
 

 

伊興写真サロン参加者 若松孝仁さん 撮影 

山中湖村・平野「逆さ富士」（2019年 11月 16日） 

 

楽しく踊るお子さんたちのヒップホップサークルです！ 

「キャンディボトル」、「ホワイトエンジェル」紹介！ 
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当センター登録団体「ホワイトエンジェル」さんは、毎週火曜日午後４時３０分

～６時まで活動されているキッズヒップホップダンスのサークルさんです。年齢で

２チームに分かれて練習しており、現在計２３人のお子さんが在籍しています。 

「スマイル」チームの活動時間にお邪魔すると、お子さんたちが音楽に合わせて

一生懸命踊る様子が目に入ってきました。「大きく足を踏み出して！」と先生のキ

ビキビしたかっこいいお手本を真似する姿に、見ていた職員も心が弾みました。 

会員さんは明るく元気なお子さんが多く、先生との距離も近いとのこと。ダンス

が苦手でも途中からの入会でも、先生が基礎から優しく丁寧に指導してくれるの

で、自然と踊ることが好きになっていくそうです。 

そんな魅力たっぷりのホワイトエンジェルさんの体験講座の募集が、１１月２６

日（木）から始まります！現在の会員さんの中には、体験講座がきっかけで入会し

たお子さんもいらっしゃるそうです。ぜひ、この機会に楽しく踊ってみませんか？

詳しくは本紙４ページをご覧ください！ 

 

【サークル情報】 

活動日時：原則 毎週火曜日 

スマイル：４歳～小学３年生 

午後４時３０分～５時１５分 

メケメケ：小学４～６年生 
午後５時１５分～６時 

入会金：1,000円／月会費：2,000円 

当センター登録団体の「キャンディボトル」さんは、毎週土曜日に活動しているキッズヒッ

プホップダンスのサークルです。２０１８年のセンター主催講座を機に活動を始めました。 

活動開始から２年が経ち、現在では人数も増え、幼児クラスと小学生クラスに分かれて練習

を行っています。子ども達は距離を取りながら練習をしていましたが、お揃いの衣装とバンダ

ナマスクでカッコよくキメて、コロナ禍を吹き飛ばすように元気いっぱい楽しそうにダンスを

していました。姉妹で会員になっている子が多いのは、「保護者と一緒に見学しているうちに上

の子に憧れて始める子が多いから」という理由もあるそうで、まるでみんなが家族のような、

とってもアットホームな雰囲気です。現在は感染予防対策のため保護者の方は見学を控えてい

るとのことですが、土曜日ということもあってお迎えにはパパの姿もよく見られます。 

これまでは年２回の発表会や様々な区内のイベントへの出演などで発表を行っていました

が、今年はそういったことが一切できず、とても残念だったとのこと。そこで今、伊興センタ

ーでの「お楽しみ会」を計画しているそうです！続報をお待ちください。 

そんなキャンディボトルさんの体験講座の募集が１１月２６日（木）から始まります。この

機会に会員さんと一緒に楽しく踊ってみませんか？詳しくは本紙４ページをご覧ください。 

【サークル情報】 

活動日：原則 毎週土曜日 

対象：４歳～小学６年 

幼児クラス：午後１時２０分～２時５分 

小学生クラス：午後２時１０分～２時５５分 

入会金：1,000円／月会費：2,000円 

お問合せは伊興地域学習センター（０３－
３８５７－６５３７）または右の QR コードを読
み取り、キャンディボトルのLINEアカウン
トまでお問い合わせください。 

お問合せは伊興地域学習センター（０３
－３８５７－６５３７）または左の QR コードを
読み取り、ホワイトエンジェル LINEアカ
ウントまでお問い合わせください。 
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日時：１／１０ 毎月第１日曜日 

（※１月のみ第２日曜日） 

午前１０時～正午 

定員：１０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 １１／２６（木）午前９時 から受付開始の講座です。 

窓口・電話にてお申込みが可能です（一部の講座はインターネットで

もお申込みできます。※受付初日のみ午後 1時から）。 

日時：１２／２、９ 毎月第１・２水曜日 

午後７時３０分～８時３０分 

定員：各３３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：１２／１３、２０、２７ いずれも日曜日 

午後１時～２時 

定員：各３３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：１２／２３ 毎月第３水曜日 

   （１２月のみ第４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：１２／１０ 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：１／７  毎月第１木曜日 

