
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊興写真サロン参加者 若松孝仁さん 撮影 

 「メジロと安行桜」（2020年２月１８日 埼玉県川口市） 

子連れでも参加ＯＫ！ヒップホップ系ダンスエアロを楽しく踊って体力アップ 

ダンスエアロ＆筋トレ＆ストレッチサークル トマトの会 特
集 
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セ ン タ ー よ り  サ ー ク ル 紹 介  

 「トマトの会」さんはヒップホップダンスを基に

したエアロビクスや筋トレ、ストレッチ、腰痛改善

体操などの全身運動を楽しむサークルです。入会

歴は３カ月～３０年まで、年齢も３０～６０代ま

でと幅広い女性メンバーで活動しています。 

指導者の須田先生を中心に元気な笑い声が響く

和気あいあいとした雰囲気の中、ヒット曲や流行

りの K-POP に合わせてダンスがスタート。まずは

振付が馴染むまで曲を繰り返し、上手く出来ない

メンバーが多ければ振付を変更するなど柔軟に対

応します。「分からなかったら何度でも教えてくれ

るし、無理せずただただ楽しめます」「真冬でも汗

がかけますよ！」と会員さんも太鼓判！腰痛や膝

の痛みに効くストレッチも好評だそうです。 

 会員さんにサークルの魅力を尋ねると、「ストレ

ス発散ができて身体がほぐれるのがいいです！」

「自分の体力に合わせて無理なく運動ができま

す」「８月に入会したばかりですが、先生もメンバ

ーも温かくて優しい方ばかりですよ」と心身とも

に大満足な様子が伺えます。 

 そんな「トマトの会」さんのサークル体験イベン

トが２月から始まります！今回は全３回分を保険

料だけ（参加費３０円）で体験できます。詳しくは

本紙４ページをご覧ください。 

「迷ったらまず体験！お待ちしてまーす♪」と

明るいメッセージをくれた会員さんと一緒に楽し

く運動を始めてみませんか。ご参加お待ちしてお

ります。 

【サークル情報】 

 活動日：月３回・金曜日     時 間：１０時～１１時２０分  

 対 象：１６歳以上の女性    場 所：レクリエーションホール 

 入会金：なし          月会費：2,500 円 

 問合せ：伊興地域学習センター 03-3857-6537（９時～２０時） 

伊興センターのＳＤＧｓ
エスディージーズ

なモノをご紹介！ 

 ＳＤＧｓとは「持続可能な開発目標」のことです。誰ひと

り取り残されることなく、人類が安定してこの地球で暮ら

し続けることができるように、世界のさまざまな問題を整

理し、解決に向けて具体的な１７の目標が立てられました。 

 今回は伊興センターで行っている取り組みなどで当ては

まるものをまとめてみました。 

皆さんも身近なＳＤＧｓを見つけてみませんか？ 

今月号から「講座情報」のページに

ＳＤＧｓに関連したアイコンを表

示します。学習センターの講座が目

標の達成にどう関わっているのか、

見てみてください。 

■すべての人に健康と福祉を■ 

・たくさんの運動講座の開催 
・敷地内禁煙 
・エコキャップ回収箱の設置 

■質の高い教育をみんなに■ 

・様々な学習や体験講座の開催 
・図書館での読書活動の推進 

 

■エネルギーをみんなに 
そしてクリーンに■ 

・太陽光発電システム 
（屋上ソーラーパネル） 

■住み続けられるまちづくりを■ 

・多目的トイレ＆更衣室 
・体育館内の空調設備の設置工事
中 

■つくる責任 つかう責任■ 

「フードパントリー」 
（共催：NPO法人アフォール、詳細はQRコードへ↑） 

原則毎月第３木曜日 １６時～ 
 

■陸の豊かさも守ろう■ 

・資源ごみリサイクルの実施 

  

 
小さなことから 

コツコツとね！ 
ダンスエアロ＆筋トレ＆ストレッチサークル 

 

子連れ参加可！ 

春休みなど長期休み中は

子どもの参加もＯＫ！ 
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夜に楽しむじっくりヨガ 

日時：２月８日（火） 

 １９時～２０時 

定員：１６名   

費用：５９０円 

講師：長谷川美和 

ダンス＆筋トレ＆ストレッチ 
サークル体験（３日制） 

日時：２月１８日～３月４日 毎週金曜日 

１０時～１１時３０分 

対象：１６歳以上の女性 

定員：１０名  費用：３０円 

講師：須田翔子 

 
子どもの力を伸ばすバルシューレＡ・Ｂ 
（４日制） 

日時：３月３日～２４日 毎週木曜日 

Ａ）１５時４５分～１６時３５分 

Ｂ）１６時５０分～１７時４０分 

対象：Ａ）４歳～就学前の子ども 

Ｂ）小学１～３年生 

定員：各１０名 

費用：2,440円  

講師：谷口亜依 

 

