
 

 

伊興写真サロン参加者 成田静子さん 撮影 

群馬県下仁田町・福寿草の里「福寿草」（2017年 1月 30日） 

 

 

元気なヒップホップダンス、明るいエアロビクスのサークルです！ 

「AnkurA」、「トマトの会」紹介！ 
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サークル会員さんへ 

一問一答！ 

 

 

 

初心者からダンスの魅力を丁寧に教えます！ 
踊ることが好きになるキッズヒップホップダンスサークル 

水曜日の夕方、レクリエーションホールからはかっこいい音楽と先生の明るいかけ声が聞こえてきます。 

ヒップホップダンスサークルの「AnkurA（アンクラ）」さんは、１４年前に発足し、現在４歳～小学３年生のクラス「エ

ッグ」９名、小学４年生～６年生のクラス「ジャム」８名で練習に励んでいます。 

今回はエッグの活動時間にお邪魔しました。練習の様子を見ていると、子どもたちを教える福田先生は、時に真剣

に時に笑いを誘いながら、上手くやる気を引き出していました。そんな先生に応えようと子どもたちもみんな一生懸

命。後ろで見学している保護者の方も、「子どもへの接し方が上手い」と信頼を寄せている様子です。少人数なので、

１人ひとりにしっかり向き合い、丁寧な指導をされているとのことでした。 

12月 26日（土）から募集の講座「ヒップホップダンスサークル体験 A・B」では、AnkurA さんの活動を体験でき

ます♪ ご興味を持たれた方は５ページに掲載されている講座案内をご覧ください！ これを機に、かっこいいヒップホ

ップダンスを初めてみませんか？ 

  

 

トマトのようにフレッシュ！ 
「トマトの会」さんは金曜日の午前に活動中のダンスエアロ

ビクスサークルで、現在は３０～６０代の女性メンバーでわいわ

い楽しく汗を流しています。 

ダンスミュージックに乗ってステップを踏む有酸素運動から

始まり、全身の血流が良くなったところで筋トレ、最後はストレ

ッチでクールダウン。会員さんにお話を伺うと、「体力がつき、

以前より健康になりました！」「冷え、肩こり、腰痛が良くなりま

した！」など嬉しい効果があったとか。 

また、活動中は笑いが絶えないそうで、「和気あいあいで楽

しいですよ♪」とサークルの雰囲気の良さが伝わってきます。 

 ↑エッグ：年中（４歳）から小学３年生 

 ↓ジャム：小学４年生から６年生 

右の「皆さんへのメッセージ」には、取材した職員も思わず、

くすりとしてしまいました。指導者の須田先生は気さくな人柄

で、会員さんのやる気を引き出すのがとてもお上手な方です。 

そんな魅力たっぷりの「トマトの会」さんの体験講座「ダンス

エアロビクスサークル体験」は、12月 26日から募集を開始し

ます！ 詳しくは４ページの講座案内をご覧ください。 

笑顔で体を動かせば、ストレスも運動不足も吹き飛んでしま

うはず。コロナ禍の今だからこそ、新しいことにチャレンジしてみ

てはいかがでしょうか！  

【サークル情報】 
活動日：第１～３金曜日（変動あり） 
時 間：午前１０時～１１時２０分 
入会金：1,000 円 
月会費：2,500 円 

お問合せは伊興地域学習センター 
（０３－３８５７－６５３７）までお願いします 

 

会員さんから見た 
先生の印象は？ 

教え方が丁寧で優しい！ 

 

自由で明るい！ 
ストレッチやズンバなども 
やりますよ！ 

入会を迷っている方へ 
メッセージをお願いします 

 
華の命はけっこう長い！ 

トマトの会さんならではの 
魅力は？ 

【サークル情報】 

活動日：原則 毎週水曜日 

エッグ ： 4歳～小学 3年生 

        （午後４時１５分～５時） 

ジャム ： 小学 4年生～6年生 

        （午後５時～５時４５分） 

入会金：1,000円／月会費：2,000円 

お問合せ：伊興地域学習センター（０３－３
８５７－６５３７）または左のQRコードを読み
取り AnkurAの LINEアカウントまで。 
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以下は １２／２６（土）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：１／２０ 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：２／４  毎月第１木曜日 

