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取材時は会員さんの作品を通じて「隷書」「楷

書」「草書」「変体かな」など様々な書体をお見か

けしました。「隷書は楷書に比べて文字の線同士

の間隔が空いてるのが特徴でね。いわゆる昔の看

板文字なんだよ」とメンバーの知識も豊富。 

別の会員さんにお話を伺うと「『変体かな』が

書きたくてサークルに入ったの。これが書けるよ

うになると、図書館や史跡に行った時に何て書い

てあるか読めるようになるから楽しくて」と嬉し

そうな表情で話してくださいました。「この『変

体かな』はパソコンで打っても出てこないし、普

段生活してるだけじゃなかなか書けないから。書

道をやってる人の特典よね」と学ぶ喜びを感じて

いるようです。 

 仲間に会える楽しみや、上手く書けた時の達成

感を味わいつつ、花水木さんは今日も上達への道

を歩んでいます。 

※現在、会員募集は行っておりません。 

「『必』の書き順は書体で違うから」と丁寧に指導する菅野雲彗（うんすい）先生。 

草書、隷書それぞれ筆の運びを説明すると、会員さんも納得して明るい表情になります。 

 登録団体の書道サークル「花水木」さん。伊興

センターの長期休館中は、西新井にあるマンショ

ンの一室で活動しています。 

 活動日にお伺いすると、皆さんは筆ペンとボー

ルペンを使い、書道の教本や指導者の菅野先生の

お手本を見て練習を重ねていました。現在の活動

場所では墨汁を使うことができないので、自宅で

書いた作品を持ち寄って先生に添削してもらっ

ています。 

月に１度、会員さんが所属している墨林書道院

の会誌の作品提出日があり、取材時はちょうどそ

の提出日でした。在籍１５年目のメンバーは書道

院の会誌に作品が何度も載るほどの実力で、直近

の１０月発行分にも掲載されていました。 一年

間の掲載回数が多いと「十傑者」として本部で表

彰されるそうです。他の会員さんも、月２回の昇

段試験を受けたり、東京都の美術館に展示をした

りと自己研鑽を欠かしません。 

 

在籍１６年の菊池さんは、足立区に転勤し

たきっかけで入会したそうです。格闘技が好

きなこともあり、他県に転勤した現在も片道

１時間かけて通っているとのこと。「空手は格

闘技とはちょっと違いますけど、心に与える

影響が大きいですね」と武道を通じたご自身

の成長を感じている様子でした。 

小学校３年生から続けている関根さんは、

現在七段。黒帯に赤の刺繍が入った「教士」

の証を身に付けています。先日、東京武道館

で行われた「第２６回全国勤労者空手道選手

権大会」にも出場されており、来年の大会で

は更に良い成績を残せるよう練習を重ねてい

ます。 

 最後は活動場所に感謝を込めて深々と一礼

し、練習を終えました。自らを鍛えることを

止めない正伝百錬会さん。武道の精神を重ん

じ、これからも心技体を磨き続けます。 

※現在、会員募集は行っておりません。 

 

登録団体「正伝百錬会（しょうでんひゃくれんかい）」

さんの設立は昭和５９年。伊興センターの建物ができる

より前から活動しているという歴史の長い空手サーク

ルさんです。現在は舎人センターで活動しています。 

沖縄派古武道の流れを汲む「正伝まろばし空手」を学

んでおり、普段の練習では空手だけでなく六尺棒と呼ば

れる長い棒や、木刀、トンファーなどの武器も扱います。 

取材に伺った際も椅子に座った状態で、「木刀の刃筋

を逸らす」「相手の姿勢を崩す」など様々な型を学んで

いました。木刀が振り下ろされる瞬間は風切り音が聞こ

え、慣れている会員さんでも思わず怖くなるほどだそう

です。「振る方も怖いですよ、怪我させちゃいけないか

ら。だからこそ、練習中は真剣になれるんです」と設立

者で代表の大沼さんは語ります。大沼さんは空手歴４１

年で、１２月の昇段試験に合格し、最高段位の十段を取

得されました！ 

「太刀筋を考えて払う」とお手本を見せる大沼

さん。会員さんは一手ずつ反復確認をします。 
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２０２０年９月でオープン１０周年を迎

