
 

 

伊興写真サロンボランティア 清水正信さん 撮影 （平成２８年４月） 

八ヶ岳「八ヶ岳ブルーに泳ぐ」 

 ５月、爽やかな季節になりましたね。今月号は、不定期掲載コーナーとして、「いこうのまちかど」がス

タートします。お出かけにぴったりなこの時季、ご紹介した施設にお散歩やサイクリングがてら、足を運ん

でみませんか？（詳細は本紙２ページをご覧ください） 

 また、巷で噂の「おはじきサッカー」について、今月号からその内容に触れていきます！ 

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。 

 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日時：５月２６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 

日時：５月２５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 

ｐ２ ｐ３ 

不定期掲載新コーナーの「いこうのまちかど」では、取材班が見つけた、伊興地

域の街角の風景をお伝えします。第一回目は「伊興遺跡公園」をご紹介します。 

●施設情報● 

住 所…足立区東伊興４－９－１ 

電 話…０３－３８９８－９１１８ 

入 館 料…無料 

開館時間…午前１０時～午後４時 

（公園は午前９時３０分～午後４時） 

定 休 日…年末年始の１２月２８日～１月４日 

     その他教育委員会で定めた日 

 寺町の中に位置する遺跡公園は、近隣の小

学校の遠足や社会科見学でお馴染みです。近

所のお子さんたちの憩いの場にもなっていま

す。 

庭には、竪穴式住居が再現され、中を覗き込むと当時の

生活を知ることができます。 

 

展示館内では、縄文・古墳時代の出土品や、発掘調

査の様子が展示されています。２階には学習スペース

があり、館内でしか見られない資料も！ 

また、館内や展示品の説明を聞くこともできます。 

※館内の説明をご希望の場合は、地域文化課文化財係 

（０３－３８８０－５９８４）までご連絡ください。 

 １階のホワイトボ

ードに掲示している

壁新聞は、一昨年の

夏ごろ、区長が発案

されたそうです。可

愛らしいはにわの絵

や写真に、思わず目

が行きます。 

 「おはじきサッカー」をご存知ですか？ 

 その名の通り、サッカー選手に見立てた駒

を指ではじき合うボードゲームです。 

 この度、めでたく足立区において、「アジア

カップ」が開催されることになりました！  

プレイベントも行われるので、ぜひ足を運ん

でみてください。（右記参照） 

次号からは、おはじきサッカーについて詳

しくご紹介します。 

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：５月５日 金曜日 

   午後１時～４時（受付は３時３０分まで） 

対象：どなたでも 

定員：１５名 

費用：無料（材料費や部品代がかかる場合があります） 

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：６月７日～２８日 毎週水曜日 

Ａ）午後４時１５分～５時     Ｂ）午後５時～５時４５分 

対象：Ａ）４歳～小学３年生       Ｂ）小学４～６年生 

定員：各２０名 

費用：各４０円 

講師：登録団体「ＡｎｋｕｒＡ（アンクラ）」指導者 

ヒップホップダンスサークル体験（４日制）Ａ・Ｂ 
 当センター登録団体「ＡｎｋｕｒＡ（アンクラ）」さんの体験講座です。リズムに合わ

せて格好良く踊りませんか？ 最終日はみんなの前で発表会を行います！ 

 

 
お家に壊れてしまったおもちゃはありませんか？ 「トイ・ドクター」が無料で診断・治療

します！ 愛着があって捨てられない思い出のおもちゃなど、ぜひお持ちください。 

※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 

次のページにて引き続き講座をご紹介します！→ 

伊興おもちゃの病院 

子連れでもＯＫ 
みんなのピラティス＆ヨガ 

ヨガ＆ウェイトトレーニング（４日制） 

日時：５月１６日、６月１日、２０日、７月６日 

それぞれ火曜日、木曜日 午後７時３０分～８時３０分 

定員：２０名 

対象：１６歳以上の方 

費用：２，２００円 

講師：イーディ・オオツ 

ストレッチポールで 
リラックス（５日制） 

赤ちゃん大喜びの 
ベビーマッサージひろば 

日時：５月１８日～７月６日 第１・３・５木曜日 

午後１時１５分～２時１５分 

定員：２０名 

対象：１６歳以上の方 

費用：２，７５０円 

講師：岩男叔子 

 