こどもクラシックバレエ 
サークル体験Ａ・Ｂ・Ｃ（２日制） 

日時：３月１４日（月）・２１日（月）    

Ａ）１８時３０分～１９時１５分 

Ｂ）１９時２０分～２０時３０分 

Ｃ）１９時２０分～２０時５０分 

対象：Ａ）３歳～小学１年生 

 Ｂ）小学２～６年生 

 Ｃ）中学生～１８歳 

定員：各１０名  費用：２０円  

講師：加藤祐子 

ヨガで体のゆがみをリセット Withベビー 

日時：２月１０日（木） 

１０時３０分～１１時２０分 

対象：首が据わった３カ月～あんよが 

できる前の子どもと保護者 

定員：１０組  費用：６００円  

講師：長谷川美和 

大人向け（１６歳以上の方） 

にしいこう子どもひろば 

日時：２月１７日（木） 

   １５時３０分～１７時３０分 

対象：１８歳以下の子ども 

（就学前の子どもは保護者同伴） 

定員：１０名   

費用：無料 

講師：ＮＰＯ法人アフォール 

日曜日にリフレッシュ 
「ズンバ」エクササイズ 

日時：２月２０日・２７日 

いずれも日曜日 １３時～１４時 

定員：各３３名   

費用：１回８１０円 

講師：渡邊由紀 

 

伊興写真サロン 

日時：３月６日（日） 

１０時～１２時 

定員：１０名   

費用：無料 

講師：伊興写真サロンボランティア 

楽しい俳句作り 

日時：２月１０日（木）  
１３時～１５時 

定員：１４名   
費用：５５０円 
講師：河原晴樹 

シェイプアップエクササイズ（４日制） 

日時：３月９日～３０日 毎週水曜日 
１０時～１１時３０分 

定員：５５名 
費用：1,880円 
講師：岩男叔子・岩永祐子 

はつらつ教室Ｄ 

日時：２月１７日（木）  

１０時～１１時３０分 

対象：区内在住の６５歳以上で介護保険の 

   要介護・要支援の認定を受けていない方 

定員：各３０名  費用：無料 

講師：中山小夜子、阿部歩、 

鈴木恵美子 

いきいき体操（４日制） 

日時：３月９日～３０日 毎週水曜日 
１３時３０分～１５時 

対象：おおむね６０歳以上 
定員：５５名   
費用：1,880円 
講師：宮川時江・大日方則子 

 

 

掲載している内容は、新型コロナウイルスの影響や 

その他の理由で予告なく変更・中止になる場合があります。 

お申し込み時に最新情報をお確かめください。 

子ども・親子向け 

１月２６日（水）９時から受付開始の講座一覧です。 
窓口・電話にて先着順でお申し込みを受け付けます。 

このマークが付いている講座は当日受付ですが、

持ち物があります。準備をしてご来館ください。 

・運動できる服装 

・室内シューズ 

・蓋の付いた飲み物 

・汗ふき用のタオル 

・マスク（運動中以外は着用） 

１２時３０分より整理券を配布します（無くなり次第受付終了） 

楽しく踊ってストレス解消！ 
夜の「ズンバ」 

日時：２月２日（水）・９日（水） 

１９時～２０時 

定員：各３３名   

費用：１回８１０円 

講師：渡邊由紀 

１８時３０分より整理券を配布します（無くなり次第受付終了） 

どなたでも 

はじいて遊ぼう 
おはじきサッカー体験会 

日時：２月２０日（日） 

１４時～１６時 

定員：各１０名 

（就学前の子どもは保護者同伴） 

費用：無料   

講師：伊興センター職員 

 