える「花の店 アイリス」さん。この道４０

年の店主・細井吉雄さん、江美子さんご夫妻、

息子の明さんの３人で経営されています。 

 生花独特の仄かに甘い匂いが香る店内に

は、季節のディスプレイと共に、抱える程の

大きなコチョウラン、バラやカーネーショ

ン、ユリをはじめとする色とりどりの花が並

びます。季節によって選ばれる花の色合いが

違うそうで、お店にない色の花はリクエスト

で取り寄せも可能です。 

また、寺町という地域性に合わせて年末年

始も営業されています。「元日にお店がやっ

てるならお花買いに来るね」と言っていた女

性が、その後お子さんを連れて仏花を買いに

来るようになり、今でもお付き合いが続いて

いるそうです。 

ギフト用の花を買いに来店される方が多く、「花束を貰

った方が、次は贈る側として来店されることもあります

ね」と、花が繋ぐ縁に顔を綻ばせる吉雄さん。他にも毎年

結婚記念日に黄色のアルストロメリアを買われるお客様

がいらっしゃるそうで、「１年に１回だとしても、お花を

贈る習慣があるのは花屋として嬉しいですね」と明さんも

笑います。 

これからの時季は手間なく飾れるお正月用のアレンジ

メントがおススメだそうです。「特別な時に来店される方

が多いですが、贈り物に限らず、自宅用としても気軽に見

て行ってください」とのこと。皆さんも、新年のスタート

をアイリスさんのお花で彩ってみませんか？ 

自慢のガーベラ（写真左）は１０種類以上と豊富。 

可愛らしいポンポン状の花びらのものもありました。 

●店舗情報● 

住  所：足立区西竹の塚２‐３‐２７ 

電話番号：０３-５８５６-８７８３ 

営業時間：午前１０時～午後８時 

定 休 日：月２回月曜日／  駐 車 場：なし 

 

「よいしょを見た！」で 

ガーベラ１本サービス！ 

（１２月２５日～３１日まで） 

竹ノ塚駅西口の小踏切方面から徒歩１分の場所

にある「花の店 アイリス」さんに伺いました。 
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楽しく意見を交わしながら、 

会場は大盛り上がり♪素敵な写真を 

見るだけでも楽しいです！ 

「ココどう折るの？」「頭使うね～！」 

折り紙の奥深さを感じながら 

楽しんでいます★ 

大切なおもちゃを治療中。 

トイ・ドクターズの手であっという間に 

元気になります！ 

＊持ち物  ■開催場所 

「楽しい 

折り紙ひろば」 

１月１２日・２月２日 

いずれも日曜日 

午後２時～３時３０分 

どなたでも 

（就学前は保護者同伴） 

無料 

＊おりがみ 

■竹の塚地域学習センター 

「伊興 

おもちゃの病院」 

１月７日（火） 

２月８日（土） 

午後１時～４時 

どなたでも 

無料（部品代がかかる場合

あり） 

＊直してほしいおもちゃ 

■東伊興住区センター 

「伊興写真サロン」 

 
１月１２日・２月２日 

いずれも日曜日 

午前１０時～正午 

１６歳以上 

無料 

＊撮影した写真 

（プリントかデータ） 

■竹の塚地域学習センター 

２２００２２００年年１１月月のの開開

催催日日  
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西伊興住区センター 
住所：西伊興１-１２-１２ 

電話：０３-３８９６-７３６２ 

休館：１～３・５・１２・１３・１９・２０・２６日 
 
悠々館☆七福神巡り 
日時：１月６日（月） 

   午前１０時～午後１時（終了予定） 

定員：２０名（先着） 

申込：１２月１７日（火）～窓口にて受付中 

内容：伊興七福神を徒歩で参拝します 

 

児童館☆木ごまの絵付け 
日時：１月２２日（水）、２３日（木） 

   午後１時３０分～５時３０分 

対象：小学生 

内容：オリジナルこまを作ろう！（無くなり次第終了） 

東伊興生活館・児童館 

住所：東伊興３-２３-６ 

電話：０３-３８９７-２２２５ 

休館：１～３・５・１２・１３・１９・２６・２７日 
 
☆新春のつどい 
日時：１月２５日（土） 

午後２時～４時（終了予定） 

対象：どなたでも 

内容：渋谷慶太さんの「マジック・ファンタジア」 

   白玉団子（無くなり次第終了） 
 
☆工作「むげんぶんぶんゴマ」 
日時：１月１５日（水）、１６日（木） 

午後２時～４時 

対象：小学生 

内容：片手で回せるぶんぶんゴマ（無くなり次第終了） 

東伊興住区センター 
住所：東伊興１-５-２２ 
電話：０３-３８９９-８５３１ 
休館：１～３・５・１２・１３・１９・２０・２６日 
 
悠々館☆新春 初釜 
日時：１月８日（水） 
   午前１０時～正午 

午後２時～３時３０分 
定員：各１５名 
費用：各１，０００円 
申込：窓口にて受付中 
 
児童館☆工作の日 紙皿で皿まわしを作ろう 
日時：１月１４日（火）、１５日（水） 

午後２時～４時 
対象：小学生 
内容：紙皿を使って皿まわしを作ります 

伊興住区センター 
住所：伊興５-２２-１３ 

電話：０３-３８５５-２７０７ 

休館：１～３・５・１２・１３・１９・２０・２６日 

 

