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 ４月、いよいよ新年度が始まります。新たな出会いを求め、習い事を始めるにはぴったりの季節です。

今月号は、２ページで改めて伊興センター＆図書館をご紹介いたします！ 初めてご来館される方はも

ちろん、普段センターや図書館をご利用の方も、「こんなこともできるんだ」と発見していただければ幸

いです。職員一同、皆様のご来館を心よりお待ちしております！ 

その他にも、講座情報や地域情報など、今月も内容盛りだくさんでお届けいたします。 

 

伊興写真サロン参加者 馬場範子さん 撮影 （平成２８年３月１日） 

三浦三崎港「桜のトンネルを疾走中」 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｐ２ ｐ３ 

トレーニングルーム 

マシンを使ったトレーニングや、運動や

ストレッチなどができるスペースで

す！ 登録制なので初めてご利用され

る方は「登録会」をご予約ください。 

レクリエーションホール 

ダンス・ヨガ等の他、大人数のイベント

などに向いたお部屋です！ 

２Ｆへ 

第２学習室 

机・イスが常設された、会議・文化活

動に適したお部屋です。 

教養室 

畳敷きの和室です。水屋と鏡があります。

茶道・日本舞踊・生け花等にどうぞ！ 

会議・文化活動に適したお部屋です。第

２学習室より広く水道があるので、書道

や水彩画に適しています。 
１・３Ｆへ 

第１学習室 

体育館 

事前の団体予約の他に、スポー

ツ広場や個人利用で様々なスポ

ーツが楽しめます！ 施設・講座・チケット・トレーニングルーム

の申込みや支払いの受付などはこちらへ！ 

２Ｆ・Ｂ１へ 

センター受付 

図書館受付 

貸出返却はもちろん、予約資料の受

け取りなどもこちらで行えます！ 

児童図書室 

お子様向けの児童図

書があります。ゆっ

たりとしたスペ 

ースでお過ごしくだ

さい。 

Ｂ１へ 

１Ｆへ 

１Ｆへ 
図書館受付 

貸出返却に加え、閲覧席やパソコン

のご利用ができます！ 

一般向けの図書・雑誌があります。

中・高生向けの資料もこちらです。定

期的にピックアップされる特集棚に

もご注目ください！ 

一般図書 

春は新たな出会いの季節。初めましての方も、そうでない方も、伊興センターや

図書館に足を運んでみませんか？ 職員一同、心よりお待ちしております！ 

入口 

いこうもり 

マスコットキャラクター 

 

以下の講座は事前受付です。窓口・電話でお申込みください。 

（一部の講座はインターネットでのお申込みも可能です） 

日時：４月２１日・２８日 金曜日 

   午後３時３０分～４時３０分 

対象：５歳～小学１年生 

定員：１０名 

費用：２０円 

講師：登録団体「バレエサークル リボン」指導者 

日時：５月９日～５月３０日 毎週火曜日 

Ａ）午後４時３０分～５時１５分  Ｂ）午後５時１５分～６時 

対象：Ａ）５歳～小学３年生       Ｂ）小学４～６年生 

定員：Ａ）３０名            Ｂ）２０名 

費用：各４０円 

講師：登録団体「ホワイトエンジェル」指導者 

子どもバレエサークル体験（２日制） 
 

踊ろう キッズヒップホップサークル体験（４日制）Ａ・Ｂ 
 

当センター登録団体「バレエサークル リボン」さんの体験講座です。バレエの基本を

学びながら、曲に乗って優雅に踊りましょう。バーレッスンやセンターレッスンも体験

できます！ 

 

 

当センター登録団体「ホワイトエンジェル」さんの体験講座です。最終日はみんなの前

で発表会があります！ ヒップホップダンスをかっこよく踊ってみませんか？ 

山柿美子
やまがきよしこ

 

