
 

伊興写真サロン参加者 成田静子さん 撮影 

群馬県甘楽郡下仁田町 「ふきの花」（2016年 3月 17日） 

 

藍染め、体験できます！ 

「泉染会」さんサークル紹介＆体験講座案内！ 
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他にも、関連施設として足立区公式ホーム

ページや足立区立図書館の他、他学習セン

ター、施設予約システム（屋内・屋外）、

講座予約システムや伊興センターFacebook

のリンクも掲載しています！ 

<アクセスはこちら>→ 

https://grandio.co.jp/ikou/ 

休館日や、センターで

できること、施設全体

の説明よ！ 

センターまでの道順や

最寄りのバス停や電車

の案内よ！ 

よくある質問のＱ＆Ａと、

お問い合わせができる 

フォームよ♪ 

 

【サークル情報】 

活動日時：毎月第３日曜日 午後１時～４時 

入会金：3,000円 ／ 月会費：2,500円 

問合せ：伊興地域学習センター（０３－３８５７－６５３７）まで 

藍染めを始め、染物の創作活動を楽しむ「泉染会（せんせんかい）」さん。最近は革への

染色に挑戦するなど、活動開始から 30年を超えた今も挑戦を続けています。 

藍染めした生地には保温性や保湿性、殺菌作用や虫除けなどの薬効があり、また木綿が

よく染まるため、絹が買えない農民や下級武士に親しまれたそうです。現代では自然のも

のだけを発酵させて作る「本藍」は高級品に用いられ、サークルでは化学薬品を使って安

価で気軽に楽しんでいます。 

サークルの指導者を務める桜井敦史先生は、染料等の開発をおこなう「株式会社 誠和」

に 30年勤務し、藍染・草木・柿渋等様々な素材を使った染物の知識と技術を極めました。

縁あって「泉染会」の指導者を引き受け、指導歴は 25年以上になるそう。足立区以外でも、

講座や学校での出張講師として活躍されています。 

 「染物のスペシャリスト」として会員の皆さんから絶

大な支持を受けている桜井先生ですが、会員さんにその

魅力を伺うと、「何でも教えてくれるし、やりたい気持

ちに応えてくれます」「どんな要望であっても、こちら

の気持ちに寄り添ってチャレンジさせてくれます」と指

導力や応用力の高さがうかがえます。会員さん同士で刺

激し合えるのもサークルの魅力の一つです。 

3月 21日に開催するサークル体験講座では、文部科

学大臣により重要無形文化財に指定された伊勢の職人

が作った「伊勢型紙」を使って、綿手拭いに藍染を施し

ます。手拭いをリメイクしてオリジナルの作品に仕上げ

て楽しむこともできますよ。 

通常の活動日でも「気軽に見学に来てください。当日

申込もＯＫ！300円～体験もできますよ」とのこと。ぜ

ひ一度、染物の魅力を体験しに来てください。 

 

貸出施設の詳細や利用 

方法がわかるわよ！ 

今、募集中の講座の紹介を

しているわ♪講座によって

は申込みもできるわよ！

（外部リンク有） 

図書館の各コーナーの

案内やイベントの紹介

が載ってるわ！ 

地域情報紙「よいしょ」

が見られるわ！ 

バックナンバーもある

わよ！ 

「講座案内」や「地域情報紙」は

毎月２３日更新よ！ 

色んな情報が載ってるから、 

こまめにチェックしてみて♪ 

 

※更新日は前後する場合があります 

伊興地域学習センター 

ゆるキャラ「いこもさん」 
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以下は ２／２６（金）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：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 

対象：Ａ）４歳～６歳 
   Ｂ）小学生 
定員：各１０名 
費用：各２０円 
講師：須田翔子、福田彩夏、佐山瑞希 

（「キャンディボトル」指導者） 

やってみよう キッズダンス 
サークル体験Ａ・Ｂ（２日制） 

伊勢職人手彫りの型で藍染
サークル体験 
日時：３／２１（日） 

午後１時～４時 

定員：５名 
費用：２，０１０円 
講師：桜井敦史（「泉染会」指導者） 

日時：４／４ 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：３／３、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：３／７、１４ 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：３／１１ 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、開催が未定のため申込みを中
止しております（２月８日現在）。 

