初めての方にも、お久しぶりの方にも！

伊興センター リニューアルオープン＆紹介！

伊興写真サロン参加者 若松孝仁さん 撮影
あしかがフラワーパーク「パラグアイオニバス」（2010 年 8 月 31 日）

みんな
お待たせ！
大規模改修工事が終了し、ついにリニューアルオープンしました！
今回は新しくなった部屋の紹介や使い方をご案内します！

【利用可能な種目】
卓球

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用に制限をかけています

バドミントン

（2020 年７月１０日現在）。ご予約時に最新情報をご確認ください。

バレーボール

図書館の中の
「児童コーナー」に
繋がってるよ！

バスケットボール（ミニバス含む）
ビーチボールバレー
ファミリーテニス

詳しくは１１・１２

新体操

ページを見てね！

体操
空手

バスケットゴールは、ミニバス用の高さに設定
できるようになったわよ！ミニバスで使う時

※その他の屋内スポーツは予約時

はスタッフが準備するから、気軽に声をかけて

にご確認ください。

ちょうだい♪

<貸出可能備品>
・卓球台（１４台）＆防球ネット
・バレーボール用ネット（６人制・９人制）＆支柱
出入口

・バドミントン用ネット＆支柱
＜スポーツ用具貸出＞
大人５０円、中学生以下２０円
・ファミリーテニスラケット
・バスケットボール
・バレーボール
・バドミントンラケット＆シャトル
・卓球用ラケット＆ピンポン玉
次のページから１つずつ
紹介していくわよ！
目的に合わせて
チェックしてみて♪

シャワー室も綺麗になったわね！

＜窓口販売＞

体育館やトレーニングルームで運

ファミリーテニス用ボール：３５０円

動した後、ここで汗を流せるのは

ビーチボールバレー用ボール：２８０円

いいわね♪夏だしさっそく
使ってみようかしら？

エレベーター
伊興地域学習センター
ゆるキャラ

いこもさん
２

時間帯
午前
（時間） （午前９時～正午）

午後Ⅰ

午後Ⅱ

夜間

（午後１２時３０分～３時）

（午後３時３０分～６時）

（午後６時３０分～９時）

全面

2,700 円

3,500 円

3,500 円

4,100 円

半面

1,350 円

1,750 円

1,750 円

2,050 円
３

定員：３０名
【利用可能な使用目的】

定員：２０名
【貸出可能な用途】

会議

茶道

語学学習

華道

書道

三味線

水彩画

日本舞踊

パステル画

ヨガ など

工作
※その他の使用目的は

染め物
語学学習

予約時にご確認

手芸

ください。

テーブルゲーム など

窓が開けられるようになって、

壁の色が変わって、気持ちも

換気もしやすくなったわよ！

明るくなるわ！
※その他の使用目的は予約時

茶釜の場所は変わってない

水道の手前にあった師範台が

にご確認ください。

から、正方形の切れ目がある畳

なくなった分、部屋が広く感じる

をひっくり返してみて！

わね♪

時間帯
午前
（時間） （午前９時～午後１２時３０分）
料金

１,１００円

午後

夜間

（午後１時～５時）

（午後５時３０分～９時３０分）

１,４00 円

１,７00 円

時間帯
午前
（時間） （午前９時～午後１２時３０分）
料金

１,１００円

午後

夜間

（午後１時～５時）

（午後５時３０分～９時３０分）

１,４00 円

１,７00 円

※第１・第２学習室、ともに同じ施設使用料となっております。

カラフルなソファーが可愛らしい
授乳室よ♪ここにある水道やケトル
は自由に使ってちょうだい！

定員：１６名

部屋の中には個室が２つあるから、人

【貸出可能な用途】

の目を気にしないで赤ちゃんと

会議

ゆったり過ごせるわね＊

語学学習
手芸
工作
テーブルゲーム など
※その他の使用目的は予約時
にご確認ください。
ホワイトボードの位置が
入って左側になったわよ！
机と椅子が可愛い色に
４

