


選手からおすすめ本の紹介
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！フリ丸

横浜ＦＣオフィシャルクラブマスコット

せやまる
瀬谷区

マスコットキャラクター

中高生のみなさんへ

ⓒ2009 Y.F.SPORTS C.

『考える習慣
―感謝・感激・感動の三感日、２５００余日の記録』

日本のトッププレーヤーでも何度も挫折

し、そのたびに考えて成長していく姿が

描かれています。自分自身に重ねて、挫

折をした時の乗り越え方を学びました。

作 中村憲剛 ベースボールマガジン社

田部井選手からメッセージ！

学生の頃からたくさんの本に触れることで、

多くのことを学べると思います。みなさん

も積極的に本を読みましょう！

14 田部井 涼 選手ⓒYOKOHAMA FC

『決めた未来しか実現しない』

21 市川 暉記 選手

自分の夢は常に発信することで周囲

に助けてくれる人が現れるというこ

と。自分がプロになったときのこと

を振り返ってみて納得できる内容

だったなと大人になってから思った。

作：本田 健 サンマーク出版

市川選手からメッセージ！

たくさん本を読んで、様々な考えに触

れることで未来を切り開くきっかけに

なると思います！

ⓒYOKOHAMA FC

武田選手からメッセージ！

ゲームも良いけど本も良いのでぜひ

たくさん本を読みましょう！

『ハリーポッター賢者の石』

17 武田 英二郎 選手

想像力をかき立てられるような世界観が

気に入っていた。同時に映画も見て、本

の内容がどのように描かれているのかを

楽しんでいました。

作：J.K．ローリング 静山社

ⓒYOKOHAMA FC

『心が震えるか、否か。』

香川真司選手のサッカー人生全てがこの本に書

かれており、サッカーから学んだ事が数多く書

かれている。サッカーなどスポーツを行ってい

る人はもちろんですがスポーツを行っていない

人にも今後の人生で役立つ思考やメンタルが書

かれていて非常に勉強になる本です！

作：香川真司 幻冬舎

杉田選手からメッセージ！

たくさん読書をしてそれぞれの夢に向

かって頑張りましょう！

23 杉田 隼選手
ⓒYOKOHAMA FC

問合せ：瀬谷区役所地域振興課 読書活動推進担当 ☎：045-367-5694 📩📩se-kyoudou@city.yokohama.jp

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ます！

2023年１月15日（日）まで（記念品交換は１月31日（火）まで）

せやまる
（瀬谷区マスコットキャラクター）

に参加しよう！
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横浜Ｆ・マリノス からおすすめ本の紹介

よこはま エフ

ほん しょうかい

横浜Ｆ・マリノス
横浜のプロサッカークラブ

選手たち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！

小学生のみなさんへ

マリン

わたしにもおにいちゃん（マリ

ノスケ）がいるので、タイトル

見てついついよんじゃったの！パパとママが

いない２しゅうかんのあいだにいったいどん

なことがおこるのか、ワクワクしながらよん

でみてね♡

作：ウルフ・スタルク 小峰書店

『おにいちゃんと
いっしょ』

マリンからメッセージ！

いろんな本がありすぎて、どれを

読もうかいつも迷っちゃうの！だ

からみんなのおすすめの本も、ぜ

ひ教えてほしいなぁぁ♡

17 宮市 亮 選手

47都道府県の方言をイラストや

地図で紹介している本です。

方言は時代によって変化したり、新しく生まれ

るものもあって、知るととても楽しくなるよ！

ちなみにぼくの出身の愛知県では「つかれた」

のことを「えらい」って言うんだよ！

監修：井上 史雄 フレーベル館

『方言と地図
あったかい47都道府県の言葉』

宮市選手からメッセージ！

他にもええ本めっちゃあるもんで、

みんな楽しんで、いろんな本読ん

でみて～（名古屋弁）

マリノスケ

『みんなでつくる
1本の辞書』