伊興図書館に戻ってからは、２年ですが、合せて１０年、足立区立図書館では多くの事を学ばせて頂きました。

ご利用の皆さまからのご意見はどれも大切なアドバイスです。本当に、ありがとうございました。いつまでも心に

留めていきたいと思います。皆様もお元気で、今後のご活躍、楽しみにしています。 

染谷
そ め や

恵司
け い じ

 

新しい図書館長の染谷と申します。墨田区の図書館に１２年勤めた経験を生かし、足立区民の皆様と一緒になっ

て素敵な図書館を作っていきたいと思っています。よろしくお願い申し上げます。 

※講座の受付初日は、午後１時

まで開催センター以外では 

受付できません 

こども体操（６日制） ちびっこ体操（６日制） 

日時：４月１８日～５月２３日 毎週火曜日 

午後３時３０分～４時３０分 

定員：４０名 

対象：４歳～就学前の子ども 

費用：１，９８０円 

講師：高橋恭子、鈴木清美、岩永祐子 

日時：４月１８日～５月２３日 毎週火曜日 

午後４時４０分～５時４０分 

定員：３５名 

対象：小学生 

費用：１，９８０円 

講師：鈴木清美、高橋恭子、岩永祐子 

 

次のページにて引き続き講座をご紹介します！→ 

http://2.bp.blogspot.com/-k01W2LDbcBY/Vt_uERxv6iI/AAAAAAAA4s4/shalYuqJR9o/s800/undoukai_baton_relay.png
http://3.bp.blogspot.com/-WCXzfndJWAM/USwPa3kgZ5I/AAAAAAAAOY0/v29yKzHUvys/s1600/youchienji.png
http://1.bp.blogspot.com/-eGnLpdvM0QI/UUFxpbRuFwI/AAAAAAAAOyU/LCrTPqHZ8Vs/s1600/dance_hiphop.png
http://2.bp.blogspot.com/-PSpxdsAmJUQ/VnE29tWXkNI/AAAAAAAA1vw/ZBaLhCZVpQk/s800/dance_toeshoes.png


                                                                                                          

  

  

ｐ５ ｐ４ 

日時：４月１９日～５月３１日 毎週水曜日 

（５月３日を除く）午前１０時～１１時 

定員：１５組 

対象：２～３歳の子どもと保護者  

費用：３，３６０円 

講師：高橋恭子 

日時：４月７日 金曜日 

   午後１時～４時  

対象：どなたでも 

定員：１５名 

費用：無料 

講師：ボランティア技術屋集団あだちトイドクターズ 

日時：４月１３日・２７日 毎月第２・４木曜日 

   午後１時１５分～２時１５分 

対象：おおむね６０歳以上の方 

定員：１５名 

費用：２００円 

講師：岩男叔子 

日時：４月２３日 日曜日 

   午後１時３０分～３時 

 

日時：５月２日 火曜日 

午前１０時～１０時４０分 

対象：首の据わった３カ月～１歳未満の 

子どもと保護者 

定員：１０組 

費用：４４０円 

講師：いけしたふみよ 

日時：４月６日・２０日 毎月第１・３木曜日 

   午前１０時～１１時３０分 

 

  は「７０歳以上の方」、「障がい者手帳をお持ちの方」の受講料が３割引になる講座を表しています。お支払

い時に年齢が証明できるものや障がい者手帳をご提示ください。 

    当日受付のため、定員になった場合は参加できない場合があります。 

は持ち物があります。事前にご確認ください。 

※お申込みは 1人、月１回まで 

 

