
 

伊興写真サロンボランティア 平井位子さん 撮影 

埼玉県秩父市・美の山公園「輝き」（2020 年 3月 30日） 

 

パステル画の世界に触れてみませんか？ 

「伊興パステル画サークル」さん紹介！ 
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【サークル情報】 

活動日時：原則 毎月第１・３土曜日 

午前９時３０分～１１時３０分 

入会金：なし／月会費：2,000円 

お問合せ：伊興地域学習センター 

（０３－３８５７－６５３７）まで。 

「伊興パステル画サークル」さんは講師の山下先生（写真左上）をはじめ、和やかな雰囲

気の中で楽しくパステル画を描いているサークルです。「パステル」はクレヨンに似た画材で

すが、顔料素材なのでテカリが少なくふんわりとした柔らかい絵を描くことができます。水

やパレットいらずで、「画用紙とパステルさえあればできる手軽さがあり、完成した作品でも

指でこすったり練り消しをかけることで、違った趣に仕上げられることも楽しさの一つです」

と会員さんがその魅力を語ってくれました。 

取材に伺った日は見学の方も来られていて、「描いてみると楽しいから」と会員さんから貸

し出されたパステルと画用紙を使って、デッサンやパステルの使い方などのレクチャーを受

けていました。また、その日はセンター２階「伊興みんなのギャラリー」に展示している絵

を全員で鑑賞する時間もあり、山下先生はそれぞれの作品の構図や色遣いの良い点を挙げつ

つも、遠近法や赤・青・黄の三原色などの知識や技法を伝えていました。皆で集まって描く

ことで他の人の作品を見て勉強になるそうで、会員さん同士で作品を見て拍手する場面も見

られました。 

会員さんからは「こう描かなきゃいけない、という決まりはないのでお気軽に見学に来て

みてくださいね」とメッセージをいただいています。そんな伊興パステル画サークルさんの

体験講座の募集が１月２６日（火）から始まります。詳しくは４ページをご覧ください！ 

  

「読書×文化・芸術」を楽しめる

「ちょいカル」講座はどれも応募

多数で大盛況でした！講座の様子

をちょっとだけご紹介します。 

上手に撮るコツを学んで

公園で実践！素敵な瞬間

が撮れました★ 

クリスマスの絵本の読み語

りの後、好きなシーンをお

絵かき！描いた絵はギャラ

リーに展示されました♪ 

万華鏡のおはなしの読み語り

の後、作ったビー玉万華鏡で、

絵本やギャラリーの写真をの

ぞいて楽しみました♪ 

たくさんのご参加、ありがとうございました！ 
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以下は １／２６（火）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）。 

…持ち物があります。事前にお問い合わ

せください。 

日時：２／２・９ 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：須田翔子（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） 

楽しく描こう！ 
パステル画サークル体験（３日制） 

日時：２／２０～３／２０の第１・３土曜日 

午前９時３０分～１１時３０分 

定員：１０名 

費用：５００円 

講師：山下恵美子 

日時：３／７ 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：２／３、１０ 毎月第１・２水曜日 

午後７時～８時 

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６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：２／７、１４、２１ 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：２／１１（祝）※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 

新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態

宣言の発出に伴い、開催および申込みを中止して

おります（１月１０日現在）。 

はつらつ教室 

日時：２／１７ 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：２／２１（日） 

午後３時４５分～５時４５分 

定員：８名 

費用：無料 

講師：落合香代子 

前向き育児のススメ 
～子どもの自立を見守る声かけ～ 

日時：２／２８（日） 

午前９時４５分～１１時４５分 

定員：８名 

費用：無料 

講師：佐治公敏 

子どもが自ら育つ力 
～モンテッソーリ教育のエッセンス～ 日時：３／４  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 

日時：２／１７・２４ 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（ＡｎｋｕｒＡ指導者） 

ヒップホップダンスサークル体験
Ａ・Ｂ（２日制） 

＜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：２／１４  午後２時～４時 毎月第２日曜日 

２０  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：２／１３ 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あり） 

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：２／２８（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 