みんなは「1本」って数える時に

何をイメージするかな？この本

には「1本」と数える様々なモノ・コトが集め

られています。それも「1本」なんだぁぁぁと

いうのもたくさんあると思うのでぜひ読んで

みてねぇぇぇ！

文：飯田朝子 福音館書店

マリノスケからメッセージ！

みんなはこの一年間で何冊の本を

読むことが出来るかなぁぁぁ？

よぉぉぉし、ぼくもみんなに負け

ないくらいたくさん本を読む

ぞぉぉぉぉぉ！！
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25 小池 龍太 選手

『ルドルフと
イッパイアッテナ』

猫たちが主人公の話だけど、

生きていくうえで大切なことを

たくさん学ばせてくれるし、とても感動しま

す。シリーズ化しているので、これを読み終

わったらぜひ続編も読んでみよう！

作 斉藤 洋 講談社

小池選手からメッセージ！

僕は本が大好きで、これまでも多くの素晴

らしい本と出会ってきました。読書を楽し

んで、良い本にたくさん出会って、

知識を増やしていってください。

読書を通してみんなの人生がよ

り素晴らしくなることを願って

います！

ⓒ1992 Y.MARINOS

28 山根 陸 選手

『はじめてのキャンプ』

なほちゃんが、大きい子たちに

まざってはじめてのキャンプに

チャレンジする様子が書かれて

いる本です。この本をよんだら、きっとみ

んなキャンプに行きたくなるはず！

作・絵：林明子 福音館書店

山根選手からメッセージ！

みんなも、まずは一つ新しいことを

始めてみよう！楽しみながらたくさ

んチャレンジすれば、必ずつよくな

れるよ！ぜひ日産スタジアムにも来

てね！！

やまね りく

『ライフタイム
いきものたちの一生と数字』
文：ローラーM.シェーファー
ポプラ社

この絵本には、いきものたちが一生のうち

に「何をどれくらい」するのかが数字で書

かれています。いきものが好きな子、数字

が好きな子はぜひ読んでみてね！

角田選手からメッセージ！

本はみんなが知らないことをたく

さん教えてくれます。本をたくさ

ん読んで、頼りにされるお兄さ

ん・お姉さんになろう！

33 角田 涼太朗 選手
つのだ りょうたろう

栗原 勇蔵クラブシップ・キャプテン

海が大好きなチムが、ふなのりを

目指して一生懸命いろんなことに

頑張ります。チムシリーズは他にもたくさんあ

るので、ぜひ全て読んでみてください！ちなみ

にチーム名の「マリノス」はふなのりという意

味です！！

作・絵：エドワード・アーディゾーニ
福音館書店

『チムとゆうかんな
せんちょうさん』

くりはら ゆうぞう

栗原クラブシップ・キャプテンからメッセージ！

本を読むと、素敵な絵を見れたり、字

や言葉をたくさんおぼえられます。そ

して集中力も高くなるので、頭も良く

なるはずです。学校や図書館で自分の

好きな本を見つけて、いっぱい本を読

みましょう！

1 高丘 陽平 選手

『手で食べる？』

言葉と同じように、ごはんの

食べ方も国によってちがいます。

この本を読めば、それぞれの国の

食べ方やその理由、文化のちがいを知る

ことができてとても楽しいです！

作 森枝 卓士 福音館書店

高丘選手からメッセージ！

本をたくさん読んで、いろいろな

情報を得て、いっぱい学んでくだ

さい！そして毎日を全力で過ごし

てください！

たかおか ようへい

14 吉尾 海夏 選手

『中を
そうぞうしてみよ』

X（エックス）線写真を使って

ふだんは見えないいろんなものを、すかして

見てみる本です。写真絵本なので見ているだ

けで楽しめます。中をそうぞうする楽しみを

ぜひ味わってみてください！

作 佐藤雅彦、ユーフテラス 福音館書店

吉尾選手からメッセージ！

本は将来必要な知識をたくさん身に

付けさせてくれます。時間を作って、

たくさんの本を読んでみよう！
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問合せ：瀬谷区役所地域振興課 読書活動推進担当 ☎：045-367-5694 📩📩se-kyoudou@city.yokohama.jp