日時：５月２日 火曜日 

   午前１１時～１１時４０分 

対象：１歳の子どもと保護者 

定員：１０組 

費用：４４０円 

講師：いけしたふみよ 

はつらつ教室 ＩＴサロン 

はじめての音遊び 
ベビーリトミック 

１歳児の親子リトミック 

みんなで脳トレサロン 
「体を動かして脳を刺激」 

赤ちゃん大喜びの 
ベビーマッサージひろば 

日時：４月２７日 木曜日 

午前１０時～１１時３０分 

定員：１０組 

対象：２カ月～１歳未満の子どもと保護者  

費用：１，０８０円 

講師：石田理佳 

伊興写真サロン 

日時：５月７日 日曜日 

午前１０時～正午  

対象：１６歳以上の方 

定員：１０名 

費用：無料 

講師：伊興写真サロンボランティア 

子連れでもＯＫ 
みんなのピラティス＆ヨガ 

日時：４月２８日 金曜日 

午後１時～２時 

定員：１５名 

対象：１６歳以上の方 

費用：５５０円 

講師：イーディ・オオツ 

伊興おもちゃの病院 

日時：４月８日・１５日 いずれも土曜日 

   午後２時～４時  

対象：１６歳以上の方 

定員：６名 

費用：２００円 

講師：ＩＴサロンボランティア 

 

 ４月から 

月２回に 

なります！ 

 

 ４月から 

事前受付に

なります！ 

 

 ４月から 

事前受付に

なります！ 

 

