使い方いろいろ！

伊興センター フリースペース紹介！

伊興写真サロンボランティア

平井位子さん 撮影

浜離宮恩賜庭園「都会の秋」（2019 年 10 月）

伊興センターの２階に「伊興み
んなのギャラリー」があるのをご
存知ですか？２階のフリースペ
ースを超えて、廊下の奥までギャ
勉強も読書もゲームもＯＫ！
その名の通り、自由に過ごせる
「フリースペース」があります！
大規模改修工事による長期休館
前は１階のみでしたが、リニュー
アルオープン後は新しく２階にも
できました♪
ご利用の際は、思い思いに過ご
してくださいね！

ラリーは続いています。
現在、伊興センターを利用して
いる学習団体の皆さんや、写真好
きが集まるイベント「伊興写真サ
ロン」の参加者やボランティアさ
んの作品が、定期的に入れ替わり
ながら展示されています。
センターに来館したら、ぜひ２
階にも足を運んでいただき、ステ
キな芸術作品を楽しんでくださ

みんなのこと、

いね♪

↑「伊興写真サロン」のボランティアが中心となって開かれた
「行こう！写真展」は、L.ソフィアで７月上旬、伊興センター
では７月下旬から開催され、１３名の方が出展されました。

待ってるわよ！

<利用上の注意>
・ご利用時間は午前９時～午後９
時までです。

伊興センターの facebook では、
講座・イベント情報や体育館の個人

・ご利用時は１階窓口にお声がけ
ください。「入館票」に記入し
ていただきます。

利用のお知らせだけでなく、本紙の

・新型コロナウイルス感染拡大防

けたい」や、本紙にスペースの都合

止のため、他の席とは距離を離

上載せきれなかった写真などもア

してご利用ください。
・２階のフリースペースは勉強や
読書のみご利用いただけます。

表紙写真にご応募いただいた全作
品を紹介する動画「写真で元気を届

ップしています！ぜひアクセスし
てみてくださいね。フォローや記事
へのコメントもお待ちしています。

・ご利用時に出たゴミはお持ち帰
りください。

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

２

３

以下は８／２６（水）午前９時から受付開始の講座です。
窓口・電話にてお申し込みが可能です（一部の講座はインターネット
でもお申し込みできます。※受付初日のみ午後 1 時から）。

