら
背中を寄せるようにする。
・後ろで手を組み、後方へ引く。
余裕があればやや上に腕をあげる。
・そのままの姿勢で息を吐きなが
ら胸を張る。
＊手を組むのがつらい場合はタオ
ルなどを使いましょう。
＊腰を反らない様に注意。

②背中のストレッチ
・両手を胸の前で組み、息
を吐きながら腕を前方へ押
し出すように背中を丸めて
いく。
・視線はおへそにむける。
＊肩の力を抜いておこない
ましょう。

③首のストレッチ
・姿勢良く座ります。
・頭を横に倒します。
・余裕のある場合は倒している頭
の上に手を乗せて重さを感じなが
ら伸ばす。
＊手で強くひっぱらないように注
意しましょう。

④太もも裏側のストレッチ
・浅めに腰かけます。
・片脚を伸ばし、息を吐きながらお
へそとつま先を近づけていく。
・余裕があれば上体を前へ倒す。
＊つらい場合は膝を軽く曲げておこ
ないましょう。

⑤太もも前側のストレッチ
・浅めに腰をかけます。
・両手で椅子を押さえ、脚を後ろに
引き、つま先を床につける。
・上体をゆっくり後ろに倒していく。
＊腰がそらないように注意しましょ
う。

⑥太ももの内側のストレッチ
・つま先を外側にむけるよう
にし、脚を左右に開く。
・背筋を伸ばす。
・余裕のある場合は背筋を伸
ばしたまま上体をやや前傾さ
せる。

おうちでできる『ハマスポエクササイズ』
瀬谷スポーツセンターでは、外出の自粛が要請されている今だからこそ、
少しでも身近なところでコンディションを整えて頂ければと、気軽に出来
るストレッチングや簡単な筋トレをご紹介しています。
以下のURLもしくはYouTubeで『ハマスポエクササイズ』で検索し、おう
ちでできる『ハマスポエクササイズ』をお試しください。
URL：https://www.youtube.com/results?search_query=ハマスポエクササイズ

瀬谷スポーツセンターの各種スポーツ教室
瀬谷スポーツセンターでは子供から大人まで各種スポーツ教室を開催し
ています。いろいろなスポーツ教室の中から好きなスポーツを選んでチャ
レンジしてみよう！
URL：http://www.yspc.or.jp/seya_sc_ysa/

区

しょうがく

１２

📖📖『はれときどきぶた』

出
身

本を読むのが苦手な
子どもたちでも、読

26

みやすくておもしろ

ねんせい
むけ

栗原 勇蔵

読んだ時は「あした

クラブシップ・
キャプテン

の日記」を書いてみ

📖📖『おやくそく えほん』

矢玉四郎/岩崎書店

📖📖『かいけつゾロリ』

てください。

自分自身が小学

小学

自分の子どもに読んだ
一冊です。とても大切
な「おやくそく」「あ
いさつ」が楽しく、分
かりやすく書いてあり
ます。ぜひこの絵本を
読んでいろんなことを
学んでください。