楽しい折り紙ひろば 

心と体を育てる親子体操（６日制） 

今回ご紹介するのは、センターから徒歩５分、３５年

以上鮮魚を扱っている「高橋水産」さんです。 

●店舗情報● 

住 所…足立区伊興１－１９－１３ 

電 話…０３－３８９７－６３９７ 

営業時間…午前１０時～午後８時 

定 休 日…毎週日曜日・月曜日 

自薦他薦問いません！ 

伊興センターまで情報をお寄せください。 

電話：０３-３８５７-６５３７ 

働く伊興の 

応援隊 

特別なものは置いてない。 

元々は鮮魚専門だったお店ですが時代の流れ

に合わせて現在ではサラダや煮物などのお惣菜

も多く取り扱っています。店主自らが区内の市場

で鮮度の良いものを仕入れ、仕込みから調理まで

全てに携わってお店に並ぶ商品。さけ、しょうゆ、

みりんなどのシンプルな調味料だけで作る、よく

ある家庭の味。でも添加物のほとんどない、普通

だけど「安心しておいしく食べられる」そんなこ

だわりのお惣菜とお刺身が自慢です。営業時間は

夜８時までですが、大体７時頃までには売り切れ

てしまうとの事。少し早めの来店が吉？ 

取材した日のお惣菜の一部、サバ煮付に子持

ちカレイ。他にも大根煮やマカロニサラダな

ど魚の入らないお惣菜もあります。もちろん 

大きな魚の切

り身を下ろす

店主の姿。「お

店に並ぶ全て

の食材をこう

して自ら手を

かけているか

らこそ、大変

だけど安心し

て売れる」と

語ります。 

 お店に面した通りはあまりお店がありませんが、昔はとても賑わう商店街だったそうです。そ

んな中でもお店を続ける高橋水産さんには、地域の方だけでなく、お客さんがお客さんを呼び、

こだわりの「普通」を区外から求めてくる人もいるのだとか。中には母から娘へ、孫へと世代を

超えて利用されるお客さんも。「おかずに困った、作るのが面倒。そんな時に思い出して来てほ

しい。他の方法とうまく使い分けてたまに来てもらえれば嬉しい」と店主は語っていました。 

「普通」へのこだわり 

鮮度抜群の

お刺身も！ 

取材中はま

だ夕方前な

のに何人も

のお客さん

が買って行

く姿が見ら

れました。 

http://3.bp.blogspot.com/-z2DR46Jz7UM/U6QoyOf4qfI/AAAAAAAAhjI/C8jbGIj7Ulw/s800/omocha_kisya.png
http://4.bp.blogspot.com/-jJgFtIljf3A/UO1il0aflmI/AAAAAAAAKhA/1CTiKUp3lbs/s1600/camera_man.png
http://3.bp.blogspot.com/-6_j61vTH2ZQ/VW6AkrGpZFI/AAAAAAAAt-4/DDOwOCKLwFA/s800/yoga_kodachi.png
http://4.bp.blogspot.com/-SkgEGxa2ZvA/V2ube0L-7wI/AAAAAAAA7pE/VhlxjojNT4YlNdJNS0Ew7NhTGHXSdA_4wCLcB/s800/dance_taiiku2.png
http://2.bp.blogspot.com/-YsWqGAXKiCI/UnIEBpLUh1I/AAAAAAAAZ8U/y93ANBgvFi4/s800/baby_massage.png


                       

 

伊興住区センター 
住所：伊興５－２２－１３ 

電話：０３－３８５５－２７０７ 

（休：２・９・１６・１７・２３・２９・３０） 

 

悠々館☆住区ｄｅ団らん 

４月１９日（水） 午後５時～７時 

場所：大広間 

たくさんの参加をお待ちしています。 

※食事は各自ご持参ください。 

 

児童館☆しんにゅう・しんきゅうおいわい会 

４月１９日（水） 午後３時～４時 

ちゃり～さんのマジックショー♪ 

うたって、おどって楽しい時間をすごそう！！ 

あそびに来てね！！プレゼントもあるよ♪ 

東伊興生活館児童館 

住所：東伊興３－２３－６ 

電話：０３－３８９７－２２２５ 

（休：２・９・１０・１６・２３・２９・３０） 

 

☆生活館でたのしくあそぼう 

こうさく プラバン作り 

３月１９・２０日（水・木） 午後２時～５時 

対象：小学生 

 

☆どんぐりっこ（登録制３０組） 

２８日（金） 午前１０時３０分～１１時３０分 

対象：１歳６カ月～３歳 

受付：４月１日（土）から窓口で申し込み受け付けます。 

栗原北住区センター 
住所：栗原４－１９－１５ 

電話：０３－３８９９－８７６１ 
（休：２・９・１６・１７・２３・２９・３０） 

 

悠々館☆住民会議のお知らせ 

４月２３日（日） 午後６時～ 

場所：集会室 

住区センター運営に対するご意見など、近隣の皆様

方のご出席をお待ちしています。 

児童館☆しんにゅう・しんきゅうおいわい会 

４月２７日（木） 午後３時～４時 

対象：小学生 

けいさつの方がこうつうあんぜんのおはなしをして

くれます。 

東伊興住区センター 
住所：東伊興１－５－２２ 

電話：０３－３８９９－８５３１ 
（休：２・９・１６・１７・２３・２９・３０） 

 

悠々館☆ティータイム（２回制） 

４月２１日（金） 

午前１０時３０分～正午/午後２時～３時３０分 

材料費：各回５００円 

定員：各回１５名 

 

児童館☆しんにゅう・しんきゅうおいわい会 

４月１２日（水） 

受付：午後３時～４時 

場所：じどうかんホール 

対象：小学生 

 

西新井住区センター 
住所：西新井７－１９－６ 

電話：０３－３８５４－１５２７ 

（休：２・９・１６・２３・２４・２９・３０） 

 

悠々館☆住区ｄｅ団らん 

４月１９日（水） 午後５時～７時 

場 所：大広間 

参加費：３００円 

みんなで夕ご飯、ゲームやカラオケで楽しく団らん！ 

申込は受付窓口へどうぞ。 

 

児童館☆しんきゅうおめでとう会 

４月１２日（水） 午後３時～４時 

受付：午後２時５０分 

対象：１８才以下（就学前の子どもは保護者同伴） 

ゲームとクイズ、みんなあそびにきてね！ 

西伊興住区センター 
住所：西伊興１－１２－１２ 

電話：０３－３８９６－７３６２ 

（休：２・９・１０・１６・２３・２９・３０） 

悠々館☆平成２９年度 教室入室募集中 

まだ空きのある教室もあります。 

ご希望の方はお気軽にお問合わせください。 

 