伊興おもちゃの病院 

日時：２月１２日（土） 

１３時～１６時 

（受付は１５時３０分まで） 

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」 

楽しい折り紙ひろば 

日時：３月６日（日） 

１４時～１５時３０分 

定員：２０名  費用：無料 

講師：伊興学びのサポートボランティア 

伊興センター職員 

人権啓発ＤＶＤ上映会 

日時：２月２０日 原則毎月第３日曜日 

１）１０時３０分～ 

２）１３時３０分～ 

３）１８時３０分～ 

※約３０～６０分の上映です。 

定員：各５名  費用：無料 

一部の講座はインターネットでもお申し込みできます。 

受付初日は１３時から受付開始となります。 
足立区 講座予約 

シニア向け 

◆Ｄ）運動４５分＋口腔衛生学４５分 

当日受付 

持 

持 

持 

当日受付 

講座案内   

当日受付 当日受付 

当日受付 

LINE もやってるわよ。受講料が割引になるお得なクーポンや 

オススメ講座の情報が受け取れるから、ぜひ「友だち」になってね♪ 

開催中止 
開催中止 

開催中止 

開催中止 

開催中止 

開催中止 
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親子の癒やし時間 ベビーマッサージ 
日時：３月３日（木）・１５日（火） 

１０時３０分～１１時４５分 

定員：６組   

費用：１回 1,100 円 

対象：２カ月～１歳未満の子どもと保護者 

講師：石田理佳 

 

ナノ化したプラチナ配合の精製されたホホバオイルをたっ

ぷり使って、赤ちゃんの肌に直接触れながら優しくマッサー

ジをしていきます。肌と肌が触れ合うことで「オキシトシン」

という愛情ホルモンが分泌され、赤ちゃんが安心したり心身

の成長が促され、マッサージをしている側もとても癒される

と好評です。先生の優しい声かけに合わせて、一緒に歌いなが

らスキンシップを楽しみましょう。子育て相談もできますよ。 

オススメ講座  

●店舗情報● 

住  所：足立区栗原４－２４－４（１階） 

営業時間：９時～１８時※緊急事態宣言が発令した場合は 
営業時間変更の可能性あり 

電話番号：03-5856-9568 

定 休 日：日、祝日 

駐 車 場：なし 店内は特に人気の商品を厳選して陳列しているそうです。 

飲料品、冷凍食品、お菓子などの売れ筋商品がこちら。 

一歩店内に入ると韓国食品やコスメがずらり！ 

笹原さんによると「韓国人スタッフは皆日本語

も堪能ですので、お気軽にお越しください。商品

選びのお手伝いをします」とのことです。韓国食

品に少しでもご興味のある方は、お店に足を運ん

でみてはいかがでしょうか。笑顔の素敵な店員さ

んが出迎えてくれますよ。 

 

Twitter     LINE 

スマートドラッグ 
第 

3４ 
回 

尾竹橋通りにある「スマートドラッグ」さんは、

2019 年１１月にオープンしました。一見すると一

般的なドラッグストアですが、実は韓国食品をメイ

ンに取り扱う K-FOOD 専門店です。 

店内に入るとすぐに韓国語の商品ポップが目に

飛び込んできます。K-POP が流れ、韓国へ遊びに来

たような、わくわくした雰囲気に包まれています。

温かな笑顔で出迎えてくれたのは、オーナーである 

李
い

さんと、従業員の笹原
ささはら

さんです。今回はお二人に、

お話を伺いました。 

李さんに伊興地域で出店した理由をお尋ねする

と、「足立区には韓国食品を扱う専門店が少なく、興

味があってもなかなか手を出しにくい現状があり

ます。伊興地域に出店することで、地域の方の役に

立ちたいと思いました。また、より多くのお客様に

韓国食品を知っていただきたいと考えています。そ

のため、他のお店よりも安く価格設定をしているん

ですよ」と熱心にお話してくださいました。  

取り寄せを含め、扱う食品は調味料から冷凍食

品、お肉やキムチまで様々。なんと４００種類以上

もあるそうです。コスメも１００種類以上と新大久

保にある韓国食品専門店にも負けない充実した品

揃えとなっています。おすすめの商品はゆず茶、伝

統飲料、チゲ類などで、中でも一番人気なのは韓国

から直輸入のキムチ！ニンニクが効いた本場の味

で、お箸が止まらなくなるような後を引く美味しさ

とのことです。 

 