http://1.bp.blogspot.com/-_Z9MyKSXaIU/U6QowWHUTFI/AAAAAAAAhic/aLTNSWwrcyU/s800/omocha_heitai.png
http://3.bp.blogspot.com/-z2DR46Jz7UM/U6QoyOf4qfI/AAAAAAAAhjI/C8jbGIj7Ulw/s800/omocha_kisya.png
http://1.bp.blogspot.com/-OArBvscVu3g/Ut0BR8InrEI/AAAAAAAAdVw/QCfdk6o9e2k/s800/dumbbell_woman.png
http://2.bp.blogspot.com/-YsWqGAXKiCI/UnIEBpLUh1I/AAAAAAAAZ8U/y93ANBgvFi4/s800/baby_massage.png
http://3.bp.blogspot.com/-6_j61vTH2ZQ/VW6AkrGpZFI/AAAAAAAAt-4/DDOwOCKLwFA/s800/yoga_kodachi.png


                                                                                                          

  

  

ｐ５ ｐ４ 

日時：６月７日～７月１９日 毎週水曜日 

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：３，９２０円 

講師：高橋恭子 

日時：５月１１日・２５日 毎月第２・４木曜日 

   午後１時１５分～２時１５分 

費用：２００円 定員：１５名 

日時：５月２８日 日曜日 

   午後１時３０分～３時 

費用：無料 定員：２５名 

 

日時：６月６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：５月４日・１８日 毎月第１・３木曜日 

   午前１０時～１１時３０分 

費用：無料 定員：３０名 

  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：６月６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」 