令和４年１０月～１２月

記号の説明
往：事前に往復ハガキに、事業名、〒住所、氏名(ふりがな)、年齢(学年)、電話番号、返信用あて先を記入し、郵送で各施設へ

ハ：事前にハガキに、事業名、〒住所、氏名(ふりがな)、年齢(学年)、電話番号を記入し、郵送で各施設へ

持：事前に返信用あて先を記入したハガキを持参して直接各施設へ 電：事前に電話で各施設へ 前直：事前に直接各施設へ HP：事前に各施設HPへ

当直：当日に直接各施設へ 抽：応募者多数の場合は抽選 先：先着順で受付 ￥：参加費(￥がない場合は無料) 物：持ち物 (必)：必着

施設説明
【地区センター】

①瀬谷地区センター TEL:303-4400 FAX:303-4464
（〒246-0031 瀬谷3-18-1）

②阿久和地区センター TEL:365-9072 FAX:365-9112
（〒246-0026 阿久和南2-9-2）

③中屋敷地区センター TEL:304-3100 FAX:304-3110
（〒246-0004 中屋敷2-18-6）

【コミュニティ・スクール（コミスク）】
①瀬谷さくら小学校コミスク TEL:304-1755 FAX:TELと同じ

（〒246-0035 下瀬谷3-58-1）
②南瀬谷小学校コミスク TEL:303-8415 FAX:TELと同じ

（〒246-0034 南瀬谷1-1-1）
③東野中学校コミスク TEL:304-4301 FAX:TELと同じ

（〒246-0012 東野130）
④原中学校コミスク TEL:391-1166 FAX:TELと同じ

（〒246-0025 阿久和西2-1-6）
【地域ケアプラザ】

①二ツ橋地域ケアプラザ TEL:361-9807 FAX:361-9868
（二ツ橋町83-4）

②中屋敷地域ケアプラザ TEL:303-8100 FAX:303-8111
（中屋敷2-18-6）

③下瀬谷地域ケアプラザ TEL:304-1291 FAX:304-1259
（下瀬谷2-44-6）

④阿久和地域ケアプラザ TEL:365-9892 FAX:365-9894
（阿久和南2-9-2）

⑤二ツ橋第二地域ケアプラザ TEL:360-7855 FAX:360-6800
（二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館１階）

【その他】
①瀬谷図書館 TEL:301-7911 FAX:302-3655

（〒246-0015 本郷3-22-1）

②こどもログハウス TEL:304-4169 FAX:TELと同じ
（〒246-0015 本郷2-28-4）

③長屋門公園 TEL:364-7072 FAX:TELと同じ
（〒246-0023 阿久和東1-17）

④区民活動センター TEL:369-7081 FAX:366-4670
（〒246-0021 二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館２階）

掲載されているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中

止・延期する場合があります。イベント等に参加される際には、各問合せ先やホームページなどで事前に

御確認ください。

ご注意ください

作ってみよう！

事業名 日時 場所 対象 内容・持ち物・参加費・申込・備考

カプラ(つみき)をつん
でタワーを作ろう

10/5,14,19,28
11/2,11,16,25,30

12/2,7,16,21
(水または金)

13：00～16：45

こども
ログハウス

どなたでも

カプラを積み上げて自分の身長より高い
タワーつくりに挑戦してみよう！ツイッター
で作品紹介します！
当直 先 ※幼児は保護者同伴

食品サンプルづくり
ハロウィンバージョン
(持ち帰り袋つき！)

10/15(土)
13：30～14：30

瀬谷さくら小
コミスク

小学生以上
15名

本物そっくり！フルーツカップケーキのメ
モクリップをつくろう♪
往 持 抽 9/21(必) ￥ 300
物 絵具の細筆1本.水入れ.タオル.汚れて
も良い服
※小学3年生以下は保護者同伴
※申込状況はお問い合わせ下さい

