
 

伊興写真サロン参加者 石井盛世 さん 撮影 

鳥取砂丘「砂の世界」（2019 年 12 月 13 日） 

元気に活動中のサークルさんをご紹介！ 

「伊興パステル画サークル」さん、 

「レイキエレ伊興フラサークル」さん 
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 登録団体の「伊興パステル画サークル」さんは、

伊興センターで開催された講座がきっかけで、平成

１７年に設立されました。長期休館中の現在は、栗

原北住区センターの集会室で活動されています。 

 活動日にお伺いすると、皆さん和やかな雰囲気の

中で思い思いにパステルを動かしていました。写真

など、それぞれ持参したモチーフを見ながら、練り

消しでぼかしたり色を重ねたりして納得のいく仕

上がりを目指します。 

指導者の山下先生は、作品の良いところに触れつ

つ「赤がキツイ時は水色を入れると和らぎますよ」

とアドバイスを送ります。色が足されて絵の印象が

変わっていく様子に、指導を受ける会員さんも感心

します。 

お互いに作品の感想を伝え合う皆さんに、サ

ークルの魅力をお伺いすると「一人で黙々と描

くよりも、こうして集まって話しながら描く方

が楽しい」とのことです。「手じゃなくて口ばっ

かり動く時もあるけどね」と冗談交じりで話す

場面も。「絵は苦しんでやるものじゃなくて楽し

んでやるものだから」と山下先生も笑顔で頷き

ます。 

パステル画は失敗した時でも直しやすいの

で、絵が初めての方にもオススメだそうです。 

会員さんからは「のんびりした雰囲気でやっ

てるので、初心者の方でも気軽にどうぞ」との

こと。ぜひ皆さんもこの機会にパステル画を始

めてみませんか？ 
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 登録団体の「レイキエレ伊興フラサークル」さ

ん。かつて伊興センターで開催した体験講座に参

加したメンバーが集まり、平成１８年に会を立ち

上げたそうです。現在は「見沼代親水公園駅」東

口から徒歩１分程のスタジオで活動しています。 

 活動日にお邪魔すると、明るく気さくな会員さ

んがお出迎え。「良かったらやってみて！」と誘わ

れるままに職員も体験してみましたが、フラダン

ス特有の滑らかな動きがなかなかできず、皆さん

の踊りに感心するばかりでした。 

指導者の佐野先生は「笑顔で楽しく踊ること」

をモットーにしているそうで、お手本を見せなが

ら「口結んじゃ駄目よ、フラは笑顔で！」と元気

に声をかけています。 

指導中に「この曲はダイヤモンドヘッド、ハワ

イにある山を意味します」と先生の解説が随所に

入ることで、手の柔らかさ、腰の動きなど会員さ

んの表現も変わっていきます。また、曲によって

は踊りながら「プイリー」と呼ばれる打楽器を使

って表現することもあるそうです。 

レッスン中、会員さんは楽しそうに活動してお

り、音楽をかけていない時の練習でも思わず歌詞

を口ずさんでしまう程。「この曲、久しぶりだか

ら振り付け忘れちゃったよ」と笑い合う光景か

ら、仲の良さも伺えます。 

ただいま会員募集中！ 見学、無料体験（１回

まで）いつでも大歓迎です！ 皆さんも優しく世

話好きなメンバーと優雅に踊りませんか？ 
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竹ノ塚駅西口から徒歩２分の場所にある

「らーめん 梁山泊（りょうざんぱく）」

さんに伺いました。 

今年で開店から２３年目を迎える「らーめ

ん 梁山泊」さん。２代目店長の細井優樹さ

んは１月号でご紹介した「花の店 アイリス」

さんを経営されているご夫婦の長男です。 

梁山泊さんは営業時間が長く、午前１１時

３０分～朝の６時。昼はもちろん夜もお客さ

んが多いようで、お酒を飲んだ後のシメや、

深夜まで営業されている店舗の従業員の方が

よく来られるそうです。 

特上ほほ肉付きの「梁山泊らーめん（1,150

円）」をはじめ、使用している伝統のスープは

豚骨ベースの継ぎ足し製法。味は定番の醤

油・味噌・塩の３つに加え、ラーメンには珍

しい抹茶も選べます。また、麺の量や硬さ、

スープの濃さもリクエスト次第で応じるとの

ことです。 

お酒にぴったりなおつまみも充実してお

り、一番人気は「ちゃーしゅー皿（650 円）」。

炒めたネギと合わせた手作りのチャーシュー

は、ホロホロと柔らかく味がよく染みた逸品

です（お土産にもできます）！ 

 地元の方に愛され、食事時でなくても人の出入りが途

絶えません。来店されたご夫婦にお話を伺うと、週１回

の頻度で通う常連さんだとか。帰り際には「美味しかっ

たです」、「ご馳走様でした」とお客さんから温かい言葉

をかけられており、お見送りされる細井さんも「やっぱ

りこういう言葉が励みになりますね」と笑顔になりま

す。 

 「１つでも『お店のココが好き』と思ってもらえたら

嬉しいですね。ぜひお気軽にいらしてください」と語る

細井さん。まだ冷え込むこの時期、心まで温まるラーメ

ンを皆さんも召し上がってみませんか？ 

「らーめん 抹茶味（780 円）」。意外な組み合わせ 

ですが、細麺に抹茶のスープが絡み、豚骨ベースながら

さっぱりとした後味です！ 

●店舗情報● 

住  所：足立区西竹の塚２‐３‐１０ 

電話番号：０３-３８５４-９１５５ 

営業時間：午前１１時３０分～午前６時 
（L.O：午前５時３０分） 

定 休 日：日曜日 ／ 駐 車 場：なし 

※価格は単価、税込み表示です。 

「よいしょを見た！」で 

味玉１つサービス！ 

（２０２０年２月２５日～期限なし） 

第 

２2 
回 
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伊興センターおなじみの講座「伊興写真サロン」参加者

