
伊興写真サロンボランティア 清水正信さん 撮影 

千葉県柏市手賀沼「お散歩」（2017年 5月 4日） 

 

 

５月はお出かけ日和！ぜひセンターへお越しください♪ 

伊興地域学習センター 施設紹介！ 
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時間帯 

時間 

午前 

9 時～12 時 

午後Ⅰ 

12 時 30 分～15 時 

午後Ⅱ 

15 時 30 分～18 時 

夜間 

18 時 30 分～21 時 

全面 2,700円 3,500円 3,500円 4,100円 

半面 1,350円 1,750円 1,750円 2,050円 

 

時間帯 

時間 

午前 

９時～12 時 30 分 

午後 

13 時～17 時 

夜間 

17 時 30 分～21 時 30 分 

料金 １,１００円 １,４00円 １,７00円 

※第１学習室・第２学習室・教養室は同じ料金です。 

時間帯 

時間 

午前 

９時～12時 

午後Ⅰ 

12時 30分～15時 

午後Ⅱ 

15時 30分～18時 

夜間 

18時30分～21時30分 

料金 2,700円 3,500円 3,500円 4,100円 

 

みんな、新生活も落ち着いてきた？ 

暖かい日も多い季節だし、良かったら 

センターに遊びに来てみて♪ 

色んな施設があるから、１階から順番

に紹介するわね！ 

体育館（定員なし） 

事前の団体予約以外にも、「個人利用」として当日受付を 

している日もあります。詳しくはセンターのスタッフまで♪ 

伊興地域学習センター 

ゆるキャラ 

いこもさん 

第１学習室（定員３０名） 

第２学習室（定員１６名） 

第１学習室は水道付きの広いお部屋、 

第２学習室が２階に上がってすぐの

小さなお部屋よ。 

定員に合わせて使ってみて♪ 

教養室（和室）（定員２０名） 

 

授乳室 

２階は他に畳敷きの教養室や 

カラフルな見た目の授乳室が 

あるのよ。 

ちなみに授乳室の利用は無料！ 

子連れの人は遠慮なく使って 

ちょうだい♪ 

レクリエーションホール（定員１００名） 

レクリエーションホールの隣には

トレーニングルームがあるのよ！ 

詳しくは７ページを見てね！ 

 

利用料金：300円（登録制） 

広々としたレクリエーションホー

ルは、体操や発表、ダンスやバレ

エ、大人数の会議にぴったり！ 

扉の防音もバッチリだから音響設

備も使ってみて♪ 

トレーニングルーム 

※新型コロナウイルスの影響やその他の理由 

で予告なく定員や利用時間等が変更になる 

場合があります。予約時に最新の情報を 

お確かめください。 
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４／２６（月）午前９時 から受付開始の

講座の一覧です。窓口・電話にて先着順

にてお申込みを受け付けます。 

…持ち物があります。事前に

お問い合わせください。 

日時：５／２４・３１ いずれも月曜日 
Ａ）午後４時３０分～５時３０分 
Ｂ）午後５時３０分～６時３０分 
Ｃ）午後６時３０分～８時 

対象：Ａ）３歳～小学１年生 
Ｂ）小学２年生～６年生 
Ｃ）中学生～１８歳 

定員：各１０名 
費用：各２０円 
講師：加藤祐子（当センター登録団体「Ｙ・Ｋ 

バレエスタジオ（伊興）」指導者 

こどもクラシックバレエ 
サークル体験（２日制） 
（２日制） 

日時：６／６ 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：５／９・１６・２３・３０ 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：５／１３ 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：１０組 
費用：６００円 
講師：長谷川美和 

ヨガで体のゆがみをリセット
withベビー 

日時：５／１１ 毎月第２火曜日 
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：５／１３（木） 
午後１時～３時 

定員：１４名 
費用：５５０円 
講師：河原晴樹 

楽しい俳句作り 

日時：５／１８～６／２９の第１・３・５火曜日 
午後７時３０分～８時４５分 

定員：２５名 
費用：２，６００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（４日制） 

日時：６／３  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 

日時：６／１３ 原則毎月第２日曜日 
午後２時～３時３０分 

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 

楽しい折り紙ひろば 

日時：５／９・１６ 毎月第２・３日曜日 
午後２時～４時 

定員：各１０名 
費用：無料 
講師：伊興センター職員 

はじいて遊ぼう 
おはじきサッカー体験会 

日時：５／８ 毎月第２土曜日 
午後１時～４時 
（受付は３時３０分まで） 

定員：１５名 
費用：無料 
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 

※就学前の子どもは保護者同伴を 

お願いしております。 

掲載している内容は、新型コロナウイルスの影響や 

その他理由で予告なく変更・中止になる場合があります。 

お申し込み時に最新情報をお確かめください。 

日時：５／６、２０ 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（５／６） 
運動４５分＋栄養学４５分 