クラフトテープで作る
「うさぎ」

11/5(土)
13:00～15:00

阿久和
地区センター

小学生
10名

来年の干支でもある可愛いうさぎを作りま
す。
往 持 HP 抽 10/25(必) ￥ 300円
※小学2年生以下は子供1人につき保護
者1人同伴

ほかほか中華まん
つくり

11/5(土)
10:00～13:00

阿久和
地区センター

どなたでも
12名

往 持 HP 抽10/25(必) ￥ 1,000円
※小学生は大人が一緒にご参加ください。

子ども陶芸教室
11/12(土)

10:00～12:00
阿久和

地区センター
小・中学生

10名
今年はmyご飯茶碗を作ります。
往 持 HP 抽 10/25(必) ￥ 300円



事業名 日時 場所 対象 内容・持ち物・参加費・申込・備考

阿久和カローリング
交流会

10/15・11/19・
12/17

13:00～14:30

阿久和
地区センター

どなたでも
30名

当直 先 ※受付は12:45から
物 うわばき、飲み物、タオル

小中学生卓球教室
10/15（土）
12/17（土）

9：30～11：30
瀬谷センター

小・中学生
10名

楽しく卓球をしましょう！
当直 物 ラケット 上履き タオル
水分補給のための飲み物

小中学生バドミントン
教室

10/22(土)
12:00～14:00

阿久和
地区センター

小・中学生
20名

当直 先 ※受付は11:30から
物 ラケット(貸出あり)、うわばき、飲み物、
タオル

小中学生卓球教室
11/26(土)

12:00～14:00
阿久和

地区センター
小・中学生

20名

当直 先 ※受付は11:30から
物 ラケット(貸出あり)、うわばき、飲み物、
タオル

ヒップホップを踊ろう
R5.1/7(土)・

21(土)・28(土)
12:30～14:30

阿久和
地区センター

小・中学生
15名

練習の成果を2月のセンターまつりで発
表予定です。
往 持 HP 抽 12/25(必)

事業名 日時 場所 対象 内容・持ち物・参加費・申込・備考

ペーパークラフト
ほんものそっくりの

自動販売機を作ろう！

11/20（日）
10：00～11：30

瀬谷センター
幼児・小学
生の親子

10組

ほんものそっくりの自動販売機をお家の人
と一緒に作りましょう！ボタンを押すと飲み
物が出てきます。
往 持 抽 10/20(必)
※必ず大人が一緒にご参加ください。

布でつくる
クリスマスリース

11/23(水・祝)
10：00～11：30

瀬谷さくら小
コミスク

小学３年生
以上10名

簡単なのに仕上がりは豪華！すてきなリー
スを作りましょう♪
往 持 抽 10/20(必) ￥ 300
物 持ち帰り用の袋

お菓子作り2022
クリスマスのお菓子

12/10（土）
10：00～13：00

瀬谷センター
小・中学生

10名

クリスマスのお菓子をみんなで楽しく作りま
しょう！
往 持 抽 11/20(必) ￥ 300円

「mitten」先生の焼き
菓子 いちごのクリス
マスケーキ

12/11（日）
9:30～11:30

中屋敷
地区センター

小・中学生
10名

いちごのクリスマスケーキに挑戦！クッキー
を焼いてデコレーション作り。
往 持 抽 12/5(必) ￥ 1,000円
物 エプロン、バンダナ

日本の伝統文化を楽し
む～華道・遊心～
お正月の飾り

12/17（土）
10：30～11：00

瀬谷センター
小・中学生

10名

日本の伝統文化である生け花を楽しく体験
しましょう。お正月飾りを作ります。
往 持 抽 11/20(必) ￥ 300円

クリスマス工作
12/19(月)
～25(日)

