
 

伊興写真サロン参加者 若松孝仁さん 撮影 

竜神峡・竜神大吊橋「竜神峡の流しコイ」（2017 年 5 月 11 日） 

サークルさんの活動に密着！ 

「ＩＣクラブ」さん、 

「バレエサークル・リボン」さん 紹介 
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 「ＩＣクラブ」さんは、９人制バレーボールの

登録団体です。伊興センターが長期休館中の現在

は、鹿浜センターの体育館で活動されています。 

 活動時にお伺いすると会員さんは準備運動中。

特に突き指防止のため、手指の運動は念入りで

す。その後は対人練習。円陣を組んでトス、レシ

ーブ、ネットを挟んでサーブを行います。 

勧められて職員もサーブを体験してみました

が、まずネットに届くまでが一苦労。苦戦してい

ると、指導者の斉藤先生から「もっと腕の振りを

大きくしてみて」というアドバイスをいただきま

した。さっそく実行すると、劇的に飛距離が増

加！ ボールがネットを越えると、自分のことの

ように先生も会員さんも喜んでくださいました。 

 会は３０代～６０代の方で構成されており、年

の離れた人同士でも仲良く練習しているとのこ

と。トスやレシーブが上手くいかなかった時は

「ごめんなさい」や「大丈夫！」とポジティブに

励まし合う声が上がります。 

鹿浜センターで活動されてからメンバーが２

名増えたそうで、１人はＰＴＡで知ったことがき

っかけだったとか。「前は全然運動してなかった

けど、入会したら他の運動で筋肉痛にならなくな

った」と会員さんは爽やかな笑顔で語ります。 

ここ１年ほどは、年に４回ある大会に出場され

ているとのこと。目標ができたことで、普段の練

習にも一層身が入るようになったそうです。 

バレーボールが初めての方でも大丈夫です。見

学、体験どちらもぜひお気軽にお越しください！ 

明るいメンバーがお待ちしています♪ 
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 登録団体「バレエサークル・リボン」さんは平

成８年に設立されたお子さんのクラシックバレエ

サークルです。長期休館中の現在は鹿浜地域学習

センターで活動をしています。 

 活動日に伺うと、会員さんが笑顔いっぱいで楽

しそうに踊っている最中でした。樋口先生の指導

の下、「ジュテ」、「グリッサード」などの指示に合

わせて軽やかに舞う姿は職員も見惚れてしまうほ

どです。慣れてくると小学３年生からトウシュー

ズを履いて練習するそうで、踊る度にカツカツと

いう独特の硬質な音が響きます。 

 会員さんは現在９名。長い人は年中から７年も

在籍しています。これからもバレエを続けたい、

大人になってもやりたい、というお子さんがほと

んどで「バレエでお友達ができたよ」、「先生が優

しい！」とサークルの魅力を熱く語ってくれまし

た。また、昨年は鹿浜地域学習センターの「ふれ

あいまつり」に参加して練習の成果を披露されま

した。普段は別々で練習しているメンバーとも、

発表では揃って踊れることが楽しいのだとか。 

入会を考えている方へのメッセージを伺うと

「ぜひ来てください！」と保護者の方が二人で声

を揃えるほど。バレエの基礎ができるまで履けな

い、憧れのトウシューズ。柔軟性や体の動かし方

を身に付けるためにも、お子さんがなるべく小さ

い内から始めた方が良いそうです。 

見学大歓迎、動きやすい服装で来ていただけれ

ば体験もＯＫとのことです。ぜひ素敵なバレエダ

ンサーへの一歩を踏み出してみませんか？ 
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●店舗情報● 

住  所：足立区伊興１‐２３‐２０ 

電話番号：０５０‐３５０３‐０５１５ 

営業時間：ランチ） 午前１１時３０分～午後２時３０分 
     ディナー）午後５時３０分～１０時 
定 休 日：不定休／ 駐 車 場：５台 

公式 HP：http://alleato-madre.com/ 
Instagram：https://www.instagram.com/alleatomadre/ 