はつらつ教室 

日時：３／１７ 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：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 

定員：２０名 
費用：２，２４０円 
講師：岩男叔子 

ストレッチポールでリラックス 
（４日制） 

日時：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 

定員：２０名 
費用：４，９５０円 
講師：倉並百合子 

はじめての太極拳（１１日制） 

 

日時：４／１  毎月第１木曜日 

２０  毎月第３火曜日 

午前１０時３０分～１１時４５分 

対象：２カ月～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 

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ＱＲコード
参照）」や「あだち広報」にてお知らせ
いたします。 

 

日時：４／６～６／２２の毎週火曜日 
（５／４を除く） 
午前１０時４５分～正午 

定員：２０名 
費用：４，９５０円 
講師：倉並百合子 

続けて健康！ 太極拳（１１日制） 
 

日時：４／７～５／２６の毎週水曜日 
（５／５を除く） 
午前１０時～１１時３０分 

定員：５５名 
費用：３，２９０円 
講師：岩男叔子、岩永祐子 

シェイプアップエクササイズ 
（７日制） 

 日時：４／８（木） 
午後１時１５分～２時１５分 

定員：２０名 
費用：５６０円 
講師：岩男叔子 

無理なく始める 
ストレッチポール体験会 
 

日時：４／２２～６／２４の毎月第２・４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 

はじめてのストレッチポール 
（５日制） 
 

日時：４／７～５／２６の毎週水曜日 
（５／５を除く） 
午後１時３０分～３時 

対象：おおむね６０歳以上 
定員：５５名 
費用：３，２９０円 
講師：宮川時江、大日方則子 

いきいき体操（７日制） 
 

日時：４／１３～５／２５の毎週火曜日 
（５／４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：２，８２０円 
講師：高橋恭子、鈴木清美、岩永祐子 

ちびっこ体操（６日制） 

 

日時：４／１３～５／２５の毎週火曜日 
（５／４を除く） 
午後４時４５分～５時４５分 

対象：小学生 
定員：３５名 
費用：２，８２０円 
講師：鈴木清美、高橋恭子、岩永祐子 

こども体操（６日制） 

日時：４／１４～５／２６の毎週水曜日 
（５／５を除く） 
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：３，６００円 
講師：高橋恭子 

心と体を育てる親子体操（６日制） 



 

６                                                                                                            ７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●店舗情報● 