１９  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。 

楽しい俳句作り 
日時：１２／１０（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：河原晴樹 

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） 

 

日時：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 

対象：Ａ）４歳～６歳 

   Ｂ）小学生 

定員：各１０名 

費用：各２０円 

講師：登録団体「キャンディボトル」指導者 

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） 

日時：１２／１３（日） 

Ａ）午前１０時～１０時４５分 

Ｂ）午前１１時１５分～正午 

対象：Ａ）３～４歳の子どもと保護者 

   Ｂ）５～６歳の子どもと保護者 

定員：各１０組 

費用：各５５０円 

講師：池下ふみよ 

クリスマス読み語リトミック
Ａ・Ｂ 

日時：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 

対象：Ａ）４歳～小学３年生 

   Ｂ）小学４～６年生 

定員：各１０名 

費用：各２０円 

講師：登録団体「ホワイトエンジェル」指導者 

踊ろう キッズヒップ 
ホップサークル体験Ａ・Ｂ（２日制） 

日時：１／１２～３／９の毎週火曜日 

（２／２３を除く） 

午後３時３０分～４時３０分 

対象：４歳～就学前の子ども 

定員：４０名 

費用：３，７６０円 

講師：高橋恭子、鈴木清美、岩永祐子 

ちびっこ体操（８日制） 

日時：１／１２～３／９の毎週火曜日 

（２／２３を除く） 

午後４時４０分～５時４０分 

対象：小学生 

定員：３５名 

費用：３，７６０円 

講師：鈴木清美、高橋恭子、岩永祐子 

こども体操（８日制） 

日時：１２／１２ 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。 

楽しい折り紙ひろば 

日時：１２／２７（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：１２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：１２／２０（日） 

午前１０時～１１時 

対象：幼児～小学生の子どもと保護者 

定員：１０組 

費用：無料 

講師：山下恵美子 

親子でクリスマス 
お絵かきおはなし会 
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以下の講座は １２／２６（土）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１２／２５号」、または「よいしょ」１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Ｃ・Ｂ 

１／７・２１ ※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 

※Ｂ・Ｃコース未参加の方は１２月１５日より 

優先申込みが可能です。 

 

赤ちゃんといっしょ ベビーヨガ 

１／１４（木） 

午前１０時３０分～１１時２０分 

心と体を育てる親子体操（９日制） 

１／１３～３／１０の毎週水曜日 

午前１０時～１１時 

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。 

「よいしょ」１１月号の２ページでは

「ちょいスポ」をご紹介しました！ 

加えて今月号では、図書館内に設置さ

れた「フィットネスチェアー」と「バラ

ンスボール」をご紹介！ 

「ハードな運動は苦手……」 

「忙しくて運動の時間が取れない」 

という図書館ユーザーの皆様、これを

機に「ちょいスポ」を始めてみませんか？ 

慣れてきたら、ベビーヨガやズンバも

チャレンジしてみましょう♪ 

詳しくは本紙４～５ページをご覧くだ

さい。 

＜どんな効果があるの？＞ 

座りながら筋トレができるフィットネスチェアーで

す！ユラユラ揺れて読書・読み聞かせをするついでに、

腹筋を強化する効果が期待できます♪ 

＜どんな効果があるの？＞ 

バランスボールに座って体幹を強化し

ながら、読書・調べ物ができます！長

時間座っていても腰が痛くなりにく

く、四つ足タイプなのでぐらつかずに

意外と安定していて集中できますよ★ 

 

ポヨポヨと丁度いい

弾力よ！背筋を伸ば

して座れば、姿勢も

良くなるかしら？ 

＜ちょいスポとは？＞ 

読書にプラスして、ちょっとした運動を

楽しんでいただくプログラムです！ 

コロンとした可愛らしい椅子で 

運動できるなんて良いわね！ 

ところでこの形、私に似てない？ 

日時：１２／３、１７ 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Ａ・Ｄ 
※申込みは１人、原則月１回まで 

 

