
 

伊興写真サロンボランティア 清水正信さん 撮影 

群馬県高津戸峡「紅葉と流れ」（2018年 11月 5日） 

 

文化・読書・スポーツ！ 色んな「楽しみ」に触れてみませんか？ 

ちょい〇〇イベント紹介！ 
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皆さんは今、どんな楽しみを持っていますか？ 

大好きな映画や音楽に触れてワクワク楽しんでいる？ 

じっくり本を読んで物語の世界に入り込んでいる？ 

部活で励んだスポーツを今でも続けている？ 

そんな素敵な楽しみを大切にしつつ、また「まだ楽しみ

に出会っていない人」も、新しいことにチャレンジしてみ

ませんか？ 

足立区では区民の皆さんに「文化芸術」「読書」「スポー

ツ」を楽しみ、「楽しさに気づき、深め、広げる」ことで「心

豊かに生きてほしい」と願っています。これから始まるイ

ベント・講座に参加して、「楽しい」を１つと言わず、２つ

３つと見つけていきましょう！ 

おやこおはなし会 
＋ストレッチ 

11/26、12/24、1/28 

木曜日 10：30～10：50 

「よみかたり」や手遊びを楽

しんでちょこっとストレッチ！ 

図書館でぷち体操 
 

11/5～1/21 の毎月第１・

３木曜日 11：40～12：00 

運動の先生が自宅でもマネ

できる体操を教えてくれます 

赤ちゃんといっしょ 
ベビーヨガ 

11/12、12/10、1/14 

木曜日 10：30～11：20 

上の運動じゃ物足りなくなっ

たらヨガにチャレンジ！ 

日曜日にリフレッシュ 
「ズンバ」エクササイズ 

11/1・15、12/13・20ほか 

日曜日 13：00～14：00 

話題のズンバで楽しく踊って

気持ちよく汗をかきましょう♪ 

・地下図書館で「バランスボールに乗りながら読書」に挑戦！ 

・１階児童書架でフィットネスチェアーに座って「筋トレ読書」！ 

親子で工作おはなし会 
ビー玉万華鏡づくり 

11/15 日曜日  

10：30～12：00 

「よみかたり」を楽しんで景

色が映る万華鏡を作ろう★ 

映える写真を撮る 
コツが学べるぷち講座 

11/15 日曜日 

14：00～16：00 

ちょっとしたコツで写真が素

敵に撮れる！？ ※スマホ持参 

パパは専属カメラマン 
一眼レフテクニック 

11/29 日曜日  

13：00～15：30 

イチョウがきらめく公園の中

でお子さんを撮ります 

・「伊興写真サロン」やサークル活動で更に深めちゃいましょう！ 

・２階の「伊興みんなのギャラリー」でアート作品を鑑賞♪ 

 キラキラ 
親子でクリスマス 
お絵かきおはなし会 

12/20 日曜日  

10：00～11：00 

「よみかたり」を聞いて先生

に教わりながら絵を描きます 

筋膜リリース＆ 
スタンディングピラティス 

11/17、12/1・15 ほか 

火曜日 19：30～20：45 

体の柔軟性を高め、インナー

マッスルと下半身を鍛えます 

トレーニングルームで 
ミニ朗読会（登録者限定） 

11/9、12/14、1/11 

月曜日 10：00～10：15 

運動しながら朗読が聞けち

ゃう特別企画です！ 

・一部講座では図書館職員がミニブックトークで本の魅力を紹介★ 

・体育館などに自由に持ち帰れるリサイクル本を置きます！ 

 

 ミニブックトーク付き  ミニブックトーク付き 

ストレッチポールで 
リラックス 

開催中～12/3 ほか 第１・

３・５木曜日 13：15～14：15 

かまぼこ型ポールで筋肉が

ほぐれて気持ちいい～♪ 

伊興読書さろん 
 

12/4 金曜日 

13：00～14：30 

朗読・紙芝居・絵本などを楽

しむ大人向けおはなし会です 

アイコン説明：   事前の申込みが必要です   参加費がかかります   持ち物があります 

親子で工作おはなし会 

キラキラビー玉万華鏡づくり 

１１月１５日 日曜日 10：30～12：00 

万華鏡のお話の「よみかたり」と、景色が映る 

不思議な万華鏡を、工作

キットを使って一人 1つず

つ作ります。 

定員 10 組 

幼児～小学生と保護者 

1 組２名 1,000 円、1 組 

3 名 1,500 円 

10/26 より先着順 

パパは専属カメラマン 

一眼レフテクニック ※雨天中止    

１１月２９日 日曜日 13：00～15：30 

一眼レフカメラ等で、施設

南にある公園の中で、実際

にお子さんを撮影しながら

テクニックを学びます。 

定員 5 組 

就学前の子と父親 

無料 

10/26 より先着順 
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日時：１２／６ 毎月第１日曜日 