児童館☆しんにゅう・しんきゅうおいわい会 

４月１７日（月） 

時間：午後４時～４時５０分 

（受付は３時４５分から） 

対象：小学生以上 

新一年生・新しいおともだちみんなで、ゲームをして

遊ぼう。 

 

  

ｐ６ 
ｐ７ 

足立区についての様々な情報を、あらか

じめ登録された携帯電話やパソコンのメ

ールアドレス宛にお送りします。登録をご

希望の方は足立区のホームページ

（http://www.city.adachi.tokyo.jp/）を

ご覧ください。 

【防犯・防火情報】 

 警察署・消防署などから提供された情報

をもとに、区内で起こった犯罪の情報や悪

質商法被害の情報などをお届けします。 

また、災害・子どもの安心情報なども配信

されています。 
 

【防犯・防火情報】（危機管理課） 

■足立区新田で発生した連続放火について 

■報道によると、北区の住宅街で他人のバイ

クを燃やし、損壊した疑いで、住所不定、

無職の男（41歳）が逮捕されました。この

男は２月中旬、足立区新田で発生した連続

放火についても関与を供述しているとのこ

とです。 

■区民の皆様方には引き続き、放火防止対策

に努めてください。 

■屋外に燃えやすいものを放置しないように

し、整理整頓に心がける。 

■ゴミ出しは決められた収集時間を守る。 

■自転車やバイクのボディーカバーは防炎処

理されたものを使う。 
 

西新井消防署 03‐3853‐0119 
 

  

西新井消防 検索 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nisiarai/index.html 

 

首都東京を守る消防団に入団しよう 

 

１ 年齢１８歳以上の方 

２ 心身ともに健康な方 

３ 消防団の区域内に居住・勤務、又は通学している方 

西新井消防署 ℡ ３８５３－０１１９ 大師前出張所 ℡ ３８８６－０１１９ 

上沼田出張所 ℡ ３８５５－０１１９ 本木出張所  ℡ ３８８９－０１１９ 

舎人出張所  ℡ ３８５６－０１１９ 

 

消防団は、火災などの災害活動や応急救護の普及活動など、幅広い活動を行っ

ています。 

会社員や自営業、大学生など男女を問わず様々な職業や年齢層の方々が、火災

や地震などの災害が発生した時に、地域の防災リーダーとして活躍しています。 

お問合せは 

最寄りの消防署まで 

消防団への入団条件 



                                                                                                          

  

日 月 火 水 木 金 土 

      １ 

 

屋内施設６月分 

一般受付開始 

屋外施設５月分 

抽選受付開始 

（～９日） 

体育館個人利用 

（午後Ⅱ・夜間） 

 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

写真サロン 

スポーツ広場 

 

 
子どもバレエ体験 

（Ｙ・Ｋバレエスタジオ） 
 

ベビーリトミック 

親子リトミック 

 

太極拳 

シェイプアップ 

 

いきいき体操 はつらつ教室 

 
ヨガ＆ウェイト 

スポーツ広場 

 

 
おもちゃの病院 ＩＴサロン 

指導員付（午後） 登録（午前） 
指導員付（午前） 

登録（夜間） 
指導員付（午前） 

  英語おはなし会 伊興読書さろん 

９ １０ 

 

１１ １２ 

 

１３ １４ １５ 

 

スポーツ広場 

 

 

 

  屋外施設５月分 

当選者受付開始 

 

脳トレサロン 

スポーツ広場 

体育館無料公開 

（終日） 

 

 

ＩＴサロン 

 

 

 

指導員付（午前） 
指導員付（午後） 

登録（夜間） 
指導員付（夜間） 

指導員付 

（午前・夜間） 

 

登録（午前） 

指導員付（午後） 

   おはなし会    

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

体育館個人利用 
（終日） 

 
 