■Ａ（１２／３） 
運動９０分 

◆Ｄ（１２／１７） 
運動４５分＋ 
口腔衛生学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。 

はじいて遊ぼう 
おはじきサッカー体験会 

日時：１２／１３  午後２時～４時 毎月第２日曜日 

１９  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 

シェイプアップエクササイズ（１０日制） 

１／１３～３／１７の毎週水曜日 

午前１０時～１１時３０分 

いきいき体操（１０日制） 

１／１３～３／１７の毎週水曜日 

午後１時３０分～３時 

ヒップホップダンス 

サークル体験Ａ・Ｂ（２日制） 

１／１３・２０ いずれも水曜日 

Ａ：午後４時１５分～５時 

Ｂ：午後５時～５時４５分 

続けて健康！ 太極拳（１０日制） 

１／１２～３／２３の毎週火曜日 

（２／２３は除く） 

午前１０時４５分～正午 

はじめての太極拳（１０日制） 

１／１２～３／２３の毎週火曜日 

（２／２３は除く） 

午前９時１５分～１０時３０分 

伊興地域学習センター 

マスコットキャラクター 

「いこもさん」 
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西伊興住区センター 

改修工事のため 

２０２０年９月１日（火）～２０２１年４月 
上旬まで休館 
（休館の期間は変更する場合があります） 

東伊興生活館・児童館 

住所：東伊興３-２３-６ 

電話：０３-３８９７-２２２５ 

休館：６・１３・１４・２０・２７・２９～３１日 

 

クリスマスリース工作 
日時：１２月１２日（土） 

①午前１０時～１１時 ②午後２時～３時 
定員：各１５名 
対象：小学生 
申込：１２月１日（火）から窓口にて 
 
ちびっこクリスマス会 
日時：１２月４日（金） 

午前１０時３０分～１１時３０分 
定員：１０組 
対象：幼児と保護者 
申込：窓口にて受付中 

東伊興住区センター 
住所：東伊興１-５-２２ 
電話：０３-３８９９-８５３１ 
休館：６・１３・２０・２１・２７・２９～３１日 
 
悠々館☆クリスマス ゲーム大会 
日時：１２月２４日（木） 
   午後１時～２時３０分 
定員：２５名（定員になり次第終了） 
対象：６０歳以上の方 
申込：１１月２５日（水）から窓口にて受付中 
内容：ゲームをしてみんなで楽しみます。 
 

児童館☆クリスマス・ビンゴ大会 
日時：１２月１９日（土） 

午後２時１５分～３時 
受付：午後２時～ 
定員：３０名 
対象：小学生 
申込：１２月１日（火）午後２時～１８日（金） 

まで窓口・電話にて受付 
内容：ビンゴ大会など 

伊興住区センター 
住所：伊興５-２２-１３ 

電話：０３-３８５５-２７０７ 

休館：６・１３・２０・２１・２７・２９～３１日 
 

児童館☆クリスマスビーズ工作 
日時：１２月１９日（土） 

小学１～３年生：午後１時３０分～２時３０分 
小学４～６年生：午後３時～４時 

受付：それぞれ開始時刻の１５分前から 
定員：各１５名 
対象：小学生 
申込：１２月７日（月）～１８日（金） 

保護者の方が児童館窓口に申込み 
内容：ビーズでツリーを作ろう！ 

西新井住区センター 
住所：西新井７-１９-６ 
電話：０３-３８５４-１５２７ 
休館：６・１３・２０・２７～３１日 

 
児童館☆わくわくショッピング 
日時：１２月１２日（土） 

①午後１時３０分～２時３０分 
②午後３時～４時 

定員：各２５名 
対象：小学生 
申込：１２月１日（火）～１０日（木）まで 

完全予約制（申込用紙は児童館窓口まで） 
内容：お宝釣り、すくい取り、くじ引きなど 

 

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・２７・２９～３１日 

 

悠々館☆丑の押し絵作り 
日時：１２月７日（月） 
   午後１時３０分～３時３０分 
定員：１２名 
対象：６０歳以上の方 
費用：８００円～２，１８０円 

（材料によって変動・申込時入金） 
申込：窓口にて受付中 
 

児童館☆クリスマスビンゴ大会 
日時：１２月１２日（土） 

午前１０時３０分～１１時３０分 
定員：３０名 
対象：小学生 
申込：１２月１日（火）から電話にて（完全予約制） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