なったわね♪

授乳室をご利用の際は、
伊興センター職員まで
お声かけください（施設
使用料は無料です）
。
５

定員：１００名
【利用可能な使用目的】
会議

Q：どうやったら各施設を使えますか？

バレエ

A：まずはご利用希望の日時、施設をお伝えください。空き状況をお調べします

ヨガ

（ご利用希望日の２ヶ月前の１日から受付開始）
。

エアロビクス

以下の方法で「仮予約」が可能です。

ヒップホップダンス

①「窓口にお越しいただく（午前９時から）
」

社交ダンス

②「お電話による仮予約（午前９時から）」

フラダンス など

③「足立区施設予約システム（受付初日のみ午後１時から、事前登録が必要）」
※いずれも原則「仮予約日の翌日から３日以内の午後８時」までに利用料金を

※その他の使用目的は
予約時にご確認ください。

お支払いただくことで、予約確定となります。
他館でもご予約は可能ですが、受付初日のみ午後１時から受付となっております。

新しい音響装置が入ったわ！

Q：予約の前に施設を見学できますか？

音がいいわよ、ぜひ音楽を流してみて！

A：可能です。ただし、施設貸出中は見学できませんので、事前にご相談ください。

大きな鏡が正面にあるから最初は
驚いちゃうかしら？
Q：１時間単位での貸出はできますか？
時間帯
（時間）
料金

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ

夜間

（午前９時～正午）

（午後１２時３０分～３時）

（午後３時３０分～６時）

（午後６時３０分～９時３０分）

2,700 円

3,500 円

3,500 円

4,100 円

A：定められた時間帯ごとの貸出となります。詳しくは２～６ページまでの時間帯
区分をご確認ください。

Q：施設の利用制限はありますか？
A：営利、宗教、不特定多数の方が出入りする活動（無料相談会等）
、また飲食目的で
自販機も３階に置かれて、飲み物がすぐ

の貸出はご遠慮いただいております。ほか、内容や定員によっては貸出できない場

に買いに行けるようになったわよ！

合や別の施設をご案内する場合もあります。ご予約時にお確かめください。

さっそく大きな鏡の前でストレッチ！
……あらやだ、体が硬くなってる！

Q：施設使用料はどこで支払えますか？
Ａ：伊興センター窓口を含む、足立区内に２２ヶ所ある「総合受付窓口」にてお支払
いが可能です。お支払い時は１０ケタの「仮予約番号」をお伝えいただくとお手
続きがスムーズになります。

利用料金：１回３００円

ほか

※トレーニングは「登録制」です。

予約してくれるのを待ってるわよ！
私やセンター職員にぜひ会いに来て
ちょうだい！

伊興センターの「個人トレーニング
証」をお持ちでない方はお問合せく
ださい。
６

７

長らくお休みしていた講座ですが、８月から
順次再開していきます！
皆さん、奮ってご参加ください♪
８月のイベント等の実施につきましては、各住区センターへお問い合わせください。