１６  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（３日制） 
日時：１／１４～３／１１の毎月第２木曜日 

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：１，６５０円 

講師：河原晴樹 

日時：１／１３～３／１０の毎週水曜日 

午前１０時～１１時 

対象：２・３歳の子どもと保護者 

定員：１５組 

費用：５，４００円 

講師：高橋恭子 

心と体を育てる親子体操（９日制） 

日時：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 

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：福田彩夏、藏田優花 

ヒップホップダンス 
サークル体験Ａ・Ｂ（２日制） 

はじめての太極拳（１０日制） 
日時：１／１２～３／２３の毎週火曜日 

（２／２３を除く） 

午前９時１５分～１０時３０分 

定員：２０名 

費用：４，５００円 

講師：倉並百合子 

続けて健康！太極拳（１０日制） 
日時：１／１２～３／２３の毎週火曜日 

（２／２３を除く） 

午前１０時４５分～正午 

定員：２０名 

費用：４，５００円 

講師：倉並百合子 

シェイプアップエクササイズ 
（１０日制） 

日時：１／１３～３／１７の毎週水曜日 

午前１０時～１１時３０分 

定員：５５名 

費用：４，５００円 

講師：岩男叔子、岩永祐子 

はじめてのストレッチポール 
（４日制） 

日時：１／１４～３／１１の第２・４木曜日 

   （２／１１を除く） 

午後１時１５分～２時１５分 

定員：２０名 

費用：２，２４０円 

講師：岩男叔子 

筋膜リリース＆スタンディング
ピラティス（５日制） 

日時：１／１９～３／１６の第１・３火曜日 

午後７時３０分～８時４５分 

定員：２５名 

費用：３，２５０円 

講師：イーディ・オオツ 

ストレッチポールでリラックス 
（５日制） 

日時：１／２１～３／１８の第１・３木曜日 

午後１時１５分～２時１５分 

定員：２０名 

費用：２，８００円 

講師：岩男叔子 

ダンスエアロビクスサークル体験 
（４日制） 

日時：２／５～２／２６の毎週金曜日 

午前１０時～１１時３０分 

定員：１０名 

費用：４０円 

講師：須田翔子 

日時：２／７ 毎月第１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 

日時：１／６、１３ 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」 

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：１／１０、１７、３１ 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 

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） 

 

日時：１／１４ 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、２１ 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 

   小浦梓 

はつらつ教室Ｃ・Ｂ 
※申込みは１人、原則月１回まで 

 

■Ｃ（１／７） 
運動４５分＋ 
栄養学４５分 

◆Ｂ（１／２１） 
運動９０分 

 

日時：１／１３～３／１７の毎週水曜日 

午後１時３０分～３時 

対象：おおむね６０歳以上 

定員：５５名 

費用：４，５００円 

講師：宮川時江、大日方則子 

いきいき体操（１０日制） 
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出張!! クラシノ market

＋ひよこスタジオ 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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：１／１０  午後２時～４時 毎月第２日曜日 

１６  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 
１１月８日（日）、伊興センター近隣のレンタル農園「いこうファー

ム」で、２回目となる「出張!! クラシノmarket withひよこスタジオ」

のイベントが開催されました。 

 その名の通り、様々な店舗が出張販売をするこのイベント。新型コロ

ナウイルスの影響で秋に延期したそうですが、オーナーの山﨑さんは

「こういう状況でも、やっぱり職住接近は大事だと思います。ナショナ

ルチェーン店によるのではなく、昔のように地元の方々の商いで地域経

済を循環させたい。それが地域活性化にも繋がると考えています。この

マーケットはそうしたことの実証実験なんです」という思いで開催を実

現させました。出店している皆さんも協力しながら感染症対策をしてお

り、有機野菜やグルテンフリーのお菓子、アート作品やワークショップ

など会場は彩り豊かで活気にあふれ、地域の底力を感じました。昼食時

にはピザやラテアートを楽しむ方も増え、およそ４５０名もの方が来場

されたそうです。 

 次回は２０２１年の２月１４日（日）開催予定です。今後の予定や詳

細等はページ下部の Facebookをご覧ください。 

 