日曜日にリフレッシュ
「ズンバ」エクササイズ

伊興おもちゃの病院
日時：９／１２

毎月第２土曜日

午後１時～４時（受付は３時３０分まで）

こどもクラシックバレエサークル体験（２日制）

定員：１５名

対象：１６歳以上の方

費用：無料

定員：各２５名

（材料費や部品代がかかる場合があります）

日時：９／２８・１０／５ いずれも月曜日
Ａ）午後４時３０分～５時３０分

いずれも日曜日

午後１時～２時

対象：どなたでも

当センター登録団体の「Ｙ・Ｋバレエスタジオ（伊興）」さんの体験講座です。
クラシックバレエの基礎を、会員さんと一緒に学びましょう♪

日時：９／１３、２０、２７

費用：１回８１０円
講師：渡邊由紀

講師：ボランティア技術屋集団
あだちトイ・ドクターズ

Ｂ）午後５時３０分～６時３０分
Ｃ）午後６時３０分～８時
対象：Ａ）３歳～小学１年生

Ｂ）小学２年生～６年生

Ｃ）中学生～１８歳

費用：各２０円

はじいて遊ぼう
おはじきサッカー体験会

講師：登録団体「Ｙ・Ｋバレエスタジオ（伊興）
」指導者

日時：９／１３

はつらつ教室Ｃ・Ｂ

対象：どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）

定員：１２名

定員：各１０名

費用：無料

費用：無料

講師：伊興学びのサポートボランティア

定員：各１５名

日時：９／２７（日）
毎月第２日曜日

１９ 毎月第３土曜日

赤ちゃんといっしょ

ベビーヨガ

※申込みは１人、月１回まで

日時：９／３、１７
いずれも毎月第１・３木曜日
午前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

■Ｃ（９／３）
運動４５分＋栄養学４５分

費用：無料
講師：中山小夜子、阿部歩

楽しい折り紙ひろば

日時：９／１５（火）

午後２時～４時
午前１０時～正午

講師：伊興センター職員

午後２時～３時３０分
対象：どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）

伊興センター職員

午前１０時～１０時５０分
対象：首が据わった３カ月～あんよができる前

…持ち物があります。事前にお問い合わせください。

の子どもと保護者
定員：１６組
費用：６００円
講師：長谷川美和

＜ご注意＞

◆Ｂ（９／１７）
運動９０分

※「よいしょ」に掲載している講座情報は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、変更・中止になる可能性があります。必ずお申込み前に

夜に楽しむじっくりヨガ

親子の癒し時間
ベビーマッサージ

日時：９／１６（水）

日時：１０／１

午後７時～８時
対象：１６歳以上の方

（木）毎月第１木曜日

以下の講座は９／２６（土）午前９時から受付開始です。

２０（火）毎月第３火曜日

他にもたくさんの講座を予定しております。

午前１０時～１１時３０分

定員：１６名

対象：２ヵ月～１歳未満の子どもと保護者

詳細は「あだち広報９／２５号」、または「よいしょ」１０月号

費用：５９０円

定員：各４組

講師：長谷川美和

をご覧ください。皆さまのお申込みお待ちしております！

費用：１回１，１００円
講師：岩男叔子

伊興写真サロン

楽しく踊ってストレス解消！
夜の「ズンバ」

日時：１０／４

日時：９／２、９

毎月第１日曜日

午前１０時～正午

４

お確かめください。

いずれも水曜日

午後７時３０分～８時３０分

はつらつ教室Ａ・Ｄ

続けて健康！

１０／１、１０／１５ ※申込みは１人、月１回まで
いずれも毎月第１・３木曜日
午前１０時～１１時３０分

１０／６～１２／１５の毎週火曜日（１１／３は除く）
午前１０時４５分～正午

太極拳（１０日制）

ちびっこ体操（９日制）

楽しく踊ってストレス解消！

１０／６～１２／８の毎週火曜日（１１／３は除く）
午後３時３０分～４時３０分

１０／７（水）
・１４（水）

対象：１６歳以上の方

対象：１６歳以上の方

定員：１０名

定員：各２５名

費用：無料

費用：１回８１０円

いきいき体操（１１日制）

講師：伊興写真サロンボランティア

講師：渡邊由紀

１０／７～１２／１６の毎週水曜日
午後１時３０分～３時

夜の「ズンバ」

午後７時～８時

はじめてのストレッチポール（３日制）
１１／１２～１２／１０ 毎月第２・４木曜日
午後１時１５分～２時１５分
５

「スポーツにチャレンジしたいけど初めてだから不安……」
と
いう方にぴったりの「スポーツ広場」。指導員がいるので、初
めてでもお一人でも大丈夫です♪
伊興センターでは、
月曜日に以下の時間帯で開催しています！

※ビーチボールバレーは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１２月末までの開催を
中止しております（８月１０日現在）
。今後の状況によっては、中止期間が延長になる可能
性もございます。また、ファミリーテニスや一輪車も今後の情勢に応じて中止になる可能
性がございます。ご来館の前にお電話等でご確認ください。

伊興センターの個人利用は、毎月以下の日程で実施しています。他にも、
「８日前までに団体予約が
入らなかった」場合は、
「種目指定なし」の個人利用として開放します。

【時間】午後１時～３時
開催月

９月

10 月

11 月

12 月

１月

２月

３月

【持ち物】

第１週

休

5日

2日

7日

休

1日

1日

・運動できる服装

第２週

14 日

12 日

9日

14 日

11 日

8日

8日

・室内用シューズ

第３週

休

休

休

休

休

休

休

第４週

28 日

26 日

休

休

25 日

22 日

22 日

・水分補給用のふた付きの飲み物

29 日

※用具貸出し有 無料

第５週

30 日

・タオル

【料金】３１０円

※□…祝・祭日

（中学生以下１１０円）

開催月

９月

10 月

11 月

12 月

１月

２月

３月

第１週

休

5日

2日

7日

休

1日

1日

第２週

14 日

休

9日

14 日

休

8日

8日

第３週
第４週

休
28 日

休
26 日

第５週

休
休

休
休

休
25 日

30 日

＊どちらの種目も、料金は当日に体育館内の受付で
お支払いください。
また、ご来館時はマスクの着用にご協力ください。
６

休
22 日

休
22 日
29 日

時間帯

第３土曜日
(無料公開)