赤ちゃん大喜びの
ベビーマッサージひろば

伊興写真サロン
日時：８／２、９／６

毎月第１日曜日

午前１０時～正午

7/26（日）
から受付

日時：９／３、１５
毎月第１木曜日、第３火曜日

7/26（日）
から受付

午前１０時～１１時３０分

対象：１６歳以上の方
定員：各１０名

対象：２カ月～１歳未満の子どもと保護者

費用：無料

定員：各４組

講師：伊興写真サロンボランティア

費用：１回１，１００円
講師：石田理佳

伊興おもちゃの病院

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

日時：８／８

日時：８／９、１５

毎月第２土曜日

午後１時～４時（受付は３時３０分まで）

毎月第２日曜日

対象：どなたでも

第３土曜日

定員：１５名

対象：どなたでも

費用：無料（材料費や部品代がかかる場合があります）

定員：各１０名

講師：ボランティア技術屋集団

費用：無料

あだちトイ・ドクターズ

午後２時～４時
午前１０時～正午

講師：伊興センター職員

楽しい折り紙ひろば
日時：８／２３

原則毎月第４日曜日

午後１時３０分～３時
対象：どなたでも（就学前の子どもは保護
者同伴）

西伊興住区センター

住所：伊興５-２２-１３
電話：０３-３８５５-２７０７
休館：２・９・１０・１６・１７・２３・３０日

住所：西伊興１-１２-１２
電話：０３-３８９６-７３６２
休館：２・９・１０・１６・１７・２３・３０日

栗原北住区センター

西新井住区センター

住所：栗原４-１９-１５
電話：０３-３８９９-８７６１
休館：２・９・１０・１６・１７・２３・３０日

住所：西新井７-１９-６
電話：０３-３８５４-１５２７
休館：２・９・１０・１６・２３・２４・３０日

東伊興住区センター

東伊興生活館・児童館

住所：東伊興１-５-２２
電話：０３-３８９９-８５３１
休館：２・９・１０・１６・１７・２４・３０日

住所：東伊興３-２３-６
電話：０３-３８９７-２２２５
休館：２・３・９・１０・１６・２３・３０日

悠々館☆藍の生葉染め
日時：８月４日（火）
・５日（水）
午前１０時～１１時３０分
午後１時～２時３０分
定員：８名（両日・両時間とも）
費用：１，０００円～１，７００円
（材料によって変動、申込時に選択）
受付：現在募集中

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
にお電話等で最新情報をご確認ください。

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。必ずお出かけ前にお電話等で
最新情報をご確認ください。

定員：１２名

伊興住区センター

費用：無料（持ち物は折り紙のみ）

電気製品の「小さなこげ跡」でもご相談ください！

講師：伊興学びのサポートボランティア

他にも、以下の講座を開催する予定です！詳細は次号以降で
お知らせします、お楽しみに！※受付開始日：９／２６（土）

電気製品の小さなこげ跡を見つけて心配な場合は、東京消防庁ホームページや東京消防庁公式
アプリ内の

こどもクラシックバレエサークル体験（２日制）

はじめての太極拳（１０日制）

９／２８・１０／２５ いずれも月曜日
※８／２６（水）から受付開始

１０／６～１２／１５の毎週火曜日（１１／３は除く）

日曜日にリフレッシュ「ズンバ」エクササイズ
１０／４・１１・１８・２５

いずれも日曜日

をご覧ください。

こども体操（９日制）
１０／６～１２／８の毎週火曜日（１１／３は除く）

相談ガイドでは、危険性のある相談を１１９番に
誘導し、危険性のない相談は、消防署及び出張所の電話番号を相談窓口として案内しています。

心と体を育てる親子体操（１０日制）

シェイプアップエクササイズ（１１日制）

１０／７～１２／９の毎週水曜日

１０／７～１２／１６の毎週水曜日

問合せ先

無理なく始める

夜に楽しむじっくりヨガ

西新井消防署ホームページ

１０／２１（水）

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

舎 人出張所

TEL

ストレッチポール体験会

１０／８（木）

筋膜リリース＆スタンディングピラティス体験会
１０／２０（火）
８

「東京消防庁版 電気製品火災相談ガイド」

などなど、他にも企画中です！

西新井消防

で検索
木出張所 TEL 3889-0119

3856-0119

９

7/21（火）より伊興図書館の電話番号が
変わります！
新しい伊興図書館をよろしくお願いします。

B1

1F

※現時点での書架となっており、変更の可能性があります。
１０

１１

【伊興センターへのアクセス】
★東武スカイツリーライン
「西新井駅」西口より
東武バス西０３・０４系統（西新井駅西口
⇔流通センター・竹の塚車庫）
「西新井消防署前」下車３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）

★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
（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）

★東武スカイツリーライン
「竹ノ塚駅」西口より、徒歩１５分

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/
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全 館 休 館 日：８／１７（月）
図 書 館 休 館 日：７／３１（金）、８／３１（月）
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。