ちびっこ体操 

こども体操 

 

ヨガ＆ウェイト 

親子体操 

はつらつ教室 

スポーツ広場 
 
子どもバレエ 

サークル体験 

（バレエサークル リボン）  

登録（午後） 指導員付（午前） 指導員付（午前） 

 おはなし会 親子おはなし会  

２３ ２４ ２５ 

 

２６ ２７ ２８ ２９ 

テニスコート５月分 

一般受付開始 

折り紙ひろば 
野球場・運動場 

５月分一般受付開始 

 

スポーツ広場 

 

屋外施設５月分 

電話受付開始 

 

ベビーマッサージ 

脳トレサロン 

スポーツ広場 

 

 
ピラティス＆ヨガ  

登録（午前） 指導員付（午前） 登録（午前・午後） 

 春のスペシャルおはなし会 図書館休館日 

 

 

 

  

ｐ８ ｐ９ 

以下の講座は４/２６（水）午前９時より受付開始となります 

内容等詳しくはあだち広報４/２５号、またはよいしょ５月号をご覧ください。 

はつらつ教室 

５/４・１８（木） 

午前１０時～１１時３０分 
 

赤ちゃん大喜びのベビーマッサージひろば 

５/２５（木） 午前１０時～１１時３０分 
 

ちびっこ体操（６日制） 

６/６～７/１１ 毎週火曜日 

午後３時３０分～４時３０分 
 

以下の講座は開催当日の受付となります。当日、直接会場にお越しください。 

伊興おもちゃの病院 

５/５（金）午後１時～４時 
 

楽しい折り紙ひろば 

５/２８（日）午後１時３０分～３時 

 

ストレッチポールでリラックス（５日制） 

５/１８～７/６ 第１・３・５木曜日 

午後１時１５分～２時１５分 

子連れでもＯＫ みんなのピラティス＆ヨガ 

５/２６（金） 午後１時～２時 

 

内容・日程は一部変更になる場合がございます。 

事前にご確認ください。 

皆様のご予約・ご参加、お待ちしております。 

シェイプアップエクササイズ（８日制） 

５/３１～７/１９ 毎週水曜日 

午前１０時～１１時３０分 

みんなで脳トレサロン「体を動かして脳を刺激」 
５/１１・２５（木） 

午後１時１５分～２時１５分 
 

ヨガ＆ウェイトトレーニング（４日制） 

５/１６（火）・６/１（木）・６/２０（火）・７/６（木） 

午後７時３０分～８時３０分 
 

心と体を育てる親子体操（７日制） 

６/７～７/１９ 毎週水曜日 

午前１０時～１１時 
 

いきいき体操（８日制） 

５/３１～７/１９ 毎週水曜日 

午後１時３０分～３時 

伊興写真サロン 

６/４（日） 午前１０時～正午 

はじめての音遊び ベビーリトミック 

６/６（火） 午前１０時～１０時４０分 
 

１歳児の親子リトミック 

６/６（火） 午前１１時～１１時４０分 
 

こども体操（６日制） 

６/６～７/１１ 毎週火曜日 

午後４時４０分～５時４０分 
 

ＩＴサロン 

５/１３・２０（土）午後２時～４時 
 

ヒップホップダンスサークル体験（４日制）Ａ・Ｂ 

６/７～６/２８ 毎週水曜日 

Ａ：４歳～小学３年生 午後４時１５分～５時 

Ｂ：小学４～６年生 午後５時１５分～５時４５分 
 

◎体育館利用案内 ＊午前＝午前９時～正午、午後Ⅰ＝午後０時３０分～３時、午後Ⅱ＝午後３時３０分～６時、夜間＝６時３０分～９時 

★毎週月曜日（スポーツ広場）午後Ⅰ：ファミリーテニス、午後Ⅱ：一輪車、夜間：ビーチボールバレー 
★毎週金曜日（スポーツ広場）午前：バレーボール 
★第１土曜日（個人利用）午後Ⅱ：バドミントン／バスケ、夜間：卓球／種目指定なし 
★第３土曜日（無料開放）午前：種目指定なし、午後Ⅰ：ファミリーテニス／ビーチ、午後Ⅱ：バドミントン／バスケ、夜間：卓球  
★第３日曜日（個人利用）午前：種目指定なし、午後Ⅰ：ファミリーテニス／ビーチ、午後Ⅱ：卓球／バスケ、夜間：バドミントン 