10:00～16:00

こども
ログハウス

どなたでも
かわいいクリスマス作品が簡単に作れます
よ！
当直 先※幼児は保護者同伴

作ってみよう！

体を動かしてみよう！



事業名 日時 場所 対象 内容・持ち物・参加費・申込・備考

ハロウィンゲーム
イベント①
かぼちゃの重さ何グラム？
イベント②
「トリックオアトリート」
参加賞もらおう！

10/１（土）
～10/31（月）

中屋敷地区
センター

どなたでも
かぼちゃの重さを当てて、「トリックオア
トリート」と伝えて参加賞をもらおう！
※なくなり次第終了

土曜コンサート 10/8(土)
14：00～14：30

瀬谷さくら小
体育館

どなたでも
50名

下瀬谷中学校吹奏楽部による楽しい
演奏会
電・前直・先 9/15～ 物 うわばき

はらっぱのおはなし会

10/15・
11/19・12/17

いずれも土曜日
11：00～11：30

原中コミスク

幼児～
どなたでも

(幼児は保護
者同伴)

10名

・メイン本・・・10月「パパ、お月様とっ
て!(エリック・カール作)・11月「あめの
ひのえんそく(間瀬なおかた作)・12月
「おたすけこびとのクリスマス(なかがわ
ちひろ作)」
・読み聞かせ・手遊び・パネルシア
ター等
・電 前直 ￥無料 先
・保護者同伴の場合は保護者とお子
さまの氏名を伝えてください。

東野中コミスク作品展

10/22(土)
10：00～17：00

10/23(日)
10：00～15：00

東野中
コミスク

どなたでも

作品展示(団体作品・東野中美術部
作品)
22日10時30分～朗読・バルーンアー
ト
23日10時～マグネットにデコパージュ
電・前直・先 10/1～ 物 うわばき

東野中吹奏楽部演奏
10/23(日)

10：00～

東野中
コミスク

どなたでも 電・前直・先 10/1～ 物 うわばき

読書フェスタ
①図書カードを作ろう！今
だけ限定★プレミアム図書
カード
②記念品がもらえる！本を
たくさん読んでスタンプを
集めよう

10/24（月）

～11/30（水）

中屋敷
地区センター

どなたでも

中屋敷地区センターから誕生した
キャラクター入りプレミアム図書カード
※図書カード発行・登録の際には、

住所が確認できるものをご持参くださ
い。小学生は保護者確認が必要とな
ります。詳細は中屋敷地区センター2
階窓口までどうぞ。

HAPPYハロウィン
10/26(水)

11:00～13:00
14:00～17:00

阿久和
地区センター

どなたでも
50名

フォトスポットもあります。仮装してきて
ね。当直 先

ハロウィンまつり
～プレイパーク共催～

10/30(日)
10:30～15:00

瀬谷中央公園 どなたでも

かぼちゃの大玉送りや段ボールでお
うちづくり、シャボン玉遊びなど公園あ
そびを楽しもう。こどもログハウスも通
常開館します。
当直 幼児は保護者同伴

休日おはなし会
11/６（日）

11：00～11：30
瀬谷図書館
会議室

３歳～小学生
10名

お休みの日は家族で図書館へ！瀬
谷区内で活動するボランティアグルー
プ「風の会」による楽しいおはなし会
です。
電 前直 先 10/28（金）～受付開始

おはなしさくらんぼ
テーマ<てぶくろ>

11/9(水)
15：00～15：30

瀬谷さくら小
コミスク

どなたでも
20名

チェリーボンボンさんによるテーマに
そったおはなし会です
電・前直・先 10/12～ 物 うわばき
※小学3年生以下は保護者同伴

瀬谷センターまつり

11/19（土）
10：00～15：00

11/20（日）
10：00～14：00

瀬谷センター どなたでも
発表会、作品展示、お茶席、体験
コーナー、軽食、福祉団体による手作
り品の販売他

参加してみよう！



参加してみよう！
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休日おはなし会
12/４（日）

11：00～11：30
瀬谷図書館会

議室
３歳～小学生

10名

お休みの日は家族で図書館へ！瀬
谷区内で活動するボランティアグルー
プ「TEAMドルフィン」による楽しいお
はなし会です。
電 前直 先 11/25（金）～受付開始