住  所：足立区西新井栄町２‐８‐３ 

電話番号：０３‐６８２２‐７６６９ 

営業時間：午前１１時～午後１１時（L.O 午後９時） 

※緊急事態宣言下は午前１１時～午後８時 

（L.O 午後７時３０分） 

定 休 日：月曜日 ／ 駐車場：なし 

Ｈ Ｐ：https://nishiarai.wixsite.com/littlemerlion 

筋膜リリース＆スタンディングピラティス

体験会 

４／２０（火） 

午後７時３０分～８時４５分 

第 

27 
回 

昨年１２月１日にオープンしたばかりのカフェ＆バー

「LITTLE MERLION」さん。店主のマークさんをはじ

め、スタッフの皆さんは西新井駅東口にある「エンブレ

ムホステル西新井」で働いていたそうで、今回の新型コ

ロナウイルスの影響を受け、「地域の人と繋がる場を途絶

えさせたくない」といった想いで開店させたとのこと。

実際にご来店されるのは６割が足立区内の方。また、緊

急事態宣言の前は横浜や立川など遠方から来られるお客

様もいらっしゃったとか。 

店名の通り、メニューはシンガポールの家庭料理が中

心で、奥様のメリッサさんが母国のお母様から教わった

とのこと。「ラクサ」と呼ばれるライスヌードルは現地と

同じように細麺と太麺を混ぜて作っているそうです。 

また、たくさんのフルーツとオーガニックの豆乳を使

用したこだわりのスムージー「P.O.M.」、「Berry Berries」

（各６５０円）や、プロテイン入りの「オリジナルプロ

テインシェイク（６８０円）」も人気だそうです。 

最近では、近隣店舗の方がお客さんを連れて来てくれ

たり、エンブレムの常連さんと久々に会えたりと、地域

の温かさを感じているそうです。 

マークさんは「コロナで海外旅行になかなか行けませ

んが、料理で少しでもシンガポールを味わってみてくだ

さい」と笑顔で語ります。家庭的なシンガポール料理店、

皆さんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。 

以下の講座は ３／２６（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３／２５号」、または「よいしょ」４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！ 

上記講座は予告です。内容、日時等が変更になる場合が

ございますので、予めご了承ください。 

夜に楽しむじっくりヨガ 

４／１３（火） 

午後７時～８時 

 

楽しい折り紙ひろば 

５／９（日） 

午後２時～３時３０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やその他の理由

において予告なく、変更・中止になる場合が

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：３／１４  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：３／１３ 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、就学前の子どもの参加は保護者

同伴でお願いしています。 

楽しい折り紙ひろば 

日時：３／２８、４／１１ いずれも日曜日 
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：各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 

伊興写真サロン 

５／２（日） 

午前１０時～正午 

 

ヨガで体のゆがみをリセット withベビー 

４／８（木） 

午前１０時３０分～１１時２０分 

楽しい俳句作り 

４／８（木） 

午後１時～３時 

親子の癒やし時間 ベビーマッサージ 

５／６（木）・１８（火） 

午前１０時３０分～１１時４５分 

子どもバレエサークル体験Ａ・Ｂ（２日制） 

５／７（金）・１４（金） 

Ａ：午後３時４０分～４時３０分 

Ｂ：午後４時４０分～５時４５分 

西新井駅西口から徒歩２分。シンガポール料理が

楽しめる「LITTLE MERLION」さんをご紹介し

ます！ 

店主のマークさんと奥様のメリッサさん、他７人の
スタッフが働いています。オリジナルのカクテルは
皆さんのお名前から取っているそうです。 

シンガポールのソウルフード「ナシレマク
（1200 円）」。定番の「イカンビリス（ニボ
シのおつまみ）」と一緒にどうぞ！ 

 

駐輪場 
交番 

コンビニ 
LITTLE 
MERLION 

中華料理店 
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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・１４・２０・２１・２８日 

 

かわいいお花のブーケ 
日時：３月２７日（土） 

①午前１０時～１１時 ②午後２時～３時 
定員：各１０名 
対象：小学生 
費用：無料 
申込：３月１日（月）から窓口にて 
内容：お花をアレンジしてブーケを作ります。 

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・１４・２０・２１・２２・２８日 
 
悠々館☆令和３年度教室募集 
応募期間：３月８日（月）～３月１３日（土） 
     午前９時～午後５時 窓口にて 
内容：来年度５月からの教室募集を開始します。 

３教室まで申込みできます。 
 

児童館☆英語で身体を動かそう part２ 
日時：３月１３日（土） 

午後２時～３時 
受付：午後１時４５分から 
定員：２５名 
対象：小学生 

申込：３月１日（月）から電話・窓口にて 
内容：英語を使って簡単な会話とゲームをします。 

伊興住区センター 
住所：伊興５-２２-１３ 

電話：０３-３８５５-２７０７ 

休館：７・１４・１５・２０・２１・２８日 
 

児童館☆おたのしみ会 
日時：３月１３日（土） 

①午前１０時３０分～１１時３０分 
②午後２時～３時 

受付：各開始時間１５分前から 
定員：各１５名 
対象：小学生 
費用：無料 
申込：３月１日（月）～１２日（金）まで 

※保護者の方が児童館窓口に申込み 
内容：ゲームや工作をします！ 

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・１４・２０・２１・２２・２８日 

 
児童館☆工作「スーパーボール」 
日時：３月２７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 
費用：無料 
申込：３月１５日（月）～２５日（木）まで 