午前１０時～正午 

定員：８名 

費用：無料 

講師：伊興写真サロンボランティア 

伊興写真サロン 

以下は１０／２６（月）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）。 

日時：１１／４、１１ 毎月第１・２水曜日 

午後７時３０分～８時３０分 

定員：各２５名 

費用：１回８１０円 

講師：渡邊由紀 

楽しく踊ってストレス解消！ 
夜の「ズンバ」 

日時：１１／１、１５ いずれも日曜日 

午後１時～２時 

定員：各２５名 

費用：１回８１０円 

講師：渡邊由紀 

日曜日にリフレッシュ 
「ズンバ」エクササイズ 

日時：１１／１８ 毎月第３水曜日 

午後７時～８時 

定員：１６名 

費用：５９０円 

講師：長谷川美和 

夜に楽しむじっくりヨガ 

日時：１１／１７、１２／１・１５ 

   第１・３火曜日 

午後７時３０分～８時４５分 

定員：２５名 

費用：１，９５０円 

講師：イーディ・オオツ 

筋膜リリース＆ 
スタンディングピラティス（３日制） 

日時：１１／１２ 毎月第２木曜日 

午前１０時３０分～１１時２０分 

対象：首が据わった３カ月～あんよができる前 

の子どもと保護者 

定員：１６組 

費用：６００円 

講師：長谷川美和 

赤ちゃんといっしょ 
ベビーヨガ 

日時：１２／３  毎月第１木曜日 

１５  毎月第３火曜日 

午前１０時３０分～１１時４５分 

対象：２ヵ月～１歳未満の子どもと保護者 

定員：各４組 

費用：１回１，１００円 

講師：石田理佳 

親子の癒やし時間 
ベビーマッサージ 

…持ち物があります。事前にお問い合わせください。 

日時：１１／５、１９ 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 

費用：無料 

講師：中山小夜子、阿部歩 

はつらつ教室Ｃ・Ｂ 
※申込みは１人、原則月１回まで 

 

■Ｃ（１１／５） 
運動４５分＋栄養学４５分 

◆Ｂ（１１／１９） 
運動９０分 

 

《ミニコミ紙誤記載のお詫びと訂正》 

９月２４日から区内各施設などで配付していました「よいしょ」１０月号の掲載内容に誤りがありまし

た。お詫びして訂正いたします。 

【該当箇所】「講座案内」（６ページ）「はつらつ教室Ａ・Ｄ」のＤの実施内容 

＜正＞運動４５分＋口腔衛生学４５分 ＜誤＞運動４５分＋栄養学４５分 

 

＜ご注意＞ 

※「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

前にお確かめください。 

楽しい折り紙ひろば 

はじいて遊ぼう 
おはじきサッカー体験会 

日時：１１／２２（日） 

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） 

定員：２０名 

費用：無料 

講師：伊興学びのサポートボランティア 

伊興センター職員 

日時：１１／８  午後 ２時～４時 毎月第２日曜日 

２１  午前１０時～正午 毎月第３土曜日  

対象：どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴） 

定員：各１０名 

費用：無料 

講師：伊興センター職員 

日時：１１／１４ 毎月第２土曜日 

午後１時～４時（受付は３時３０分まで） 

対象：どなたでも 

定員：１５名 

費用：無料 

（材料費や部品代がかかる場合があります） 

講師：ボランティア技術屋集団 

あだちトイ・ドクターズ  

伊興おもちゃの病院 

※一部講座は、就学前の子どもは保護者同伴で

お願いしています。 

楽しい俳句作り 
日時：１１／１２（木） 

午後１時～３時 

※参加人数によっては開催時間が３０分

程度延長になります。 

定員：１４名 

費用：５５０円 

講師：河原春樹 

午後０時３０分より
整理券を配布します
（無くなり次第、受付
終了） 

 