24
ともき

いわた

高濱正伸 監修・林ユミ 絵/日本図書センター

３４

岩田 智輝選手

こうた

渡辺 皓太選手

いと思います。もし

ゆうぞう

くりはら

わたなべ

生の時に読んで
いました。とて
も面白かったの
でぜひみんなも
読んでみてくだ

年生むけ

本を読むことで言葉や文字を覚えるこ

本はたくさんのことを教えてくれます。テレ

とが出来るし、話す力や聞く力もつい

ビ、携帯電話、YouTubeでは知ることができな

ていきます。たくさん本を読んで、た

いこともたくさんあるので、ぜひ本を読んで

くさんのことを学びましょう！

みてください。

さい。

原ゆたか/ポプラ社

積極的に本を読んで、いろんな知識
を身につけましょう！

本を読もう！
横浜のプロサッカークラブ
せやまる
瀬谷区
マスコットキャラクター

横浜Ｆ・マリノス 選手からおすすめ本の紹介
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中高 生

📖📖『わたしが障害者じゃなくなる日』

障害がある人もない人も同じ人間。どちらが
良い悪いもないし感情もある。でも未だに差

向け

別や偏見がある世の中。そういったことをな
くしていくためには、お互いが歩み寄り、理

マリノスケ

14

解する必要がある。そんなことを考えさせて

横浜Ｆ・マリノス
公式キャラクター

くれる本です。
あまの

海老原宏美/旬報社

天野 純選手

８

コロナ禍で窮屈な

喜田 拓也選手

互い手を取り助け

きだ

５６

小学

たくや

世の中だけど、お

きましょう！

年生向け
実施中！

選手おすすめの本など、好きな本を
読んで、スタンプを集めよう！
スタンプが集まると記念品ももらえるよ！

📖📖『心が震えるか、否か。』

多くの人が経験できないよ
うなことがたくさん書いて
あって、とてもワクワクす
る本です。サッカー好きの
人もそうじゃない人も、ぜ
ひ読んでみて下さい！

自分の夢や目標に向
かって、たくさん努
力してください。そ
して本もたくさん読
んでみて下さい！
香川真司/幻冬舎

合い、何事も前向
きに取り組んでい
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じゅん

📖📖『バビロン大富豪の教え』
今はまだお金には興味がない
子も多いと思いますが、これ
から先とても活かされる知識
だと思うので、ぜひ一度読ん
でみて欲しいです。漫画タイ
プなのでとても読みやすいの
がポイント！
ジョージ・S・クレイソン/文響社

４
はたなか

しんのすけ

畠中 槙之輔選手

コロナ禍で外で思い切り遊ぶ機会も減ってしまっていると思いますが、そん
な時だからこそ、本を読んで知識を身に付ける時間を作ってみて下さい。こ
の先の人生に活かされるはずです！

おおうち

いっせい

1 大内 一生選手

ねんせいむけ

年生向け
📖📖『バッテリー』

2冊とも小中学生の皆さんに

まる

フリ丸からのおすすめ！

野球好き以外の人でも、楽しめ

とってもとても面白い本だと思うので
よ
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📖📖『デイビッドマック
チーバーと29ひきの犬』