伊興写真サロン 

日時：６月４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 

日時：５月１３日・２０日 いずれも土曜日 

午後２時～４時 

費用：２００円 定員：６名 

 
楽しい折り紙ひろば 

心と体を育てる親子体操（７日制） 

シェイプアップ 
エクササイズ（８日制） 
 日時：５月３１日～７月１９日 毎週水曜日 

午前１０時～１１時３０分 

定員：６０名 

対象：１６歳以上の方  

費用：３，５２０円 

講師：岩男叔子、岩永祐子 

いきいき体操（８日制） 

日時：５月３１日～７月１９日 毎週水曜日 

午後１時３０分～３時 

定員：５０名 

対象：おおむね６０歳以上の方  

費用：３，５２０円 

講師：宮川時江、大日方則子 

ちびっこ体操（６日制） 

日時：６月６日～７月１１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 

こども体操（６日制） 

日時：６月６日～７月１１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 

今回ご紹介するのは、センターから南に歩いて７分、

自然食品や有機野菜を取り扱う「はる菜」さんです。 

●店舗情報● 

住  所：西新井 4-31-16 

電話番号：03-3856-1245 

営業時間：月曜～金曜/午前 11時～午後 7時 

      土曜～祝日/午前 11時～午後 6時 

     日 曜/正午～午後 5時 

定 休 日：第 1日曜日（臨時休業あり） 

駐 車 場：１台分あり 

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 

地域に住む常連さんは「孫に安心できるものを食

べさせたいし、ここで買った野菜はシンプルな味付

けでもすごく美味しいから喜んで食べますよ。もう

生活に欠かせないお店です」と絶賛！特に有機野菜

は子どもでも味の違いが分かるほど、えぐみがなく

て、みずみずしく、味もしっかりしているとのこと。 

手をかけて作られたものはやっぱり美味しい！ 
そして、カラダも心地いい！ 

店主は前職の頃から有機食材や調味料の良

さを知っており、20年前に体を壊したことを

機に「自分にはあの有機食品がいいのかも」

と独立を決意。まずは五反野で開業、10年前

に出身地である伊興地域に移転しました。 

「まずは『さしすせそ』の調味料からいか

がでしょう。本当に美味しいので、ぜひ試し

ていただけたらと思います」と店主の増田さ

ん。新しい出会いがきっとある「はる菜」さ

んに、皆さんも一度足を運んでみては。 

←
ベ
ジ
タ
ベ 

協
力
店 

 配達はご相談ください 

西新井消防署から南に進むと、軒先に美味しそう

なお野菜が並ぶ商店「はる菜」さんがあります。農

薬や化学肥料に頼らずに作られた野菜、お菓子や食

材や調味料などの有機加工食品、自然食品、石けん

などの生活雑貨などを専門に販売しています。 

店内に一歩入ると、まず品数の多さに驚きます。

できるだけ「有機栽培や国内産」「昔ながらの製法

で作られたもの」という条件の下、店主が味見をし

て美味しいと思ったものを置いているそうです。 

梅と塩としそのみで作られた有機梅干しは、し

ょっぱくて、すっぱくて、懐かしい味。コレだ

けを求めて来る人もいる根強い人気商品です。 

http://3.bp.blogspot.com/-WCXzfndJWAM/USwPa3kgZ5I/AAAAAAAAOY0/v29yKzHUvys/s1600/youchienji.png
http://4.bp.blogspot.com/-jJgFtIljf3A/UO1il0aflmI/AAAAAAAAKhA/1CTiKUp3lbs/s1600/camera_man.png
http://1.bp.blogspot.com/-Lu585amv9W0/UReR1QNlRyI/AAAAAAAAMUU/Dsu3PveWLrI/s1600/taisou_oldman.png
http://2.bp.blogspot.com/-ZL1l7GmWs4A/Vkb_FVB6YuI/AAAAAAAA0Z4/S4sOjt619EY/s800/stretch_woman.png
http://4.bp.blogspot.com/-SkgEGxa2ZvA/V2ube0L-7wI/AAAAAAAA7pE/VhlxjojNT4YlNdJNS0Ew7NhTGHXSdA_4wCLcB/s800/dance_taiiku2.png
http://2.bp.blogspot.com/-k01W2LDbcBY/Vt_uERxv6iI/AAAAAAAA4s4/shalYuqJR9o/s800/undoukai_baton_relay.png


                       

 

東伊興生活館児童館 

住所：東伊興３－２３－６ 

電話：０３－３８９７－２２２５ 

（休：３・４・５・７・８・１４・２１・２８） 

 

☆第１２回生活館ウオッチング 

日時：５月２７日（土） 午後１時～３時３０分 

ウオッチングはせいかつかんのおまつりです。 

おもしろいゲーム、こうさく、食べ物コーナーなど楽し

いことがいっぱいまっています。あそびにきてね！ 

 

☆こうさく『どきどきチャレンジ』 
日時：５月１７日（水）・１８日（木）午後２時～５時 

対象：小学生 

栗原北住区センター 
住所：栗原４－１９－１５ 

電話：０３－３８９９－８７６１ 
（休：３・４・５・７・１４・１５・２１・２８） 

 

悠々館☆健康体操（ウォーキング） 
日時：５月３１日（水） 午後１時３０分～２時３０分 

場所：栗六公園 

集合：午後１時３０分 住区センター大広間 

定員：４０名 

受付：５月１６日 栗原北住区センター窓口で受付 

 

児童館☆カーネーション工作 
日時：５月１０日（水） 午後２時～４時 

対象：小・中学生 

西新井住区センター 
住所：西新井７－１９－６ 

電話：０３－３８５４－１５２７ 

（休：３・４・５・７・１４・２１・２２・２８） 

 

悠々館☆住民会議 
日時：５月１０日（水） 午後６時３０分～７時３０分 

場所：大広間・娯楽室 

平成２９年度事業計画・予算審議・その他 

より良い住区センター作りと運営を行うため、地域の皆様

のご要望、ご意見を伺う会議です。 

多数の皆様のご出席をお待ちしています。 

 