イベント情報  

「行こう！写真展      」開催  
伊興写真サロン主催 

鈴木清文さんの作品「峠の朝」長野県佐久市 

 毎月第１日曜日に開催している「伊興写真サロン」の

参加者とボランティアの写真を集めた「行こう！写真

展」を開催中です。第３回目のテーマは「空」です。 

 「空」と聞いて、皆さんはどんな色や情景を思い出し

ますか？澄み切った青空？樹々の隙間から覗く空？真

っ赤な夕陽？静かに輝く夜空？  

 今回の写真展には合計２８点の「空」の写真が集まり

ました。アッと驚く雄大な景色や、思わず息を吞むよう

な美しい色に出会えます。ぜひ足をお運びください。 

青山清司さんの作品「紅蓮の炎」毛長川河岬 

 

第１弾：エル・ソフィア（梅田７－３３－１） 

１階「梅田ラウンジ」 

    2022 年１月２３日（日）１３時 

～１月３１日（月）１４時 

第２弾：伊興センター「伊興みんなのギャラリー」 

    2022 年２月１日（火）９時 

～２月２８日（月）１５時 

＊展示会場の開館中はいつでも無料で鑑賞できます＊ 
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みんなが かんがえてくれた 

オリジナルのクイズを のせています 

 

こもりうたを きくと 

ねてしまうパンは？ 

（Ｋ
ケ

-
ー

Ｙ
ワイ

さん） 

 

あだちくには いくつ  

としょかんが ある？ 

（おうくんさん） 

 

 

ふゆにたべても 「なつ」と 

いうものは な～んだ？  

（なつきさん） 

・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 カウンターの ちかくに あるよ。 

・クイズが のったひとは ２がつ２８にちまでに けいひんを とりにきてね。 

 

児童館イベントで対象者欄がないものは小学生対象となります。費用欄がないものは無料となります。 
 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載している情報が変更、イベントが中止になる場合があります。 
必ずお出かけ前にお電話等で最新情報をご確認ください。 

クイズ 
だいぼしゅう！ 

東伊興住区センター（東伊興１-５-２２） 
電話：０３-３８９９-８５３１ 

休館：２月６・１１・１３・２０・２１・２３・２７日 
 
悠々館☆住区 de団らん（ミニミニ演芸会） 

日時：２月１６日（水） １５時～１７時 

定員：お問い合わせください       

申込：１月２６日（水）から 

内容：カラオケ、踊り等。みんなで楽しみましょう。 
 
児童館☆牛乳パックで びっくり箱を作ろう 

日時：①２月１５日（火） ②２月１６日（水） 

１４時～１６時 

定員：各４０名  

申込：当日会場にて 

内容：牛乳パックを使ってとびだすびっくり箱を作ります。 

東伊興生活館・児童館（東伊興３-２３-６） 
電話：０３-３８９７-２２２５ 

休館：２月６・１１・１３・１４・２０・２３・２７日 
 
児童館☆ベビィ・タイム 保健師さん 

日時：２月４日（金）１０時３０分～１１時３０分 

受付：開始時間から   定員：なし  

対象：０～１歳の乳幼児と母・妊婦 

申込：当日会場にて 

内容：保健師さんに相談できます。 
 
児童館☆工作「ひなまつり工作」 

日時：２月１６日（水） １４時～１６時 

受付：開始時間から   定員：２０名     

申込：２月１日（火）から窓口にて申込書を提出 

内容：ひなまつり工作、どんなおひな様かお楽しみ！！ 

 

西伊興住区センター（西伊興１-１２-１２） 
電話：０３-３８９６-７３６２ 

休館：２月６・１１・１３・１４・２０・２３・２７日 
 

悠々館☆住区 de団らん 

日時：２月２２日（火） １７時～１８時３０分   

申込：２月１５日（火）９時から窓口にて 定員：２０名 

内容：ゲーム、軽い体操、カラオケなど楽しみましょう！ 
 
児童館☆ベビータッチ 

日時：２月１７日（木） 定員：各１０組 受付：１０時から 

①１０時１５分～１１時 ②１１時～１１時４５分 

対象：①２～５カ月の乳児と保護者 

②６カ月～１歳６カ月の乳幼児と保護者 

申込：２月１日（火）から電話と当日会場にて 

内容：お母さんの温かい手で赤ちゃんとスキンシップ。 

 