※価格は税抜き表示です。 

伊興区民事務所裏手のイタリアン「Alleato 

Madre（アリアット・マードレ）」さんをご紹介！ 

「Alleato Madre」さんは今年の

５月でオープンから１周年を迎えま

す。 

お客様がストップと言うまでチー

ズをかけてくれる名物の「ラスパド

ゥーラチーズのこぼれピッツァ

（1,800 円）」や、店長自らマジック

を披露することもあるユニークなお

店です。店長の橋本さん曰く「美味

しさに加えて楽しんでもらえたら」

とのこと。 

また「ワガママがいっぱい言える

お店にしたい」というコンセプトか

ら始めたピッツァ、パスタの「チェ

ントシリーズ（1,800 円）」も人気で

す。ピッツァの場合、２種類のソー

ス×２３種類の具材の組み合わせで

オリジナルピッツァを注文でき、何

と夢の「全部乗せ」も可能です！ 

店内に飾られた自作の絵にファンがいるほど多彩な

才能を持つ店長ですが、他にもピッツァのワークショッ

プや、地域のイベントに出店するなど様々なことにチャ

レンジしています。また最近では元バーテンダーの経験

を生かし、カクテル作り体験イベントも始めました。 

＜店長からの一言＞ 

「おしゃべり店長と話しに来てください！ 仲良くな

ったらゴルフに行きましょう（笑）」 

美味しいと楽しいが味わえて、くつろげるお店です。

ぜひお立ち寄りください♪※左上にクーポンあり 

※ランチはセット注文時 
ディナーは 
合計 5,000 円 

以上限定 

「菜の花とグリル野菜のトマトソーススパゲティアラビアータ

（９８０円）」。旬野菜の甘さと程よい辛さがベストマッチ♪ 
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 まだまだ大規模改修工事中の伊興センターでは、残す

もの、壊すもの、生まれ変わるもの、色んな工程が行わ

れています。今回も写真たっぷりでお届けします！ 

←正面入り口の彫刻は変わらず残ります。工事で傷が付

かないようにしっかりと保護されていますね。 

↙ あれれ？壁がなくなっていますよ！どうやらレクホー

ルの出入り口の位置が変更になるようです。 

↓地下書架の天窓からは、いつも優しい光が差し込んで

いましたね。古いものを取り外し、新しく取り付けら

れます（これで雨漏りの心配もなくなりますね！）。 

 

※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可能性があります。必ずお出かけ前

にＳＮＳ等で最新情報をご確認ください（詳細は裏表紙）。 
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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：３・４・５・６・１０・１１・１７・２４・３１日 
 