第３日曜日

卓球

バドミントン

ビーチボールバレー
ファミリーテニス

種目指定なし
ファミリーテニス

バドミントン
バスケットボール

バスケットボール

バスケットボール

卓球

バドミントン

卓球

第１土曜日

午 前
9:00～12:00
午後Ⅰ
12:30～15:00
午後Ⅱ
15:30～18:00
夜 間
18:30～21:00

【時間】午後３時３０分～５時

【個人利用の流れ】

【持ち物】

①希望する個人利用の時間帯に来館し、受付を行います。

・運動できる服装
（ジーパン、スカート不可）

・室内用シューズ

②利用開始時刻になったら、集まっている方同士で話し合いを始めます。
※参加者が多かった場合、利用に関して話し合うことがあります。

・タオル

③職員からの説明が終了次第、利用料金を支払います。

・水分補給用のふた付きの飲み物

【利用料金】高校生以上：３００円、中学生以下：１００円

【対象】
５歳以上でペダルに足が届く子ども

※「いきいきフリーパス」や、
「障がい者手帳」をお持ちの方は利用料金が無料になります。

Facebook でも
個人利用の情報を
発信しています！

④利用開始！

大人（高校生以上）

【料金】大人３１０円
（中学生以下２１０円）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部利用条件や制限があります。
詳細はお問い合わせください。
７

９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。

伊興住区センター

救急車を適正に利用しよう

西伊興住区センター

住所：伊興５-２２-１３
電話：０３-３８５５-２７０７
休館：６・１３・１４・２０・２１・２２・２７日

改修工事のため
９月１日（火）～２０２１年５月３１日（月）
まで閉館

児童館☆「香りのビンを作ろう」
日時：９月１２日（土）
・２６日（土）
午後２時～３時
定員：１０名（両日・両時間とも）
受付：９月１日（火）～１１日（金）
９月１５日（火）～２５日（金）
保護者の方が児童館窓口に申込み

西新井住区センター
住所：西新井７-１９-６
電話：０３-３８５４-１５２７
休館：６・１３・２０・２１・２２・２７・２８日

東伊興生活館・児童館

栗原北住区センター
住所：栗原４-１９-１５
電話：０３-３８９９-８７６１
休館：６・１３・１４・２０・２１・２２・２７日

住所：東伊興３-２３-６
電話：０３-３８９７-２２２５
休館：６・１３・１４・２０・２１・２２・２７日

救急出動件数は過去最高
令和元年中の救急出動件数は２年連続で
８０万件を超え、１日およそ２２００件、約３８秒
に１回救急車が出動しています。

救急搬送された方のうち、入院を必要としな
い軽症者の割合は５０％以上を占めています。
病院へ行く？救急車を呼ぶ？迷ったら・・・
「＃７１１９」に相談しましょう！

こんな症状は、ためらわず１１９番通報
●意識がない（返事がない）
●けいれんがとまらない
●大量の出血を伴うケガ
●ものをのどにつまらせて呼吸が苦しい、意識がない
※消防庁発行「救急車を上手に使いましょう」から一部抜粋

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

東伊興住区センター

掲載している情報が変更、イベントが中止

問合せ先

住所：東伊興１-５-２２
電話：０３-３８９９-８５３１
休館：６・１３・２０・２１・２２・２７・２８日

になる可能性があります。必ずお出かけ前

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

にお電話等で最新情報をご確認ください。

リニューアルオープン後も続けています！

エコキャップ回収

みんなが かんがえてくれた
クイズを のせています

伊興センターでは、ペットボトルのキャップ（フタ）を回収しています！
1 階と 3 階にある自動販売機に、写真のような回収箱を設置しています。

Ｑ１．あんぱんと

しょくぱんと

きかせました。ねたのは

カレーパンに

ねむりうたを

だれでしょう？（あいくさん）

ペットボトルを捨てる前に、ぜひキャップを回収箱に入れてください。
集めたキャップはリサイクル業者が買い取り、そのお金で購入したワクチンを
世界の子どもたちに届けています。
身近なところからエコを心がけていきたいですね♪