午後７時より整理券
を配布します（無くな
り次第、受付終了） 
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以下の講座は１１／２６（木）午前９時から受付開始です。 

他にもたくさんの講座を予定しております。 

詳細は「あだち広報１１／２５号」、または「よいしょ」１２月

号をご覧ください。皆さまのお申込みをお待ちしております！ 

はつらつ教室Ａ・Ｄ 

１２／３・１７ ※申込みは１人、原則月１回まで 

毎月第１・３木曜日 

午前１０時～１１時３０分 

※Ａ・Ｄコース未参加の方は１１月１５日より 

優先申込みが可能です。 

 

楽しい俳句作り 

１２／１０（木） 午後１時～３時 

赤ちゃんといっしょ ベビーヨガ 

１２／１０（木） 

午前１０時３０分～１１時２０分 

楽しく踊ってストレス解消！ 夜の「ズンバ」 

１２／２・９ いずれも水曜日 

午後７時３０分～８時３０分 

夜に楽しむじっくりヨガ 

１２／２３（水） 

午後７時～８時 

親子の癒やし時間 ベビーマッサージ 

１／７（木）・１９（火） 

午前１０時３０分～１１時４５分 

伊興写真サロン 

１／１０（日） 午前１０時～正午 

日曜日にリフレッシュ 

「ズンバ」エクササイズ 

１２／１３・２０・２７ いずれも日曜日 

午後１時～２時 

はじいて遊ぼう おはじきサッカー体験会 

１２／１３（日）午後２時～４時 

１９（土）午前１０時～正午 

伊興おもちゃの病院 

１２／１２（土） 午後１時～４時 

楽しい折り紙ひろば 

１２／２７（日） 午後２時～３時３０分 

上記講座は予告です。内容、日時等が変更になる可能性が

ございますので、予めご了承ください。 

第 

２５ 
回 

●店舗情報● 

住  所：足立区西竹の塚２‐２‐３ 

電話番号：０３‐３８９９‐６５４９ 

営業時間：午前１０時～午後２時 

     午後３時～８時 

定 休 日：火曜日／駐 車 場：なし 

竹ノ塚駅西口の駅前にある「太宝堂（たいほう

どう）」さんをご紹介します！ 

今年でオープンしてから５２年になる

「太宝堂」さん。現店主の末武（すえた

け）さんのおじい様が創業されたそうで

す。当時は「末武時計店」の名前でした

が、現在は時計の他にも、眼鏡、補聴器

と幅広く販売しています。 

時計の電池交換や眼鏡の鼻当てなどの

部品交換、無料のネジ交換や、お手入れ

の相談も行っており、驚くべきはその作

業スピード！ 特に時計の電池交換は５

～１０分程度で終了するそうです。他に

も別の店舗で購入した時計や眼鏡でも、

可能なものであれば対応してくださると

のことです。 

末武さんのモットーは「自分がお客様

だったら嬉しいことをする」。販売する商

品の特徴や、取扱いの注意点もきちんと

説明し「自分の店で売った商品は最後ま

で面倒を見る」という気持ちで、アフタ

ーケアもとことん行うそうです。 

 

常連のお客様へお話を伺うと、「機械式の時

計の調整を他の店に頼むと１ヶ月くらいかか

るんだけど、ここは世間話してる間に終わるか

ら助かってるよ」とのこと。末武さんもお客様

に喜んで帰ってもらった時は「自分の力がお役

に立てて良かった」と嬉しくなるそうです。 

「時計や眼鏡でお困りのことがあれば、いつ

でもお越しください」と笑う末武さん。購入だ

けでなく、時計や眼鏡の調整、お手入れの相談

など皆さんも気軽に立ち寄ってみてはいかが

でしょうか。 

 