悠々館☆住区 de 団らん 
日時：５月２６日（火） 

   午後５時～７時 

対象：どなたでも 

内容：夕げのひとときを和気藹々と過ごしましょう！ 

 
児童館☆プラバン工作 
日時：５月２０日（水）、２１日（木） 

   午後１時３０分～５時３０分 

内容：好きな絵を描いて素敵なキーホルダーを 

作ろう。 

東伊興生活館・児童館 

住所：東伊興３-２３-６ 

電話：０３-３８９７-２２２５ 

休館：３・４・５・６・１０・１１・１７・２４・３１日 
 
☆どんぐりっこ（オープニング） 
日時：５月２２日（金） 

午前１０時３０分～１１時３０分 

対象：１歳６ヶ月～４歳の子どもと保護者 

定員：４０組（登録制） 

申込：５月７日（木）午前１０時３０分～児童館にて 

内容：新年度のどんぐりっこのオープニング 

 
☆げんきタイム（親子体操） 
日時：５月２９日（金） 

午前１０時３０分～１１時３０分 

対象：３歳までの幼児と保護者 

持物：自由参加。動きやすい服装で来てください。 

東伊興住区センター 
住所：東伊興１-５-２２ 
電話：０３-３８９９-８５３１ 
休館：３・４・５・６・１０・１７・１８・２４・３１日 
 
悠々館☆各教室が始まります 
    まだ空いている教室もあります。 
 
児童館☆工作の日「３Ｄボックス作り」 
日時：５月１９日（火）、２０日（水） 

午後２時～４時 
対象：小学生 
内容：画用紙に描かれた絵に色をつけ、ボックスに 

組み立てます（無くなり次第終了）。 
 

伊興住区センター 
住所：伊興５-２２-１３ 

電話：０３-３８５５-２７０７ 

休館：３・４・５・６・１０・１７・１８・２４・３１日 

詳しくはお問い合わせください。 

西新井住区センター 
住所：西新井７-１９-６ 

電話：０３-３８５４-１５２７ 

休館：３・４・５・６・１０・１７・２４・２５・３１日 
 
悠々館 

詳しくはお問い合わせください。 

 

児童館☆工作「紙とんぼ・ブーメラン」 

日時：５月２６日（火）、２７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：好きな方を選んで絵つけをします。 

栗原北住区センター 
住所：栗原４-１９-１５ 

電話：０３-３８９９-８７６１ 

休館：３・４・５・６・１０・１７・１８・２４・３１日 
 
悠々館☆ウォーキングの集い 

日時：５月２９日（金） 

   午前１０時～１１時３０分 

定員：３５名 

申込：５月１１日（月）～窓口にて 
内容：ウォーキングの仕方を楽しく実践します。 
 
児童館☆新入・進級お祝い会 

日時：５月１３日（水） 

午後３時～４時 

対象：小学生 

内容：新１年生のお祝いとクジ引きゲームなど。 

 

【新型コロナウイルス感染拡大防止

に伴うイベント情報について】 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載し

ているイベントが急遽中止になる可能性があり

ます。イベント等の実施につきましては、お出か

け前に各住区センターへお問い合せください。 
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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。 

       『定年後からの 
             孤独入門』 
             河合薫／著 
        SB クリエイティブ／発行 

定年後のおじさんたちの敵は孤独だった!?
ルーティンの喪失や塩漬けされた固定観念

など、心にぐさりと刺さる目次が……。 
定年後の希望のある生き方を 

書いた１冊です。 

      『ねんどのパン屋さん』         

       岡田ひとみ／作 
汐文社／発行 

ふわふわの紙ねんどで、可愛いパンを 
作りましょう。 

紙ねんどやえのぐ、歯ブラシなど身近な

道具でかんたん可愛く作れる工作です。 
たくさん作って自分だけのパン屋 

さんを作るのも楽しい！ 

窓やベランダ以外にも 

こんなところから、 

落ちる危険があるよ 

ＳＴＯＰ！こどもの「転落」 

問合せ先 

西新井消防署ホームページ 西新井消防 で検索 

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 

窓やベランダからの「転落」を防ぐために 

・エアコンの室外機、植木鉢などを置く場所にも注意しましょう。 

・ベランダへの出入口の窓などには、鍵を二重に設ける等の措置を講じましょう。 

ベッドから落ちる 自転車の補助イスから落ちる 抱っこひもから落ちる 
 

子どもが窓やベランダから転落する事故が繰り返し起きています。 

高所からの転落は、生命に危険を及ぼす可能性が高い事故です。 
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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 

 

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 そば処 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！ 

《新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う講座・イベント情報について》 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本紙に掲載している講座・イベントが急遽

中止になる可能性があります。必ずお出かけ前にお問い合わせいただくか、以下の

SNS 等で最新情報をご確認ください。 

L IN E  

アカウント名 

足立区伊興地域学習センター 

F ac eb ook  

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

ホームページ 
https://grandio.co.jp/ikou/ 

伊興 笑顔のかけはし 