回収時のお願い
◇ペットボトルのキャップ以外は入れないでください。
◇たくさんある場合は、袋などに入れて直接窓口までお持ちください。
◇できるだけきれいにゆすいでください。
引き続きみなさまのご協力をお願いいたします！

８

Ｑ２．おとしよりが
おもたそうに

バスに

のってきました。おおきな

もっています。しかし、だれも

にもつを

せきを

ゆずりません。なぜでしょう？（シーテーさん）
Ｑ３．２ひきの
そのふくの

おうぼの
しかた

ブタが

ふくを

きています。

カラーは？（拳人さん）
・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、９／３０までに けいひんを とりにきてね。

９

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。

長期休館中に保存期間が切れた雑誌も出ます！！

雑誌のリサイクル
とらばーゆのお知らせ

今月の
オススメ！

9 月の特集本
一般特集

日程：9 月

「○○の秋」
秋と言えば、スポーツ、読書、食欲など楽しみが

9 月より日付・場所を変更して開催します！

2 日・13 日・20 日・27 日

たくさんありますね。
あなたにあてはまる○○はなんですか？

時間：10：00～なくなり次第終了

児童特集

場所：伊興図書館・地下 1 階雑誌コーナー

「おいしいたべもの」
秋と言えば食欲の秋！

～お願い～

やきいも、くり、かき、などなど、

『忌み地』

おいしいたべものが出てくる本をご紹介します♪

著：福澤 徹三・糸柳 寿昭
出版：講談社

センター関連特集

リサイクル処理が終わった雑誌から随時出しますのでお求めの雑誌が無い場合がございます。
なお、コロナウイルス感染拡大防止により長時間の滞在を避けるため、通常より量を減らし、
数回に分けて開催します。ご理解ご協力をお願いいたします。

いわく付き物件を取材するだけ
でなく、その取材プロセスを文章化
した怪談実話です。

「クラシックバレエ」
エクササイズとして、芸術として鑑賞しても
面白い、クラシックバレエに触れてみませんか？

暑い夏の日に怪談はいかがでし
ょうか？

今月の子ども向けイベント
たのしいおはなしがいっぱい！おきがるにどうぞ♪

「伊興読書さろん」は毎月第１金曜日に開催される大人のため
の読書会です。１６歳以上であればどなたでも参加できます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のために、
「伊興読書さろん」

おはなし会・英語おはなし会（幼児～小学生向け）
おやこおはなし会（乳幼児向け）
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上記のイベントは中止とさせていただきます

の時間帯と開催場所が変更になります。お間違えの無いよう
お気を付けください。
リニューアルオープンしました☆

日時：９／４（金）午後１時～２時
会場：センター３階 レクホール

作品の詳細は Facebook

お久しぶりです！新しくなった図書館はもうご覧いただけたでしょうか？

でも公開しています。

棚いっぱいだった本がみるみる減っていき、職員一同とても驚いています…！
また、現在コロナウイルス感染拡大防止のため、おはなし会が中止となっています。

９月の予定
〈朗読〉
「わらしべ長者スピンオフ」
『５分で読める！

ひと駅ストーリー

旅の話』より

木野

裕喜/著

〈紙芝居〉
『父のかお母のかお』
ときわ
１０

ひろみ/脚本

〈絵本〉
『花さき山』

斎藤

隆介/著

早くいつもの図書館に戻れるよう、引き続きマスク着用、手洗い等感染防止に
ご協力よろしくお願いいたします。

〈朗読〉
「ジンセイのヨロコビ」
『おとうさんおはなしして』より
佐野洋子/作・絵
その他

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：９／７（月）
図 書 館 休 館 日：９／３０（水）
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。