◆B（５／２０） 
運動９０分 

一部の講座はインターネットでも

お申込みできます。受付初日は、 

午後 1時から受付開始となります。 

日時：６／３～７／２９の第１・３・５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 

ストレッチポールでリラックス
（５日制） 

日時：６／１～７／１３の毎週火曜日 
午後３時３０分～４時３０分 

対象：４歳～就学前の子ども 
定員：４０人 
費用：３，２９０円 
講師：高橋恭子、鈴木清美、岩永祐子 

ちびっこ体操（７日制） 

日時：６／１～７／１３の毎週火曜日 
午後４時４５分～５時４５分 

対象：小学生 
定員：３５人 
費用：３，２９０円 
講師：鈴木清美、高橋恭子、岩永祐子 

こども体操（７日制） 

日時：５／１６ 原則毎月第３日曜日 
①午前１０時３０分～ 
②午後１時３０分～ 
③午後６時３０分～ 

定員：各５名 
費用：無料 

人権ＤＶＤ上映会 

約３０分～

６０分間の

上映です。 

足立区 講座予約 
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石垣 香織（いしがき かおり） 

４月１日から異動により伊興センターに配属に

なりました。センターの仕事は初めてですが、

１日でも早く仕事を覚え、皆様のお役に立てま

すよう努めてまいります。よろしくお願いいた

します。 

田中 聡（たなか さとし） 

田中聡と申します。少しでも地域住民の方々に

貢献できるよう頑張ってまいります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

足立 祐希（あだち ゆき） 

４月１日から働くことになりました。足立祐希

と申します。これまで他の仕事をしていました

が、図書館で働きたいという夢を叶えることが

できました。 

公共図書館での勤務は初めてですが、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 ※「新規講習」と「トレーニングアドバイス 

（ＴＡ）」は変更なく２時間実施します 

（予約制）。 

※祝日は指導員がお休みの場合があります。 

詳細は窓口で配布している「指導員配置予 

定表」をご覧ください。 

いつも本紙の表紙を飾ってくれている「伊興

写真サロン」の参加メンバーによる企画展「行

こう！写真展」を開催します！ 

今回のテーマは「足立区散歩」。区内にいて

もこんな素敵な景色に出会えると知っていた

だきたくて、「区内で撮った写真」のみを集め

ました。ぜひ足をお運びください。 

日付：2021 年 5 月 2 日（日）～31 日（月） 

時間：開館時間中 

場所：２階「伊興みんなのギャラリー」 

 

時間 週／曜日 月 火 水 木 金 土 日

1 新規講習 TA TA

2 TA 新規講習 TA

3 休館日 TA TA

4 TA TA 新規講習 新規講習

5 TA

1 TA

2 TA TA

3 休館日 新規講習

4 新規講習

5

1 新規講習

2 新規講習 TA TA

3 休館日

4 TA

5

【午前】
午前9時～

11時30分

【午後】
午後1時30分～

4時

【夜間】
午後6時～

8時30分

※新型コロナウイルス感染防止対策やその他の 

理由等で指導を実施しない日があります。 

詳細はトレーニングルーム内の掲示をご覧い 

ただくか、センター窓口までお問い合わせく 

ださい。 
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西伊興住区センター 
住所：西伊興１-１２-１２ 

電話：０３-３８９６-７３６２ 

休館：２・３・４・５・９・１０・１６・２３・３０日 

 

児童館☆ベビーダンス 
日時：５月２０日（木） 

午前１１時～１１時４５分 
受付：午前１０時～ 
定員：１０組 
対象：首が据わった乳児・幼児 
費用：無料 
申込：電話にて受付中 
内容：保護者の方がお子さんを抱っこひもで抱っこをして 

一緒に踊ります。 

持ち物）水筒・抱っこひも 

 

東伊興生活館・児童館 

住所：東伊興３-２３-６ 

電話：０３-３８９７-２２２５ 

休館：２・３・４・５・９・１０・１６・２３・３０日 

 

生活館☆大人の体操 
日時：５月１９日（水） 

午前１０時～１１時 
定員：１０名 
対象：大人 
費用：無料 
申込：５月１日（土）～１８日（火）まで窓口にて 
内容：いつまでも元気で過ごすための簡単な体操。 