と運営ボランティアが撮影した写真を集めた 

「行こう！写真展２」を開催します！ 

前回は「伊興寺町と紅葉」がテーマでしたが、今回は

「春」。どのような春の写真になるかは当日までのお楽し

みです！ 

エル・ソフィア開館時間中はいつでも無料で鑑賞できま

す。ぜひ足をお運びください♪ 
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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・８・９・１５・２０・２２・２９日 
 
悠々館☆民謡・民舞発表会 
日時：３月１４日（土） 

   午前１０時～午後３時 

対象：どなたでも 

内容：民謡教室・民舞教室の皆様が発表いたします。 

ぜひ暖かい声援を送ってください。 

 

児童館☆コッパ―工作 
日時：３月１０日（火）、１１日（水）、１２日（木） 

   午後１時３０分～５時３０分 

内容：アルミ缶に釘とトンカチを使って絵を描き、色

を塗ろう。 

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・８・９・１５・２０・２２・２９日 
 
☆紙コップＵＦＯ 
日時：３月１８日（水）、１９日（木） 

午後２時～４時 

内容：紙コップ２個で出来る簡単な工作です。 
 
☆カルビースナックスクール 子ども未来応援事業
日時：３月２６日（木） 

午後２時～３時３０分 

定員：５０名 

対象：小学３年生以上 

申込：３月１１日（水）～窓口にて 

内容：１日のおやつの目安量や食べる時間について 

学ぶ。 

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・８・１５・１６・２０・２２・２９日 
 
悠々館☆来年度の教室募集 
日時：３月９日（月）～１４日（土） 
   午前９時～午後５時１５分 
受付：上記期間中にお申し込みください。 
 
児童館☆英語であそぼう（子ども応援未来事業） 
日時：３月２６日（木） 

午後２時～３時１５分 
定員：４０名 
申込：３月２日（月）～児童館窓口にて 
   （遠方の方は電話） 
内容：高校生のボランティアのお兄さんと楽しく 

英語を使ってあそびましょう。 

伊興住区センター 
住所：伊興５-２２-１３ 

電話：０３-３８５５-２７０７ 

休館：１・８・１５・１６・２０・２２・２９日 

 

悠々館☆芸能大会 
日時：３月２８日（土） 

   午前１１時～午後２時 

定員：４０組 

申込：３月９日（月）午前１０時～窓口にて 

 

児童館☆こども春まつり 
日時：３月７日（土） 

午前１０時～１１時 

対象：１８歳以下の方（就学前の子どもは保護者同伴） 

内容：工作、ゲーム、つかみどり、バルーンアート、 

カレーライス（無くなり次第終了） 

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・８・１５・２０・２２・２３・２９日 
 

悠々館☆おとな向け「読み語り」と若返り体操 

日時：３月１８日（水） 

午後１時３０分～３時 

内容：高齢者生きがい活動事業 読み語り会 

 

児童館☆アイロンビーズ 

日時：３月３日（火）、４日（水） 

午後２時３０分～４時 

対象：小学生 

受付：午後３時３０分まで 

内容：アイロンビーズでキーホルダーを作ります。 

栗原北住区センター 
住所：栗原４-１９-１５ 

電話：０３-３８９９-８７６１ 

休館：１・８・１５・１６・２０・２２・２９日 
 
悠々館☆新規利用者拡大事業 健康体操（エアロビ） 

日時：３月２６日（木） 

   午後１時３０分～午後２時３０分 

定員：３０名 

対象：５５歳以上の方 

申込：２月２５日（火）～窓口にて 
 
児童館☆ミニ春まつり 

日時：３月７日（土） 

午後１時１５分～２時３０分 

定員：１００名 

対象：小・中学生 
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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。 

      『なんとかする工作』 

       青木 亮作／著・文 
         玄光社／発行 

発注者（娘、息子）の依頼があれば、 
その場にあるものでとにかく「なんとか」

工作をする父ちゃん！ 
発想も出来もすばらしく、真似して 
みたくなる１冊です。 

      『カメの甲羅はあばら骨』         

       川崎 悟司／著・文 
       SB クリエイティブ／発行 

「動物の骨格を人間に置き換えたらどう

なるか？」をイラストを交えて紹介する

本です。 
あばら骨が発達しているカメ、首の骨 
 が長いキリン、顎が大きいカバ。 
  それを人間にして表すと……？ 

★西新井消防署ホームページは 西新井消防 で検索または 

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 

地震に備えよう ～家具類の転倒防止・落下・移動防止対策～ 

平成３０年に発生した大阪府北部地震や北海道胆振東部地震では、

倒れた家具などの下敷きになり多くの人が負傷しました。 

３月から４月にかけては、就職・転勤・入学のため引越しのシーズ

ンとなります。この機会に、家具類の転倒・落下・移動防止対策（家

具転対策）を行いましょう。 

また、地震により転倒した家具類が扉や窓を塞がないように、 

出入口付近や階段・廊下部分に家具を置かないレイアウトを考えまし

ょう。 
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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 

 

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 IN E  

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/ 

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。 

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/ 

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 笑顔のかけはし 