栗原北住区センター（栗原４-１９-１５） 
電話：０３-３８９９-８７６１ 

休館：２月６・１１・１３・１４・２０・２３・２７日 
 
悠々館☆健康体操 

日時：２月２日（水） １３時３０分～１４時３０分 

受付：開始時間から  定員：２０名   

申込：１月１８日（火）から窓口にて 

内容：渡辺由美子先生の楽しく体を動かす体操をします。  
 
児童館☆バレンタイン工作 

日時：２月１２日（土）１０時３０分～１１時３０分 

受付：開始時間から１０分後まで 

定員：３０名   

申込：２月１日（火）から電話と窓口にて 

内容：プラバンでキーホルダーを作ろう。 

西新井住区センター（西新井７-１９-６） 
電話：０３-３８５４-１５２７ 

休館：２月６・１１・１３・２０・２１・２３・２７日 
 
悠々館☆豆まき会 

日時：２月３日（木） ①１０時～１１時３０分   

②１０時４５分～１１時１５分 

受付：９時から  定員：各２５名 

申込：１月４日（火）から窓口にて   

内容：年男・年女による豆まき大会です。 
 
児童館☆工作「スイーツマグネット」 

日時：２月１２日（土） ①１４時～１４時３０分 

            ②１５時～１５時３０分 

受付：各開始時間から  定員：各８名 

申込：１月３１日（月）から「登録書」を提出後 

   窓口にて申し込み 

内容：スイーツ形のマグネットを作ります。 

伊興住区センター（伊興５-２２-１３） 
電話：０３-３８５５-２７０７ 

休館：２月６・１１・１３・２０・２１・２３・２７日 
 
悠々館☆節分会 

日時：２月５日（土） １３時３０分～１５時 

受付：開始時間３０分前から  定員：なし   

申込：１月２０日（木）１０時３０分から 

２８日（土）１７時まで電話・窓口にて 

内容：年男・年女の方に豆や菓子をまいてもらいます。 
 
児童館☆「ＵＶレジンをつかって手作りアクセサリーを作ろう」 

日時：２月１９日（土） ①１３時３０分～１４時１５分 

            ②１４時３０分～１５時１５分 

受付：各開始時間１５分前から  定員：各１０名 

対象：①小学１・２年生  ②小学３年生から６年生 

申込：２月１日（火）～１８日（金）に保護者が窓口にて 

内容：ネックレスかキーホルダーのどちらかえらべます！ 

 

西新井消防署ホームページ  西新井消防  で検索 （ＱＲコードからも検索できます     ） 

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

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

舎 人出張所 TEL 3856-0119 

 

de ク イ ズ  よ い し ょ  
で 

月 の 住 区 セ ン タ ー 情 報  春の火災予防運動  
３月１日（火）から３月７日（月）まで 

□ 寝たばこをすることがある。 

□ 灰皿に吸殻がたまっていたり、そのまま無造作にゴミ箱に捨てている。 

□ 飲酒時に喫煙し、そのまま寝込んでしまった経験がある。 

□ 火を消さずにコンロから離れ、別のことをすることがある。 

□ コンロの周りに燃えやすいものを置いている。 

□ 調理中、コンロの炎が衣類の袖口などに触れそうになることがある。 

□ ストーブを消さずに寝ている。 

□ ストーブの上で洗濯物を乾かすことがある。 

□ カーテンやベッドの近くにストーブを置いている。 

□ 給油はストーブをつけたまま行っている。 

住宅火災の主な原因は、「たばこ」「コンロ」「ストーブ」です。 

あなたの防火意識度をチェックしましょう。 

たばこ火災のチェックポイント 

コンロ火災のチェックポイント 

ストーブ火災のチェックポイント 

それぞれの火災にあてはまる項目があった場合は、東京消防庁ホームページ
「住宅防火１０の心得」で防火対策を確認しましょう！ 

防 犯 防 火 情 報  
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おやこおはなし会 

（乳幼児と保護者向け） 
 

２月は特別整理期間による休館日のためお休みです。 
 

次回は、３月２４日（木）１０時３０分～１０時５０分 

３階レクリエーションホールにて開催予定です！ 

おはなし会 

（幼児～小学生向け） 
 

日時：２月８日（火）  

   １６時～１６時３０分 

会場：１階「児童コーナー」 

絵本の場所 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、場所や時間を変更、 

状況によっては急遽中止とさせていただく場合がございます。 

事前にお問い合わせください。 

 