ぜひ読んでみてください。

る本だと思います。思春期特有

若いうちにたくさん挑戦してたくさん

の人間関係がよく書かれていま

失敗してたくさん学んでください！

すし、主人公の人間性の成長が
分かりやすく描かれている作品

📖📖『心を整える』

大日本図書/マーガレット・ホルト

だと思いました。

あさのあつこ/角川つばさ文庫

心は鍛えるのではなく整えるも

📖📖『ハリー・ポッターシリーズ』

のであり例えば普段の生活習慣
を乱さないっていうことでもあ

ハリー・ポッターシリーズは、誰も

るという。

が知っている本ですし、映画を見た

そうすることによって常に自分

ことがある人も多いと思います。話

自身も揺らぐ事なく生きていけ

📖📖『密林一きれいなひょうの話』

るという事です。

みつりんいち

工藤直子 おはなし・和田誠 え/瑞雲舎

しがある程度分かっている分、初め

長谷部誠/幻冬舎

ての長編小説を読まれる方には良い

📖📖『プレッシャーを味方にする
メンタルトレーニング』

のかなと思いました。また、小説だ
けにしか記されていない部分もある

J.K.ローリング/静山社

ので、それも楽しい部分です。

例えば受験の時とかにプレッシャーを感じ
本は、人生の財産になります！

る時があるかと思いますが、それに打ち勝

ジャンル問わず、マンガも読んで、

てるためにどうすれば良いのかと書いてあ

自身の成長に繋げていきましょう！

る本です。

わたなべ

かずま

39 渡邉 千真選手

年生むけ
高妻容一/岩崎書店

選手からおすすめ本の紹介
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フリ丸

せやまる

横浜ＦＣオフィシャルクラブマスコット

瀬谷区
マスコットキャラクター

まえじま

23 前嶋

📖📖『ハリー・ポッターと賢者の石』
『ハリー・ポッターと秘密の部屋』

向け

ようた

洋太選手

中学生一年生の僕はそんなに勉強ができた
読書はとても大切なこと

こどもではなかったんですが、この本と出

です。ぜひ好きな本を見つけて

会い魅了され、毎日のめり込むように読書

読書の時間を増やしていってく

をしました。

ださい！

特に賢者の石では、魔法学校までに行くま
での話しはワクワクした記憶があります

📖📖『オリエント急行殺人事件』

早く次のシリーズが発売されないかなと

J.K.ローリング/静山社

待ちきれませんでした。
また読書をすることで文字を読むことに

オリエント急行殺人事件

抵抗感がなくなり成績も格段に上がり

は小学校の読書タイムで

ました。笑

毎日読んでました！とて

皆さん、読んでみてください。

も面白いです！

J.K.ローリング/静山社

アガサ・クリスティ/ＫＡＤＯＫＡＷＡ

📖📖『陸王』

📖📖『自然体』

ドラマ化にもされ、多くの方が知っ
ている本だと思います。モノづくり
にかける熱い思い、結末に向かって

遠藤保仁選手の本は

いく爽快感は素晴らしいです！

当時の僕にはとても

池井戸潤/集英社文庫

参考になりました
たかはし

遠藤保仁/小学館

4 高橋

ひでと

秀人選手

友達と遊ぶのと同じくらい、読書は大事
だと多くの人は、大人になって気づきます。
たくさんの本を読んで、いろんな世界を知っても

りんごの棚

らいたいです。皆さんのご成長応援してます！

瀬谷区では、障がいのある方に読書の幅を広げていただくことを目的に、本の貸出しを行っています。
御興味のある方は、地域振興課窓口までぜひお立寄りください。
貸出場所：瀬谷区役所地域振興課窓口（３階３５番）、貸出対象：瀬谷区在住、在勤、在校（園）の方
貸出期間：(個人利用)２週間 (団体利用)１か月 、貸出冊数：個人利用：３冊 団体利用：５冊
持ち物：身分証明書 職員証でも可、本の種類：LLブック、大きな活字の本、点字付き絵本 など

ⒸYOKOHAMA FC

商店街を巡るワードラリーを実施します。
ワードを集めて、瀬谷区オリジナルの参加賞や
「Nintendo Switch Lite」などの豪華景品をゲットしよう！

実施期間：10月18日（月）～11月23日（火・祝）
【協力】横浜F・マリノス
会場：三ツ境駅前商店街、三ツ境中央商店街、瀬谷銀座通り商店街、いちょう通り商店街
参加方法：①パンフレットを下記配布場所で入手する。
※瀬谷区HPからもダウンロードできます。
②パンフレット内の応募用紙にキーワードと必要事項を記入し、
応募箱に入れる。※応募箱は区役所やお店に設置されているよ。
パンフレット配布開始日・場所：10月18日（月）から配布開始
区役所3階34番窓口、会場の各商店街、地区センター・図書館等の区内公共施設
イベントの詳細は、HPをチェック！
問合せ先：瀬谷区地域振興課

せや商店街ワードラリー
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🔍🔍検索

TEL：045-367-5692 、FAX：045-367-4423

瀬谷区犯罪発生情報メールマガジンとは・・・
瀬谷区内で発生した不審者情報や特殊詐欺情報など生活に身近な犯罪発生情報を『瀬谷警察署』か
らの情報提供に基づき、スマホ・パソコンにメール配信します。
スマホやパソコンのメールアドレスを登録するだけで、区内で発生した犯罪に関する情報を知ること
ができます。
登録方法
１．専用ホームページから登録申請をします。

瀬谷 防犯メール

検索

入退会用のホームページ https://ml.city.yokohama.lg.jp/sympa/info/seya-bouhan（外部サイト） にアクセスし、「読者

登録」を行ってください。
右のＱＲコードから、ＵＲＬを読み込むことができます。▶
２．「読者登録」を行うと、すぐに入会確認のメールが届きます。
この届いたメールの内容に従って登録確認を行ってください。
３．登録完了のメールが届けば登録完了です。
お問い合わせ
瀬谷区役所 地域振興課 地域活動係
電話：367-5691 FAX：367-4423
Email：se-chishin＠city.yokohama.jp

ぜひ登録してね♪

メールマガジン配信イメージ