児童館☆工作 

日時：５月１６日（火）・１７日（水） 

午後２時３０分～４時 

受付：午後３時３０分まで 

対象：小学生 

 

伊興住区センター 
住所：伊興５－２２－１３ 

電話：０３－３８５５－２７０７ 

（休：３・４・５・７・１４・１５・２１・２８） 

 

悠々館☆新緑を歩こう会 
日時：５月２０日（土） 雨天中止 

集合：午前９時 舎人公園駅改札前 

交通費：シルバーパス等  

持物：敷物、雨具、帽子等 

（お茶１本が参加賞で付きます） 

定員：３０名 

受付：４月２４日～５月１日まで窓口で受付 

 

児童館☆お茶会 

日時：５月３１日（水） 午後２時～４時 

場所：１かいの大広間 

受付：２かいの児童館 

対象：小学生以上 定員：先着９０名  

おいしいまっちゃと、おかしをいただきます。 

西伊興住区センター 
住所：西伊興１－１２－１２ 

電話：０３－３８９６－７３６２ 

（休：３・４・５・７・８・１４・２１・２８） 

悠々館☆手芸教室＜パール付きパスケース＞ 

日時：５月２２日（月） 午後１時～３時 

定員：１５人 材料費：５００円 

受付：５月１１日 午前１０時より窓口で受付 

児童館☆ちびっこあつまれ 

日時：５月１９日（金） 午前１１時～正午 

「ママのための健康チェック」 

保健師さん、栄養士さん、健康推進委員さんによる 

・体組成＆血圧測定 

・食生活の話 など 

（０歳児より自由参加） 

東伊興住区センター 
住所：東伊興１－５－２２ 

電話：０３－３８９９－８５３１ 

（休：３・４・５・７・１４・２１・２２・２８） 

 

悠々館☆住区ｄｅ団らん 

日時：５月１７日（水） 午後５時～７時 

費用：５５０円 

楽しく夕食をとりながら団らんしましょう。どなたでも

参加できます。 

申込み時は上記費用を添えてお申込みください。 

 

児童館☆ぽっぽくらぶ 

日時：５月１１日（木）・２５日（木） 

午前１０時３０分～１１時４５分 

１１日/オープニング 

２５日/歯のお話（竹の塚保健センター） 

対象：２歳以上（登録制） 

 

 

  

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
らん

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） 

 

【マイナンバーに関する偽メール】 

■地方公共団体情報システム機構（J-Lis）を

名乗ったマイナンバーに関する偽メールが

発生しています。 

■マイナンバーの更新が必要という内容で、

特定のページに誘導する URLが添付されて

います。 

■マイナンバー制度の更新という手続きはご

ざいませんので、ご注意ください。 

 

足立区危機管理課危機管理係  

電話 03-3880-5838 

家具類の地震対策で室内を安全に！ 

①集中収納 

収納先をまとめて、家具を 

置かないようにしましょう。 

家具転対策３つのステップ 

近年発生した地震で、けがをした人の３～５割が家具類の転倒・落下が原因でした。 

③対策器具の設置 

家具の配置を工夫して、 

身の安全を図りましょう。 

家具にあった対策器具を

設置しましょう。 

②レイアウトの工夫 

 

  

西新井消防 検索 

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

 



                                                                                                          

  

日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

屋内施設７月分 

一般受付開始 

屋外施設６月分 

抽選受付開始 

（～７日） 

スポーツ広場 

 
ベビーリトミック 

親子リトミック 
 

はつらつ教室 

おもちゃの病院 
体育館個人利用 

（午後Ⅱ・夜間） 

 
登録（午前）  

 英語おはなし会 伊興読書さろん 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

写真サロン スポーツ広場 
キッズヒップホップ 

サークル体験  屋外施設６月分 

当選者受付開始 

（～１９日） 

脳トレサロン 

スポーツ広場 

ＩＴサロン 

指導員付（午後） 
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  

１４ １５ 

 