今後の開催に関しては「足立区公式

ホームページ内指定ページ（右記Ｑ

Ｒコード参照）」や「あだち広報」に

てお知らせいたします。 
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第 

26 
回 

赤山街道のバス停「聖一之橋」近くにある

「駄菓子げん」さんをご紹介します！ 

●店舗情報● 

住  所：足立区東伊興１‐３‐６ 

電話番号：０３‐３８９９‐４９１４ 

営業時間：正午～午後６時 

（※閉店時間前後する可能性あり） 

定 休 日：金・日曜日・祝日 

駐 車 場：なし 

オープンして７年目となる「駄菓子げん」

さん。店主の戸堀（とぼり）さんは「近く

に小学校もあるし、駄菓子屋さんがあれば

子どもたちも楽しめる場になるかも」とい

った想いでお店を始めたそうです。夕方に

なると学校帰りの子どもで賑わう憩いの場

に！取材している最中も元気な声で次々と

入店してきました。その内の一人に話を伺

うと、「『げん』でできた友達もいるんだよ」

と嬉しそうに紹介してくれました。 

お菓子のラインナップはリクエストに応

じて変えているとのことで、中には「これ、

毎日５個くらい買うんだ」とお気に入りを

指す子も。お菓子の他に「もんじゃ」や「か

き氷」もあり、一番人気は「たこ焼き（６

個／２５０円）」だそうです。 

戸堀さんは、オープン当初に通っていた子が社会人に

なっても来店されることや、「高校生になったらアルバイ

トで雇ってね！」、「将来は駄菓子屋さんになりたいんだ

けど、どうすればなれるの？」と話してくれることが何

より嬉しいそうです。 

最後に読者の方へのメッセージを伺うと、「大人も子ど

もも楽しめる駄菓子屋さんです。気軽に遊びに来てくだ

さい」とのこと。地元の子どもに愛される駄菓子屋さん。

ぜひ大人の方も足を運んでみてはいかがでしょうか。 

お店の外には１０円で遊べる懐かしのゲームも！ 

手に入れたメダルはお菓子と引き換え可能です。 

以下の講座は ２／２６（金）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２／２５号」、または「よいしょ」３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！ 

赤ちゃんといっしょ ベビーヨガ 

３／１１（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） 
（開催期間：１／１３～３／１０） 

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。 

いきいき体操（１０日制） 
（開催期間：１／１３～３／１７） 

やってみよう キッズダンスサークル体験

Ａ・Ｂ（２日制） 

３／６・１３ 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 

はじめての太極拳（１１日制） 

４／６～６／２２の毎週火曜日 

（５／４を除く） 

午前９時１５分～１０時３０分 

夜に楽しむじっくりヨガ 

３／１７（水） 

午後７時～８時 

 

伊勢職人手彫りの型で藍染サークル体験 

３／２１（日） 

午後１時～４時 

楽しい折り紙ひろば 

３／２８（日） 

午後２時～３時３０分 

親子の癒やし時間 ベビーマッサージ 

４／１（木）・２０（火） 

午前１０時３０分～１１時４５分 

ストレッチポールでリラックス（４日制） 

４／１～５／２０の第１・３木曜日 

（４／２９を除く） 

午後１時１５分～２時１５分 

伊興写真サロン 

４／４（日） 

午前１０時～正午 

<講座開催中止のお知らせ> 

右記の講座は新型コロナウイルス感染拡大防止

による緊急事態宣言の発出に伴い、開催中止が決

定いたしました。お申し込みいただいたお客様に

はご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力

をお願いいたします。 

<講座開催時間変更のお知らせ> 

右記の講座は開催時間を変更して実施予定です。

ご注意ください。 

楽しく踊ってストレス解消！ 

夜の「ズンバ」 

開催日時：２／３、１０・３／３、１０ 

     午後７時～８時 

はつらつ教室 
（開催期間：１／９～２／７まで、以降は開催未定） 

続けて健康！太極拳（１１日制） 

４／６～６／２２の毎週火曜日 

（５／４を除く） 

午前１０時４５分～正午 

筋膜リリース＆スタンディングピラティス 
（開催期間：１／１９～３／１６） 

楽しい折り紙ひろば（１／２４開催分） 
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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：７・８・１１・１４・２１・２３・２８日 

 

工作「紙コップのこもの入れ」 
日時：２月２０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：窓口にて受付中 
内容：紙コップを使ってかわいい小物入れを 

作ります。 

東伊興住区センター 
住所：東伊興１-５-２２ 
電話：０３-３８９９-８５３１ 
休館：７・１１・１４・２１・２２・２３・２８日 
 
悠々館☆ダーツ 
日時：２月２５日（木） 
   午後１時～２時３０分 
定員：１８名（定員になり次第締切） 
対象：６０歳以上の方 
費用：無料 
申込：１月２７日（水）から窓口にて受付中 
内容：ダーツ２回目。簡単なゲームをしてみましょう。 
 

児童館☆親子でスノードームを作ろう 
日時：２月１３日（土） 

①午前１０時～１１時３０分 
②午後２時～３時３０分 

受付：各開始時間１０分前から 
定員：各１０組 
対象：４～６歳の就学前の子どもと保護者（各１名ずつ） 
申込：２月１日（月）午前１０時から電話・窓口にて 
内容：スノードームを親子で作ります。 