※保護者の方が児童館窓口に申込み 
内容：キットを使って「スーパーボール」 

を作ります。 

栗原北住区センター 
住所：栗原４-１９-１５ 

電話：０３-３８９９-８７６１ 

休館：７・１４・１５・２０・２１・２８日 

 

悠々館☆シールちぎりあ～と 富士と桜 

日時：３月２３日（火） 
午後１時３０分～３時 

定員：１０名 
対象：６０歳以上の方 
費用：５００円 
申込：３月１日（月）から窓口にて 
内容：シールをちぎって富士山と桜の絵を作ります。 

 

児童館☆未来応援事業 トガちゃんと遊ぼう 
日時：３月１３日（土） 

午前１０時３０分～１１時３０分 
定員：３０名（完全予約制） 
対象：小学生 
費用：無料 
申込：３月１日（月）から電話・窓口にて 
内容：バルーンアート体験など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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場

合があります。 

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．もえてもいい しつないって なんだ？（ロコモコさん） 

Ｑ２． 「たちつみと」って な～んだ？（リーフさん） 

Ｑ３．おとうさんガエルはケロケロケロ  

おかあさんガエルはケロケロと なきます  

では そのこどもは なんとなく？（こころさん） 

・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、3/31 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 

新生活が始まるタイミングは、 

家具転対策をするタイミングです。 

【安全な家具の配置例】 

３月は、新生活が始まる季節です。新生活に合わせて、家具を動かすタイミングは、

家具転対策（家具類の転倒・落下・移動対策）を行う絶好のタイミングです。家具

転対策を行い、地震に備えましょう。 
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センター関連特集  

「染め物をしてみよう！」 
おうち時間が多い昨今、時間をかけて楽しむ趣味は

いかがでしょうか？ 

 

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。 

3月の特集本 

一般特集  

「自殺防止特集」 
3月は命の大切さを改めて考える月です。 

大切な人の命を支えるために、あなたに出来ること

を考えてみませんか？ 

 

 
 

 

 

児童特集 

「春のおとずれ」 
3月 20日は「春分の日」ですね。 

自然をたたえ、生命をいつくしむ日です。 

そこで今回は、自然や生物の本を特集します♪ 

これから芽吹くたくさんの自然を楽しみましょう！ 

 

「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♪ 

本、雑誌のリサイクル・とらばーゆのお知らせ 

雑誌 

日程：3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：３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：３月１０日、１７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） 

※３月は曜日、場所が変更となりました。 

日時：３月２日（火） 
午後３時１５分～３時４５分 

会場：２階教養室（たたみのへや）  

 

『「自己肯定感低めの人」のための本』 

著：山根洋士 

出版：アスコム 

 「ありのままの自分でいいんだ……！」と納

得ができる本です。本の冒頭に「こんな症状に

思い当たったら」というチェックシート付き。 

「自己肯定感」ではなく「自己納得感」を手に

入れよう！ 

 

～お願い～ 

準備ができた雑誌から随時設置します。 

お求めの本、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、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。 

事前にお問い合わせください。 

 

日時：３／５（金）午後１時～２時 

会場：３階 レクリエーションホール 

３月の朗読予定の作品 

〈絵本〉『ごんべえだぬき』     川端誠/作・絵  

〈朗読〉『イーハトーボ農学校の春』 宮沢賢治/著 

〈朗読〉『ベロ出しチョンマ』    斎藤隆介/著 ほか 

※予定作品が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

今月の 

オススメ！ 

おはなし会について 

緊急事態宣言もあり、最近おはなし会に関するお問い合わせを 

多くいただきます。 

毎週水曜日に１階児童コーナー・絵本の場所で行う「おはなし会」は会場

が狭く、互いの距離が充分確保できないため、緊急事態宣言期間中は曜日と

場所の変更、又は中止にさせていただいております。 

乳幼児・保護者向けの「おやこおはなし会」は、引き続き３階の広い会場

で第４木曜日のみに変更・縮小をして開催しております。 

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

 

本 

日程：３月１１日（木） 

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 

 

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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