クリスマスマーケット
～クリスマスダンス＆ミュー
ジックベルコンサート～

12/4（日）
10：00～14：00

※クリスマスダンス
10：30～11：00

※ミュージックベル
コンサート13：00～

13：30

中屋敷地区セ
ンター

どなたでも

ダンス、ミュージックベル、ワークショッ
プ。雑貨やパン販売など。※なくなり
次第終了。
※クリスマスダンス、ミュージックベル
コンサートで席が必要な方は申込制。
50人限定。立ち見可。）
電 前直 11/28まで

交流フェスティバルin瀬谷養
護学校

12/10（土）
10:00～13:00

瀬谷養護学校 どなたでも

感染症対策を行いながら、3年ぶり
に実施します。バザー販売や作品展
示、中庭や体育館での和太鼓やス
ポーツイベント等、みんなで楽しみ、
地域のきずなを深めましょう。飲食販
売については持ち帰りで行います。
また感染症等の状況により、急遽

中止となる場合があります。瀬谷養護
学校ホームページで随時ご確認くだ
さい。問合せ：瀬谷養護学校
045(302)1617 当直

クリスマスコンサート
サクソフォン四重奏

12/10（土）
13：30～14：10

瀬谷センター
どなたでも

100名

クリスマスにピッタリのサクソフォン四
重奏の楽しい演奏をお届けします
サンタさんからのプレゼントあり。
往 持 抽 11/20(必)

HAPPYクリスマス
12/17(土)

11:00～15:00
阿久和地区
センター

どなたでも
50名

館内がクリスマスで彩られます。楽し
いコンサートもあります。当直 先

和に親しむ・書道
～書初めに挑戦～

12/24(土)
10:00～13:00

阿久和地区
センター

小学3年
～中学生

10名

書初めのコツを教わって、広い部屋
で伸び伸び書いてみよう！
往 持 HP 抽 12/5(必) ￥ 300円

日本の伝統文化を楽しむ～
書道～

好きな文字を書こう

1/7（土）
10：00～11：30

瀬谷センター
小・中学生

8名

日本の伝統文化である書道を楽しく
体験しましょう。自分の好きな文字を
書きます。お手本も用意します。文字
の成り立ちなど一緒に考えましょう。
往 持 抽 12/20(必) ￥ 100円
物 書道セット

瀬谷サイエンスクラブ
～光る星座を作ろう～

1/8（日）
10：00～11：30

瀬谷センター
小学生
10名

瀬谷サイエンスクラブの楽しい理科教
室です。
今回は星座についてのお話です。
往 持 抽 12/20(必) ￥ 300円

事業名 日時 場所 対象 内容・持ち物・参加費・申込・備考

隼人高生と一緒に考えてみ
よう！これってSDGs？

11/20(日)
10:00～12:00

阿久和地区
センター

小学生(3年
生以上)と保

護者
12組24名

横浜隼人高校の生徒さんと一緒に、
ゲーム形式でSDGsに触れてみよう。
往 持 HP 抽10/25(必) ￥ 無料

窓にお絵かきしよう
11月27日(日)
13:00～16：45

こども
ログハウス

どなたでも
クリスマスをテーマに大きな窓にポス
カでお絵かきしてみよう
当直 幼児は保護者同伴

クリスマスコンサート
～エレクトーン演奏～

11/27(日)
14：00～14：30

瀬谷さくら小
コミスク

どなたでも
20名

参加者にはプレゼントがあります♪
電・前直・先 10/12～ 物 うわばき

星空★あんない
～流れ星のふしぎ～

12/3(土)
17:00～18:30

阿久和地区
センター

どなたでも
20名

プラネタリウムと流れ星の話と天体観
測で阿久和の夜空を満喫しよう。小中
学生は大人が一緒にご参加ください。
往 持 HP 抽 11/25(必) ￥ 250円
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