時計は一部の国内メーカーを取り扱っています。 

眼鏡の種類も様々です！ 

一緒に踊ろう キッズヒップホップ 

サークル体験Ａ・Ｂ（２日制） 

１２／５・１２ いずれも土曜日 

Ａ：午後１時２０分～２時５分 

Ｂ：午後２時１０分～２時５５分 

クリスマス読み語リトミックＡ・Ｂ 

１２／１３（日） 

Ａ：午前１０時～１０時４５分 

Ｂ：午前１１時１５分～正午 

踊ろう キッズヒップホップサークル体験

Ａ・Ｂ（２日制） 

１２／１５・２２ いずれも火曜日 

Ａ：午後４時３０分～５時１５分 

Ｂ：午後５時１５分～６時 

ちびっこ体操（８日制） 

１／１２～３／９の毎週火曜日（２／２３は除く） 

午後３時３０分～４時３０分 

こども体操（８日制） 

１／１２～３／９の毎週火曜日（２／２３は除く） 

午後４時４０分～５時４０分 

http://3.bp.blogspot.com/-tm5KbWlQAL4/VPQTqk3ZKWI/AAAAAAAAsAA/7hpKrdmrl5o/s800/soudan_madoguchi.png
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西伊興住区センター 

改修工事のため 
９月１日（火）～２０２１年５月３１日（月）
まで休館 

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・８・９・１５・２２・２３・２９日 

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・８・１５・１６・２２・２３・２９日 
 
悠々館☆新規拡大 初めてのダーツ 
日時：１１月１８日（水） 
   午前１０時～１１時３０分 
定員：１８名 
対象：６０歳以上の方 

（５０歳以上の方もＯＫ・新規優先） 
費用：無料 
申込：窓口にて受付中 
内容：プロの講師をお呼びしてダーツの楽しさを 

教えていただきます。 
 

児童館☆オセロ大会 
日時：１１月１４日（土） 

午後２時～４時 
受付：午後１時３０分～ 
定員：２４名 
対象：小学生 
費用：無料 
申込：窓口・電話にて受付中（電話の場合も受付へ） 
内容：トーナメント形式でオセロをします。 

伊興住区センター 
住所：伊興５-２２-１３ 

電話：０３-３８５５-２７０７ 

休館：１・３・８・１５・１６・２２・２３・２９日 
 

児童館☆「香りのビンをつくろう」 
クリスマスバージョン 

日時：①１１月１４日（土） 
②１１月２８日（土） 
午前１０時３０分～１１時３０分（両日とも） 

受付：午前１０時１５分～ 
定員：１５名（両日とも・定員になり次第終了） 
対象：小学生 
費用：無料 
申込：①１１月９日（月）～１３日（金） 
   ②１１月２４日（火）～２７日（金） 

保護者の方が児童館窓口に申込み 
内容：家に余っている保冷剤を利用して簡単に 

芳香剤を作ってみよう！ 

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・８・１５・２２・２３・２４・２９日 

 
児童館☆工作「ビーズのリース」 
日時：１１月２８日（土） 

①午後１時３０分～２時３０分 
②午後３時～４時 

受付：各開始時間と同じ 
定員：各１２名 
対象：小学生 
費用：無料 
申込：１１月４日（水）～ 

完全予約制（申込用紙は児童館窓口まで） 

 

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・８・１５・１６・２２・２３・２９日 

 

児童館☆ベビーダンス 
日時：１１月２５日（水） 

午前１０時４０分～１１時３０分 
受付：午前１０時３０分～ 
定員：１２組 
対象：４カ月～１歳程度の乳幼児と保護者 
費用：無料 
申込：１１月２日（月）～電話にて（完全予約制） 
内容：山本亜紀子先生による親子ダンス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

１１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。 

Ｑ１．まいつき ２２にちは なんの ひ でしょう？（ゆーこさん） 

 

Ｑ２．いくら まえに すすんでも すぐに うしろに さがっちゃう 

 のりものは？（ヒント：ゆうぐ） （は～ヨンさん） 

 

Ｑ３．やまに のぼった ひとが かならず することって  

なんでしょう？（だお子さん） 

・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、1１/3０までに けいひんを とりにきてね。 

みんなが かんがえてくれた 

クイズを のせています 

おうぼの 
しかた 

エアゾール缶等による火災・事故をなくそう 
 
エアゾール缶等による火災は過去１０年で１,２９３件発生しています。 

防ぐため 

には？ 

①厨房器具や暖房器具付近の高温となる場所や、直射日光と湿気を避けて保管し、厨房器具や暖房器具等

の付近では使用しないでください。 

②やむを得ず使い切らずに捨てる時には、ガスを抜くために缶に穴を開けたりせず、火気のない通気性の

良い屋外で残存ガスがなくなるまで噴射し、各区市町村が指定する分別に従って廃棄してください。 

エアゾール缶には、ＬＰＧなどの可燃性ガスが噴射剤として使われている製品が多いので、使用前に 

必ず製品に記載されている注意書きを確認してください。 

西新井消防署ホームページ 西新井消防 で検索 （ＱＲコードからも検索できます） 

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 
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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。 