 
◎トレーニングルーム利用案内 午前９時～午後９時 受付は午後８時まで ＊ご利用には登録（予約制）が必要です 

全館休館日 

 

 

 

利用者懇談会 

講座受付開始 

http://2.bp.blogspot.com/-1DVfCJhxpUY/UrlnDdbLpZI/AAAAAAAAcM0/tuotN_YtHVY/s800/denwa_business_woman.png
http://3.bp.blogspot.com/-tm5KbWlQAL4/VPQTqk3ZKWI/AAAAAAAAsAA/7hpKrdmrl5o/s800/soudan_madoguchi.png
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnraz999rMAhUIVZQKHaosB98QjRwIBw&url=http://kmsys-freesozai.seesaa.net/article/103033441.html&psig=AFQjCNHHvji24fk0ld_3Xz-quCjwnnhP4w&ust=1463362388791806
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnraz999rMAhUIVZQKHaosB98QjRwIBw&url=http://kmsys-freesozai.seesaa.net/article/103033441.html&psig=AFQjCNHHvji24fk0ld_3Xz-quCjwnnhP4w&ust=1463362388791806
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnraz999rMAhUIVZQKHaosB98QjRwIBw&url=http://kmsys-freesozai.seesaa.net/article/103033441.html&psig=AFQjCNHHvji24fk0ld_3Xz-quCjwnnhP4w&ust=1463362388791806
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnraz999rMAhUIVZQKHaosB98QjRwIBw&url=http://kmsys-freesozai.seesaa.net/article/103033441.html&psig=AFQjCNHHvji24fk0ld_3Xz-quCjwnnhP4w&ust=1463362388791806


                       

 

 

  

ｐ１０ ｐ１１ 

◇伊興読書さろん◇ 
【日時】４月７日（金） 

    １４：００～１５：３０ 

【会場】センター２階 第２学習室 

４月の作品は、館内のポスター・チラシにて

ご紹介しています。ぜひご覧ください。 

＊５月の予定＊ 

【日時】 ５月５日（金） 

 時間・会場は上記と同じです。 

 

≪予定作品≫ 

・〈朗読〉「第３話ベッカンコおに」ゆきこんこん物語より 

さねとうあきら/作            

・〈絵本〉「おおおかさばき」  川端誠/作 

    「ワシとミソサザイ」  

         ジェーン・グドール/再話 

ほか、３作品を予定しています。お楽しみに！ 

伊興図書館休館日 

４月１７日（月）に開館している館 

中央・佐野・鹿浜・竹の塚・花畑・保塚・やよい・新田コミュニティ 開館 

４月２８日（金） 足立区立図書館全館休館 

センター関連棚 

「動いて爽快！」 

伊興センターでは、赤ちゃんから大人まで楽しめる、

体を動かす講座が盛りだくさん！ 図書館でもトレーニ

ングやダイエットに効く本を揃えました。 

講座と合わせて是非ご覧ください！ 

★各講座の詳細は本書３・４ページをご覧ください。 

その他のお問合わせは伊興センターまでお願いします。 

４月一般特集棚「家庭の知恵袋」 
 

新しい季節、新しい環境……春は何かと気分が浮き立ちます。ここで一度、生活の足元を見直

してみませんか？ ご家庭での新鮮なスタイルが見つかるかもしれません！ 

 