１６ １７ 

 

１８ １９ ２０ 

 
 

 

 

ヨガ＆ウェイト  
はつらつ教室 
ストレッチポール 

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（午前） 指導員付（午前） 

  おはなし会 おやこおはなし会  家族ふれあいおはなし会 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

体育館個人利用 
（終日） 

 
スポーツ広場 

テニスコート 

６月分一般受付開始 

野球場・運動場 

６月分一般受付開始 

 
屋外施設６月分 

電話受付開始 

脳トレサロン 
ベビーマッサージ 

スポーツ広場 

 

ピラティス＆ヨガ 

 

登録（午後） 指導員付（午前） 指導員付（夜間） 指導員付（午前） 登録（午前・午後） 

   おはなし会  

２８ ２９ ３０ 

 

３１    

折り紙ひろば 
 

スポーツ広場 

 
 

シェイプアップ 

いきいき体操 

 

登録（午前） 指導員付（午前） 

 図書館休館日 

 

 

 

  

ｐ８ ｐ９ 

はつらつ教室 

６/１・１５（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 

６/２２（木） 午前１０時～１１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 

６/２（金）午後１時～４時 
 

楽しい折り紙ひろば 

６/２５（日）午後１時３０分～３時 

 

子連れでもＯＫ みんなのピラティス＆ヨガ 

６/２３（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。 

アレンジも楽しめる！ ゆびで編む「つけ襟」づくり 

６/２４（土） 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」 
６/８・２２（木） 

午後１時１５分～２時１５分 
 

伊興写真サロン 

７/２（日） 午前１０時～正午 

はじめての音遊び ベビーリトミック 

７/４（火） 午前１０時～１０時４０分 
 

１歳児の親子リトミック 

７/４（火） 午前１１時～１１時４０分 
 

健康 太極拳（１１日制） 

６/２７～９/１２ 毎週火曜日（７/１８を除く） 

Ａ：基礎クラス 午前９時１５分～１０時３０分 

Ｂ：経験者クラス 午前１０時４５分～正午 
 

ＩＴサロン 

６/１０・１７（土）午後２時～４時 
 

書道サークル体験 

７/６（木） 午前１０時～正午 
 

丹澤
たんざわ

ゆうき 

 ２９年度４月より、足立区の東、佐野図書館から異動してきました丹澤と申します。 

心機一転がんばりますので、みなさまどうぞよろしくお願いします！ 

以下の講座は５/２６（金）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５/２５号、またはよいしょ６月号をご覧ください。 

◎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://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://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


                       

 

 

  

ｐ１０ ｐ１１ 

◇伊興読書さろん◇ 
【日時】５月５日（金） 午後２時～３時３０分 

【会場】センター２階 第２学習室 

５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。 

 

＊６月の予定＊ 

【日時】６月２日（金）  時間・会場は上記と同じです。 

≪予定作品≫  

・〈紙芝居〉「じごくけんぶつ」   水谷 章三/脚本  

 ・〈絵 本〉「ホネホネたんけんたい」松田 素子/ぶん 

 ・〈朗 読〉「天の町やなぎ通り」  あまん きみこ/作 

ほか、３作品を予定しています。お楽しみに！ 

【記事一部訂正のお知らせとお詫び】 

先月４月号の記事の一部に誤りが見られました。正しくは以下の通りです。 

謹んでお詫び申し上げます。 

【p１０ 伊興読書さろん 予定作品】 

 ・〈朗 読〉「ゆきこんこん」さねとうあきら/作 

↓ 

 ・〈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 

《雑誌リサイクル・本のとらばーゆご案内》 

■雑誌リサイクル ５月 ２日（火）午前１０時から５月１０日（水）まで 

■本のとらばーゆ ５月１１日（木）午前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。 

 

 

 

 

一般特集 「母の日」 

５月１４日は母の日です。今回ご紹介するのは、

いろいろな形の“母”について。 

 

 