Ｑ１．10 メートルさきの いえは だれの いえ でしょう？ 

（ひいさん） 
 

Ｑ２．10 にんのりの エレベーターが こしょうして １０かいから 

 おちてしまいました。でも ケガにんは いませんでした。 

なぜでしょう？（はるとマンさん） 
 

Ｑ３． あ  何県？（Ｋ・Ｙ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 

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 

餅などによる窒息に注意！！ 

毎年１２月から１月にかけて餅など（※）による窒息事故が多くなります。 

東京消防庁管内では、平成２７年から令和元年までの５年間に、餅などをのどに詰

まらせて、４６３人が救急搬送されており、約９割が６５歳以上の高齢者です 

（※団子等も含みます）。 

餅による事故を防ぐポイント！！ 

① 餅は小さく切って、食べやすい大きさにしましょう。 

② 急いで飲み込まず、ゆっくり噛んでから飲み込みましょう。 

③ 乳幼児や高齢者と一緒に食事をする際は、食事の様子を見るなど注意を 

払うよう心がけましょう。 

④ 餅を食べる前に、先にお茶や汁物を飲んで喉を潤しておきましょう。 

⑤ いざという時に備え、応急手当の方法をよく理解しておきましょう。 
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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。 

12月の特集本 

一般特集  

「人権」 
「人権とはなんだろう？」当たり前にある言葉です

が、みなさんが考える人権とは？一緒に考えてみま

せんか？ 

 

 児童特集 

「クリスマス」 
12月 25日はクリスマスですね♪ 

クリスマスのおはなしや歴史、料理の本を 

紹介するよ。ワクワク楽しいクリスマスにしよう！ 

センター関連特集  

「おえかき」 
今月は「親子でクリスマスお絵かきおはなし会」が

開催されます！ 

それにちなんで芸術の特集を行います。簡単な絵画

の説明本から画集まで、様々な本を集めました。 

「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。 

 

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、状況によっては急遽中止

とさせていただく場合があります。 

          スペシャルおはなし会について 

新型コロナウイルス感染防止のため、なかなか大型のイベントが出来ずにいます。 

そこで、今回はいつものクリスマス会の代わりに、定員を設けて、幼児～小学生のお子様と

保護者を対象とした「親子でクリスマスお絵かきおはなし会」を開催予定です。 

こちらはクリスマスに関する絵本の読み語りの後に、お気に入りのシーンをみんなで 

お絵かきするイベントとなっています。 

詳細は本紙 5ページをご覧ください♪ 

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ない場合があります。 

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：12月 2日（水）・13日（日）・20日（日）・ 27日（日） 

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：１２月２４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：１２月９日、１６日、２３日（水） 

午後３時１５分～３時４５分 

会場：１階児童コーナー 絵本の場所  

 

えいごおはなし会（幼児～小学生向け） 

日時：１２月２日（水） 

午後３時１５分～３時４５分 

会場：１階児童コーナー 絵本の場所 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」の

時間帯と開催場所が変更になっています。お間違えのないようお気

を付けください。 

日時：１２／４（金）午後１時～２時 

会場：３階 レクリエーションホール 

 

１２月の朗読作品予定 

〈絵本〉『あるヘラジカの物語』 

  星野 道夫/原案 鈴木 まもる/絵と文 

〈朗読〉「運命の恋人」 

    『川上弘美 はじめての文学』より 

     川上 弘美/著 

〈朗読〉「いざなぎさんといざなみさんが創った島 

        ・淡路島の伊弉諾（いざなぎ）神宮」 

    『山猫珈琲 下巻』 

     湊 かなえ/著 

そのほか 

今月の 

オススメ！ 

『目で見てわかる！ 

「材料入れて煮るだけ」レシピ』 

著：市瀬 悦子 

出版：主婦と生活社 

材料も作り方もとっても簡単！ 

材料を入れて、調味料を入れて、煮る！

焼く！蒸す！ 

放っておいても出来あがる簡単おいしい

レシピを楽しんでみませんか？ 

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。 

 

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：１２／２１（月） 
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～１／３（日） 