伊興住区センター 
住所：伊興５-２２-１３ 

電話：０３-３８５５-２７０７ 

休館：７・１１・１４・２１・２３・２８日 
 

児童館☆工作 ハーバリウム（インテリアフラワー） 
日時：２月２０日（土） 

①午前１０時３０分～１１時３０分 
②午後２時～３時 

定員：各１０名 
対象：小学生 
申込：２月８日（月）～１９日（金） 
   ※２月１５日（月）は休館日 

※保護者の方が児童館窓口に申込み 
内容：気軽に楽しめるインテリアフラワーです。 

西新井住区センター 
住所：西新井７-１９-６ 
電話：０３-３８５４-１５２７ 
休館：７・１１・１４・２１・２２・２３・２８日 

 
児童館☆工作「コマの絵つけ」 
日時：①２月１３日（土） 
   ②２月２７日（土） 

午後２時～３時 
定員：各８名（先着順） 
対象：小学生 
申込：１月３０日（土）～２月２５日（木）まで 

※保護者の方が児童館窓口に申込み 
内容：木製のコマにマジックで色付けをします。 

栗原北住区センター 
住所：栗原４-１９-１５ 

電話：０３-３８９９-８７６１ 

休館：７・１１・１４・１５・２１・２３・２８日 

 

児童館☆バレンタイン工作 
日時：２月６日（土） 

午前１０時３０分～１１時３０分 
定員：２０名 
対象：小学生 
申込：２月１日（月）から電話・窓口にて 

（完全予約制） 
内容：プラバン工作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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．うさぎや いぬは できるのに ライオンや キリンの 

できない ゲームは？（ココスさん） 
 

Ｑ２． いちにちが おわったら めくるものって なんだ？ 

（りーちゃんさん） 
 

Ｑ３．いちばん きたに ある 県（けん）は どこでしょう？ 

（けんちゃんさん） 

・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、2/28 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 

その他２６件 
放火１９件 

たばこ１０件 

ガステーブル９件 

リチオウムイオン電池４件 

※火災件数は速報値のため変更となる場合はあります。 

令和２年中、西新井消防署管内では  ６８件 の火災が発生しています。 

春の火災予防運動 ３月１日から３月７日まで 

出火 

原因別 

状況 

令和２年の緊急事態宣言が出された４月と５月にはガステーブル火災が前年比３割増え
ました。今後も新型コロナウイルスの感染拡大により、自宅での調理の機会が増えることが
予想されることから、ガステーブルの取扱いに注意しましょう。 
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〈絵本〉『津波！！ 命を救った稲むらの火』  

小泉八雲/原作   高村忠範/文・絵 

そのほか 

センター関連特集  

「興味いっぱい！」 
 趣味がたくさんあると人生が豊かになりますよ

ね。色々なことに興味を持って、まずトライしてみ

るのも良いかも・・・？ 

 そんなきっかけになる本をご用意しました！ 

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。 

2月の特集本 

一般特集  

「防災」 
前回に引き続き、防災特集です。 

いつ起きてもおかしくない災害の知識を知り、 

事前に備えましょう！ 

 

 
 

 

 

児童特集 

「鬼がいっぱい」 
2021年の節分は 2月 2日！ 

鬼の出てくるおはなしを特集します。 

怖いだけじゃない、やさしい鬼やかわいい鬼の 

新たな発見をしてみよう♪ 

「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♪ 

特別整理期間による休館のお知らせ 

２月１５日（月）～２月２０日（土） 

この度、図書館内の特別整理を行うため、上記の期間を休館とさせていただきます。 

ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し

上げます。 

お急ぎの方は、当館以外で開館している図書館をご利用ください。 

また、この期間に「ブックポストへご返却いただいた本」はしばらく返却処理が 

できないことがあります。あらかじめご了承ください。 

 

 

雑誌のリサイクル・とらばーゆのお知らせ 

日程：2 月 2 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（乳幼児と保護者向け） 

日時：２月２５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：２月１０日、２４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） 

２月は開催中止となりました。 

※３月分の開催は決定次第、館内ポスター等で 

お知らせします。 

『みそ汁はおかずです』 

著：瀬尾幸子 

出版：学研プラス 

 ついにみそ汁のレシピ本が出ました！自分

の家のみそ汁は、他人にとって意外性があった

りするものです。 

 大根とわかめのみそ汁からトマトとオクラ、

厚揚げの変わり種みそ汁まで盛りだくさん！ 

 毎日のみそ汁のヒントにぜひお読みくださ

い。 

～お願い～ 

準備ができた雑誌から随時設置します。 

お求めの雑誌がない場合があります。 

あらかじめご了承ください。 

 

※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。 

 

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

開催時間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：２／５（金）午後１時～２時 

会場：３階 レクリエーションホール 

 

２月の朗読作品予定 

〈紙芝居〉『たのきゅう』 

  渋谷勲/脚本 藤田勝治/画 

〈朗読〉『山月記』   中島敦/著 

〈朗読〉『人々の旅路』より「彼女の初恋」 

内海隆一郎/著 

 

今月の 

オススメ！ 

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：２／１５（月） 

図書館休館日：２／２６（金） 

図書館特別整理期間：２／１６（火）～２０（土） 