TEL：０３-３８５７-８５０１（９時～２０時） 

開催中止 

開催中止 

図 書 
日時：２月１１日（金）～ 

時間：１０時～なくなり次第終了 

場所：地下 1階 雑誌コーナー 

雑 誌 
日時：2月 2日（水）～ 

時間：１０時～なくなり次第終了 

場所：地下 1階 雑誌コーナー 

英語おはなし会 

（幼児～小学生向け） 
 

日時： ２月１９日（土） 

１５時３０分～１６時 

会場：１階「児童コーナー」 

絵本の場所 

朗読や紙芝居、絵本などの読み語りを聞く

大人のための「おはなし会」です。 

プログラム 

＜絵本＞『おにたのぼうし』あまんきみこ/ぶん 

＜紙芝居＞『愛染かつら』川口松太郎/原作 

＜朗読＞『５分後に思わず涙。』より「補聴器」 

             桃戸ハル/編・著 

 

その他作品の発表もあります。 

皆さんぜひ聞きにお越しください！ 

伊興図書館へいこう！ 

伊興図書館 

マスコットキャラクター 
「いこうもり」 

伊興図書館で役目を終えた本を、１人２冊まで

無料でお持ち帰りできるサービスです。 

図書館特別整理期間のお知らせ 
 

２月２２日（火）～２月２６日（土） 
 

図書館は特別整理期間のため休館いたします（2月２１日（月）は全館

休館日となります）。ブックポストは利用できますが、返却が遅くなる

ことがありますのでご了承ください。 

 

３月は「みんなで 

つくろう（工作会）」や、 

映画会など様々なイベントを

予定しているよ。 

お楽しみに！ 

日時：２月４日（金） 

１３時～１４時 

会場：３階 レクリエーションホール 

伊興読書さろん 

おすすめの新刊 

本のリサイクル 

『大人も知らないお仕事のヒミツ 警察のウラガワ』   

倉科孝靖/監修  学研プラス/発行 

 

みなさんは警察のことをどれだけ知っていますか？もちろん、

地域を守るおまわりさんは見たことがあるでしょう。 

では、その「おまわりさん」になるには？「刑事」と呼ばれて

いる人たちは何をしているの？ドラマの警察みたいに推理して犯

人を捕まえたりするの？警察で一番えらい人はだれ？ 

そんなたくさんの疑問にわかりやすく答えてくれる本です！あ

なたもこれを読んで警察に詳しくなろう！ 

児童 

図書 

『絶対に面白い化学入門 世界史は化学でできている』   

左巻健男/著  ダイヤモンド社/発行 

 

化学がなければ人類はここまで発展しなかったのではないか？

と思える１冊です。 

中世のヨーロッパでは水の汚染から疫病が大流行した時期があ

りました。それを「疫学」として研究し解決したのが化学です。 

さて…みなさま「ジハイドロゲンモノオキサイド」という危険

な物質を知っていますか？日常に潜んでいる危険…ぜひこの本の

「第 5 章」を読んでみてください。 

一般 

図書 

ボランティアや図書館職員が、色々な絵本の

読み語りや手遊びを行うイベントです。 

伊興図書館の館長が、新しく所蔵した本の中から

特に面白かった本を紹介するコーナーです。 



    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【伊興センターへのアクセス】 

 
★バスでお越しの場合 

◇東武バス  

「流通センター・竹の塚車庫ゆき」 

（西０３・０４系統） 

東武スカイツリーライン「西新井駅」 

西口より 「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３号（西新井・舎人線） 

「伊興地域学習センター東」 下車３分 
 

※いずれも本数が少ないので 

ご確認のうえご来館ください 

 

★徒歩でお越しの場合 

「竹ノ塚駅」西口より、徒歩１５分 

西
新
井
消
防
署
前 

伊
興
地
域
学
習 

セ
ン
タ
ー
東 

 

各学習センターで１４センターすべての

ミニコミ紙がご覧になれます 

 

全館休館日：２月２１日（月）・３月２２日（火） 

図書館休館日：２月２２日（火）～２６日（土）※特別整理期間 

       ２月２８日（月） 

体育館休館日：１月４日（火）～２月２８日（月） 

facebookで伊興センターの情報を配信中！ 

おすすめ講座、休館日、体育館の個人利用などお知らせしています。 

QRコードを読み込むか、下記の URLでアクセスできます。 

URL: https://www.facebook.com/415825358622923/ 

よいしょ 2022 年２月号/No.310 

2022 年１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 

お友だちになってね 

竹ノ塚駅 

伊興小 

西伊興小 

西新井消防署 

 

伊興区民事務所 

 

伊興センター 

栗原北小 

 

西新井二郵便局 

 ガソリンスタンド 

 

水野記念病院 

 

東武大師線 

 

大師前駅 

「明るく元気なサポーター」 
伊興センター 

Iko Works 紹介店舗 

（７ページ参照） 