＜４月号から新規雑誌・受入れ中止雑誌のおしらせ＞ 

 

「新刊雑誌」CaSa BruTus(カーサ ブルータス) 

月刊誌・毎月１０日発売 

PRESIDENT WOMAN（プレジデント ウーマン） 

月刊誌・毎月７日発売 

 「中止雑誌」ペイントグラフトデザインズ 

年２回１５日発売 

 

  

 

 

４月のピックアップ 

●●●雑誌リサイクル・本のとらばーゆご案内●●● 
 

■雑誌リサイクル ４月 ２日（日）１０時から４月１０日（月）まで 

■本のとらばーゆ ４月１１日（火）１０時から 

※どちらも無くなり次第終了 どちらもお一人様２冊まででお願いします。 

 

 

 

 

・。＊児童担当のつぶやき＊。・ 

あたたかな春がやってきました。 

新しい環境にワクワク・ドキドキの季節ですね。 

“学校なんて行きたくない！” 

そんな声も聞こえてきそうですが… 

今月はそんな子が主人公のこの本をご紹介！ 

『ぜったい がっこうにはいかないからね！』 

ローレン・チャイルド/作 フレーベル館 

ご予約もできますので、ぜひおいでください♪ 

 
 

【おやこおはなし会】 

４月２０日（木） 

時間＝１０：３０～１０：５０ 

会場＝センター２階 教養室（たたみのへや） 

 

伊興図書館子ども向けイベントコーナー 
 

【春のスペシャルおはなし会】 

４月２６日（水） 

時間＝１５：１５～１６：００ 

会場＝センター２階 教養室（たたみのへや） 

 

【英語おはなし会】 

４月５日（水） 

時間＝１５：１５～１５：４５ 

会場＝センター２階 教養室（たたみのへや） 

 

【おはなし会】（第一水曜日を除く毎週水曜日） 

４月１２日、１９日、２６日 

時間＝１５：１５～１５：４５ 

会場＝センター２階 おはなしのへや 

 

 ４月児童特集棚 

「入園・入学おめでとう！」 

今月も引き続き、保育園や幼稚園、 

新たな学校生活にぴったりな本を 

ピックアップしています♪ 

春の訪れのミニ特集も展示中！ 

 

 

今年のテーマは「旅」！ 

普段は中々見ることができない超大型の絵本がやってくる☆ 

４月２６日（水） 

時間：１５：１５～１６：００ 

場所：センター２階教養室（たたみのへや） 

 

申し込みは不要！ 

１０分前からお部屋に入れるよ！ 

 
 



                                                                                                          

  

 
「よいしょ」をよんでいる“みんな”が

かんがえてくれたクイズをのせています 

★東武スカイツリーライン「西新井駅」西口より東武バス 

「西新井消防署前」下車 3 分  

★足立コミュニティバスはるかぜ 西新井駅西口⇔舎人団地 

「伊興地域学習センター東」下車 3分 

★東武スカイツリーライン「竹ノ塚駅」西口より、徒歩 15 分 

（バスをご利用の場合、本数が少ないのでご確認のうえご来館ください） 
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Ｑ１．「てん」を とると でっかくなる 

どうぶつ なあに？ 

 （RIKARIKAJUN さん） 

 

 

 

  
 

Ｑ２．たたくと われちゃう がっきは？（ここ２さん） 

Ｑ３．お正月には たくさん ふくを きていて 12月には 

１まいに なるものは なぁーんだ？（ふぅーちゃんさん） 

 

 

 

 

にに 

 

 

に？に 

みんなが考えた 

じまんのクイズ 

ぼしゅうちゅう！ 

 

・とうこうようしにクイズをかいて、ポストにいれてね。 

ようしとポストは、１かいのとしょかんカウンターのちかくにあるよ。 

・クイズがのったおともだちは、4月 30日までに、けいひんをとりにきてね。 

クイズはいつでも 

うけつけちゅう！ 