日時：１／１１（祝） 

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：１／２４（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 

２０２０年１２月２９日（火） 

     ～２０２１年１月３日（日） 

上記期間は、学習センター・図書館ともに年末年始休館となり、ブックポスト

も閉鎖されます。 

＜２０２０年１２月２８日（月）と２０２１年１月４日（月）の開館時間＞ 

図書館利用：午前９時～午後５時 

センター受付：午前９時～午後５時 

施設利用：午前９時～最大午後６時（利用終了時間は施設によって異なります）   

 

２０２０年もたくさんのご利用ありがとうございました。 

２０２１年もどうぞよろしくお願いいたします。 
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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：１～３・１０・１１・１７・２４・２５・３１日 

 

工作「おみくじ」 
日時：１月１６日（土） 

①午前１０時～１１時 ②午後２時～３時 
定員：各１０名 
対象：小・中学生 
申込：窓口にて受付中（１月１５日（金）まで） 
内容：牛乳パックと割りばしでおみくじを作ります。 
 
元気タイム「親子体操」 
日時：１月２９日（金） 

午前１０時３０分～１１時３０分 
定員：１０組 
対象：０～４歳までの子どもと保護者 
申込：窓口にて受付中（１月２８日（木）まで） 

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・１０・１１・１７・１８・２４・３１日 
 
悠々館☆手芸講座「ハーバリウム」 
日時：１月２０日（水） 
   午前１０時～正午 
定員：１０名 
対象：６０歳以上の方 
費用：２，０００円 
申込：１２月１日（火）から窓口にて受付中 
内容：ガラス瓶に好きなドライフラワーを詰めて 

作ります。 
 

児童館☆手作りキーホルダー（プラバン） 
日時：１月１６日（土） 

①午前１０時～１１時３０分 
②午後２時～３時３０分 

定員：各２０名 
対象：小学生 
申込：１月６日（水）午後２時から電話・窓口にて 

伊興住区センター 
住所：伊興５-２２-１３ 

電話：０３-３８５５-２７０７ 

休館：１～３・１０・１１・１７・１８・２４・３１日 
 

児童館☆「オリパラおうえんきねんパネルを 
つくろう」 

日時：１月２３日（土） 
①：午前１０時３０分～１１時３０分 
②：午後２時～３時 

定員：各１５名（定員になり次第終了） 
対象：小学生 
申込：１月１２日（火）～２２日（金） 
   ※１月１８日は休館日 

※保護者の方が児童館窓口に申込み 
内容：自分の手形をのこそう 

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・１０・１１・１７・２４・２５・３１日 

 
児童館☆工作「スポンジキーホルダー」 
日時：１月３０日（土） 

①午前１０時３０分～１１時３０分 
②午後２時～３時 

定員：各８名 
対象：小学生 
申込：１月４日（月）～２８日（木）まで 

※保護者の方が児童館窓口に申込み 

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・１０・１１・１７・１８・２４・３１日 

 

悠々館☆健康体操 
日時：１月２０日（水） 
   午後１時３０分～２時３０分 
定員：２５名 
対象：６０歳以上の方 
申込：１月１２日（火）から窓口にて 
内容：渡辺由美子先生による楽しい体操 
 

児童館☆せつぶんおたのしみ会 
日時：１月３０日（土） 

午前１０時３０分～１１時３０分 
定員：３０名 
対象：小学生 
申込：１月１２日（火）から電話・窓口にて 
内容：せつぶんの紙しばいなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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．おうさまが あしに はくものって なに？ 