児童特集 「みどりがいっぱい！」 

たくさんのはっぱがぐんぐん芽を出す季節

になりました。みなさんの周りでも色々なもの

が顔を出していませんか？ 本を片手に探して

みよう！ 

 センター関連特集 「親子で遊ぼう！」 

伊興センターで多数開催している“親子で参加で

きる講座”に関連して、親子で楽しめる本をご用意

しました。講座と合わせてお楽しみください！ 

 

★講座の詳細等は伊興センター

までお願いします。 

おはなし会のテーマは「春の遠足」 

５月２０日（土） 

時間：午後２時１５分～２時４５分 

場所：センター２階 おはなしの部屋 

おはなしの後は、パネルシアターをやるよ♪お楽しみに！ 

※パネルシアター…布を貼った舞台に絵などを貼ったり外したりして展開するおはなし 

 

【おはなし会】（第一水曜日を除く毎週水曜日） 

５月１０日、１７日、２４日 

時間：午後３時１５分～３時４５分 

会場：センター２階 おはなしのへや 

 

【おやこおはなし会】 

５月１８日（木） 

時間：午前１０時３０分～１０時５０分 

会場：センター２階 教養室（たたみのへや） 

 
おはなし会の時は…… 

＊１０分前からおへやにはいれるよ。 

＊当日、そのままおへやに来てね♪ 

＊おへやのでいりは自由！ お気軽にどうぞ！ 

（おへやに入る時はしずかにね） 

 

【英語おはなし会】 

５月３日（水） 

時間：午後３時１５分～３時４５分 

会場：センター２階 教養室（たたみのへや） 

 

 

 

・。＊児童担当のつぶやき＊。・ 

4/23 から 5/23まで春の読書週間イベント、 

「いこうもりと一緒に日本一周の旅」をおこなっています♪ 

クリアすると「のりものしおり」がもらえるよ！ 

くわしくは館内のポスターや 

カウンターの人にきいてみてね♪ 

★今月のおはなし会★ 

【休館日】 

５月１５日（月） 伊興図書館休館 

中央・江北・佐野・鹿浜・竹の塚・舎人・保塚・やよい・新田コミュニティ 左記の図書館は開館 

５月３１日（水） 足立区立図書館全館休館 

今月のオススメ！ 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/title/5may/sozai/803.jpg&imgrefurl=http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/title/5may/sozaitext/803.htm&docid=pTWJUff89wQtnM&tbnid=lXfYeY0z5wwmMM:&vet=10ahUKEwiu8u-TsorTAhXslVQKHYSkC504yAEQMwgKKAgwCA..i&w=700&h=700&bih=566&biw=1188&q=5%E6%9C%88%E7%84%A1%E6%96%99%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0ahUKEwiu8u-TsorTAhXslVQKHYSkC504yAEQMwgKKAgwCA&iact=mrc&uact=8
http://3.bp.blogspot.com/-9-Mngvo5RyA/UYDnnlXyzLI/AAAAAAAAQ_M/M-gRJ5SeXz0/s600/carnation4.png


                                                                                                          

  

 

★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） 

 

よいしょ 201７年５月号／NO.253 

2017 年４月 25 日 発行 

編 集：よいしょ編集部 

発 行：施設運営事業者 

株式会社グランディオサービス 

発行所：伊興地域学習センター 

足立区伊興 2-4-22 

TEL 03-3857-6537 

FAX 03-3853-0429 

MAIL ikou@grandio.co.jp 

 

 

Ｑ１．にほんじんも アメリカじんも 

みんな としをとったら なるのは 

なにじん？ （ゆっちゃんさん） 

 

 

 

  
 

Ｑ２．はいしゃは はいしゃでも どうぶつの 

はいしゃは なーんだ？（あまちゃんさん） 

Ｑ３．つくえや いすを うっている ところの 

おひめさまって？（さららさん） 

 

 

 

 

にに 

 

 

に？に 

いつも たくさんの 

とうこうを 

ありがとう！！ 

 

・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、5月 31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！ 

「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 