悠々館☆お元気会 
日時：１月１８日（土） 

   午前１１時～１時 

定員：２０名 

費用：６００円 

申込：１月７日（火）～窓口にて 

 

児童館☆新年おたのしみ会 
日時：１月１５日（水） 

午後２時３０分～３時３０分 

対象：小学生以上 

西新井住区センター 
住所：西新井７-１９-６ 

電話：０３-３８５４-１５２７ 

休館：１～３・５・１２・１３・１９・２６・２７日 
 

悠々館☆豆まき会 

日時：１月３１日（金） 

午前１１時～正午 

受付：午前１０時３０分～ 

内容：年男、年女による豆まきとゲーム 

 

児童館☆羽子板の絵つけ 

日時：１月２１日（火）、２２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 

 

栗原北住区センター 
住所：栗原４-１９-１５ 

電話：０３-３８９９-８７６１ 

休館：１～３・５・１２・１３・１９・２０・２６日 
 
悠々館☆おもちつき大会 

日時：１月２５日（土） 

   午前１１時～午後１時 

定員：１００名（無くなり次第終了） 
 
児童館☆おもちつき大会 

日時：１月２５日（土） 

午前１１時～午後１時 

定員：２５０名（無くなり次第終了） 

対象：１８歳以下（就学前の子どもは保護者同伴） 

   ※引換券は１歳から 

内容：３色餅、もちつき体験、昔遊びなど 

 

ネットやテレビにはない感動や情報を利用者に寄り添い

ながら提供する図書館をめざします。 

消防団への入団条件 … １ 年齢１８歳以上の方健康な方 

２ 心身ともに健康な方 

３ 消防団の区域内に居住・通学又は勤務している方 

 

今 あなたの力が必要です！ 

 １月１５日は、「ＴＯＫＹＯ消防団の日」 です 

西新井消防団は、「自分たちの町は自分たちで守ろう」という郷土愛護の精神で、

火災、地震などあらゆる災害に、消防隊と連携して活動する地域の防災リーダー

です。あなたも地域の防災の要として活動してみませんか 

問合せ先  西新井消防署 ０３－３８５３－０１１９ 

 

2019 年 12 月 27 日（金）～2020年 1 月７日（火）正午 まで 

伊興住区センターに設置されているブックポストは閉鎖しております。 

期間中はブックポストへの返却はできません。 

お急ぎの資料の返却は 2019 年 12 月 26日（木）までに 

お願いいたします。 

※足立区内の他の図書館とはブックポストの閉鎖期間が違いますので、 

ご注意ください。 

年末年始のブックポスト閉鎖のお知らせ 

２０２０年も伊興図書館をどうぞよろしくお願いいたします 
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よいしょ２０２０年１月号/Ｎｏ.２８５ 

２０１９年１２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 

（梅田図書館内仮事務所） 

ＴＥＬ：０３-３８５２-８０８０ 

ＦＡＸ：０３-３８５２-８０８２ 

ＭＡＩＬ ：ikou@grandio.co.jp 

【大規模改修工事に伴う長期休館】 
９／２（月）～２０２０年夏頃 

伊興センターは２０１９年９/２（月）～２０２０年夏

頃まで大規模改修工事による長期休館を実施中です。 

足立区庁舎ホール 生物園 総合ボランティアセンター 

竹の塚保健総合センター ギャラクシティ 桜花亭 

伊興遺跡公園 伊興区民事務所 地域包括支援センター伊興 

リード・エー葦の会作業所 伊興園（特別養護老人ホーム） ル・ソラリオン西新井 

吉野豆腐店 はる菜 初味 

よいな de ことのわ 畑直ステーション 魚菜や 

介護用品の店 いきいき 香府山 伊興南町会・回覧板 

あだち産業センター産業情報室 各地域学習センター 各スポーツセンター 

近隣住区センターほか   

 

 配布ご協力先・店舗募集中！ 
ミニコミ紙「よいしょ」の配布・設置にご協力いただける方、

ぜひ伊興センターまでお問い合わせください！ 

伊興地域学習センターのホームページができました！ 
下記のＵＲＬにアクセス、もしくは右記の 

ＱＲコードを読み取ってご覧ください♪ 

https://grandio.co.jp/ikou/ 

Facebook、LINE で伊興センターの情報を配信中！ 

休館中でも、イベントや工事の様子などをお知らせしています。ぜひご覧ください♪ 

 

L INE  

アカウント名：足立区伊興地域学習センター 

F ac ebook  

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

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 

 

伊興 笑顔のかけはし 

https://4.bp.blogspot.com/-rvtAxy-lIqQ/UgsvHLfNQpI/AAAAAAAAXPw/5Yj4KpNsq3A/s800/mark_koujichu.png