（おうはんさん） 
 

Ｑ２．ブタが ねている どうろに あるばしょ なーんだ？ 

（ゆさん） 
 

Ｑ３．だせるけど いれられない とけるけど かたまらないもの 

なんだ？（ひろがんさん） 

・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、1/３１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 

地震その時１０のポイント 

【地震時の行動】 

●地震だ！まず身の安全 

【地震直後の行動】 

●落ちついて火の元確認 初期消火 

●あわてた行動 けがのもと                                     

●窓や戸を開け出口を確保                   

●門や塀には近寄らない 

 

地震に備えよう！ ～今、一人ひとりにできること～ 

１月１７日は『防災とボランティアの日』 １月１５日～２１日は『防災とボランティア週間』 

地震が起きたときは、何よりも自分の命を守ること、そして怪我をしないことが大切です。

緊急地震速報を受信したり、地震の揺れを感じたら、まず身の安全を最優先に行動しましょう。 

地震に備え、「地震その時１０のポイント」・「地震に対する１０の備え」を確認しましょう。 

【地震後の行動】 

●火災や津波 確かな避難 

●正しい情報 確かな行動 

●確かめ合おうわが家の安全 隣の安否 

●協力し合って救出・救護 

●避難前に安全確認 電気・ガス 
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センター関連特集  

「ダンス」 
伊興センターではキッズヒップホップやダンスエア

ロビクスの体験があります。この機会にぜひダンス

の本を手に取ってみてはいかがですか？！ 

体を動かすための色々な資料をご用意します。 

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。 

1月の特集本 

一般特集  

「防災」 
災害についての認識を深めて十分な備えをしていた

だくため、災害の未然防止と被害の軽減に役立つ本

を集めてみました。 

 

 
 

 

 

児童特集 

「ほっこり本」 
いよいよ寒さも本番になってきましたね！ 

今回は、心が温まる物語や、料理の本を特集します。 

本を読んでほっこり温まってね♪ 

 

「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。 

お正月気分を楽しもう♪ 

クリスマスに続き、お正月は楽しいことがいっぱい！ 

美味しいお節料理にお年玉、お正月遊びやおみくじ…… 

そして、何が入っているかワクワクドキドキの福袋！ 

伊興図書館でも貸出本の福袋ならぬ「福本」袋をご用意します！ 

それぞれテーマが決まっているので、書いてある説明文をヒントに 

今の気分にピッタリな福本を選んで借りてみてね！ 

１月５日（火）～１５日（金）までの期間限定です。 

 

雑誌のリサイクル・とらばーゆのお知らせ 

日程：2021年 1月 19 日（火） 

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 

 

おやこおはなし会 

 ＋ストレッチ（乳幼児と保護者向け） 

日時：１月２８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：１月１３日、２０日、２７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） 

１月はお休みです。 

次回は、２月３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 

『同調圧力 

日本社会はなぜ息苦しいのか』 

著：鴻上尚史・佐藤直樹 

出版：講談社 

 

 日本は最も同調圧力が強かった？！ 

「世間に迷惑をかけるな」「独自ルール」 

「親の顔が見てみたい」どれもこれもよ

く聞く言葉ですね。 

 しかし、よく考えるとそれってなんだ

かおかしいのでは・・・？ 

日本の民族性や歴史から 

ひも解いて、「同調圧力」 

「世間体」「ウラオモテ」 

とは何かを徹底的に対談で 

突き詰めていく本です。 

１月の読書サロンは、お休みとなります。 

次回は、２月５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」にて演目をお知らせします。 

今月の 

オススメ！ 
～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。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

図書館でぷち体操 

日時：１月７日、２１日（木） 
午前１１時４０分～正午 

会場：１階児童コーナー 絵本の場所  

 

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：１／１８（月） 

図書館休館日：１／２９（金） 

年末年始休館：１２／２９（火） 

～１／３（日） 