11月の特集本 

一般特集  

「ＤＶ・児童虐待の防止」 

ＤＶや児童虐待問題に、一人でも多くの方々に関心

を持っていただけるよう特集を組みました。 

児童特集 

「芸術の秋」 

11月は文学、美術、音楽、ダンスの本を特集するよ。 

芸術の新たな発見をみつけてね♪ 

この秋にたくさんの芸術を味わおう！ 

センター関連特集  

「俳句」 
俳句という言葉は知っていても、あまり詳

しくは知らないという方いらっしゃいませ

んか？ 

ぜひ図書館の特集でチェックし、センター

の講座を楽しんでください！ 

「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。 

作品の詳細は Facebook

でも公開しています。 

 

１１月の読書サロンは、お休みとなります。 

次回は、１２月４日（金）午後１時からレクリエーションホールにて

開催予定です。 

次号「よいしょ」にて演目のお知らせがあります。 

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♪ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

場所や時間を変更して行っているイベント

があります。また、状況によって急遽中止と

させていただく場合があります。 

          ちょいスポ、しませんか？ 

読書にちょっとしたスポーツ（運動）を取り入れた親子向けのイベントを 

期間限定で行っております。 

おやこおはなし会の後に簡単なストレッチ！ 

図書館の中で、運動指導士の資格を持つ先生に教わる「ぷち体操」などなど……。 

「最近、身体を動かしてないな……」という方や、 

「運動はしたいけれど、ハードなのはちょっと……」という方にオススメです♪ 

詳しくは２・３Ｐをご覧ください。 

 

今月の 

オススメ！ 

雑誌のリサイクル・とらばーゆのお知らせ 

～お願い～ 

リサイクル処理が終わった雑誌から随時設置しますのでお求めの雑誌が無い場合があります。 

なお、新型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。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

日程：11 月 2 日（月）  

時間：午前 10 時～なくなり次第終了 

場所：地下 1 階 雑誌コーナー 

長期休館中に保存期間が切れた雑誌も出ます！！ 

 

おやこおはなし会＋ストレッチ

（乳幼児と保護者向け） 

日時：１１月２６日（木） 

午前１０時３０分～１０時５０分 

会場：３階 レクリエーションホール 

おはなし会（幼児～小学生向け） 

日時：１１月１１日、１８日、２５日（水） 

午後３時１５分～３時４５分 

会場：１階 じゅうたんスペース  

 

英語おはなし会（幼児～小学生向け） 

日時：１１月４日（水） 

午後３時１５分～３時４５分 

会場：１階 じゅうたんスペース 

『うちでごはん』 

著：一田憲子 

出版：扶桑社  

いつものごはんのうつわを少し

豪華なものに変える。それだけ

でなんだか特別になった気がし

ます。 

毎日使うのではなく気分を変え

たいときに使ってみるのはどう

でしょう？簡単なごはんのレシ

ピも掲載されています。 

『心を壊さない生き方』 

著：Testosterone×岡琢哉  

出版：文響社 

忙しさに忙殺されても、メンタルの

管理はちゃんとできていますか？ 

誰にでも心当たりのある日常生活

のひとコマをわかりやすく、面白く

解説してくれている本です。 

https://3.bp.blogspot.com/-wDNvXGQW6uI/UcpNDFTp02I/AAAAAAAAVeI/Z-JXdoa8zoc/s800/recycle_mark.png
https://4.bp.blogspot.com/-2t-ECy35d50/UPzH73UAg3I/AAAAAAAAKz4/OJZ0yCVaRbU/s1600/book.png


 

【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 

 

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。 

 

全 館 休 館 日：１１／１６（月） 

図書館休館日：１１／３０（月） 

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/ 

よいしょ２０２０年１１月号/Ｎｏ.２９５ 
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