東伊興住区センター 
住所：東伊興１-５-２２ 
電話：０３-３８９９-８５３１ 
休館：２・３・４・５・９・１６・１７・２３・３０日 
 

児童館☆母の日手作りプレゼント 
日時：５月８日（土） 

午後２時～３時３０分 
定員：２０名 
対象：小学生 
費用：無料 

申込：５月１日（土）６日（木）・７日（金）の３日間 
に電話・窓口にて 

内容：写真立てに飾りをつけ手作りカードを入れます。 

伊興住区センター 
住所：伊興５-２２-１３ 

電話：０３-３８５５-２７０７ 

休館：２・３・４・５・９・１６・１７・２３・３０日 
 

児童館☆プラバン工作 
日時：５月１５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１５分前から 
定員：各１５名 
対象：小学生 
費用：無料 
申込：５月６日（木）～１４日（金）まで 

※保護者の方が児童館窓口に申込み 
内容：オリジナルキーホルダーをつくろう。 

西新井住区センター 
住所：西新井７-１９-６ 
電話：０３-３８５４-１５２７ 
休館：２・３・４・５・９・１６・２３・２４・３０日 

 
児童館☆オリジナルかさ 
日時：５月２９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５分前から 
定員：各８名 
対象：小学生 
費用：無料 
申込：５月１０日（月）～２７日（木）まで 

※保護者の方が児童館窓口に申込み 
内容：ビニールかさを可愛く変身！ 

栗原北住区センター 
住所：栗原４-１９-１５ 

電話：０３-３８９９-８７６１ 

休館：２・３・４・５・９・１６・１７・２３・３０日 

 

悠々館☆ウォーキング 

日時：５月３１日（月） 
午後１時３０分～２時３０分 

定員：３０名 
対象：６０歳以上の方 
費用：無料 
申込：５月６日（木）から窓口にて 
内容：ウォーキングのコツを楽しく学びます。 

 

児童館☆東京オリパラ２０２０を応援しよう！！ 
日時：５月２９日（土） 

午前１０時３０分～１１時３０分 
定員：３０名 
対象：小学生 
費用：無料 
申込：５月１８日（火）から電話・窓口にて 
内容：工作他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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．そらから 九（きゅう）が おちてきたよ これなあに？ 

（ゆくひあさん） 

Ｑ２．くだものの かわを むく、「はひへほ」って な～んだ？ 

（しょくよくの巨人さん） 

Ｑ３．このこたえは かんたんだから、あまり 

かんがえないでね(^_^) これなんだ？→ 

（さねみ LOVE 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、5/31 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 

日常生活の中でケガをして、１年間に１３，５８２人の子ども（１２歳以下）が救急車で医療機関へ

運ばれています。１日にすると約３７人もの子どもが救急車で運ばれていることになり、特に１歳児、

２歳児が多くなっています。 

事故は、年齢ごとに同じような事故が繰り返し起きています。過去に起きた事例を知り、予防対策を

とることで、防げる事故が多くあります。 

STOP! 

子どもの事故 

【０歳児】 

ベッドや抱いている状

態から「落ちる」事故が

多く発生しています。ま

た、包み・袋やたばこ、

おもちゃを「誤って飲み

込む」事故も多く発生し

ています。 

 

【１歳児】 

一人歩きを始める頃で、

階段やイスなどの家具

から「落ちる」事故や机、

テーブルなどの家具類

に起因する「ころぶ」事

故「ぶつかる」事故が多

く発生しています。 

 

【２歳児】 

階段やイスなどに起因

する「落ちる」事故が多

く発生しています。ま

た、「ぶつかる」事故、

手動ドアに指を「はさ

む・はさまれる」事故も

多く発生しています。 

【３歳児から５歳児】 

階段や机、テーブルで

「ころぶ」事故が多く発

生しています。自転車の

補助イスから「落ちる」

事故も多く発生してい

ます。 

５ 

 

７ 
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「伊興読書さろん」は大人のためのおはなし会です。 

作品の詳細は Facebook

でも公開しています。 

日時：５／７（金）午後１時～２時 

会場：３階 レクリエーションホール 

５月の朗読作品 

〈朗読〉『一瞬の人生 心をうつ三十二篇』より    

    「掃除夫」 小檜山 博/著 

〈大型絵本〉「しげちゃん」 

      室井 滋/作・長谷川 義史/絵 

<素話>『天国を出ていく』より 

    「小さいお嬢さまのバラ」 

      ファージョン/作・石井 桃子/訳 

※朗読作品は変更となる場合があります。 

あらかじめご了承ください。 

本、雑誌のリサイクル・とらばーゆのお知らせ 

雑誌 

日程：5 月 2 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 

図書 

日程：5 月１１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 

伊興図書館へいこう！ 

おやこおはなし会 

（乳幼児と保護者向け） 

日時：５月２７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：５月１１日・２５日 

   いずれも火曜日 

   午後４時～４時３０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：５月８日（土） 

   午後３時３０分～４時 

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、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。 

※「おはなし会」「えいごおはなし会」は 
開催曜日が変更になっています。 
ご注意ください。 

『新装版 小鍋でいろいろアヒージョ』 

田村つぼみ/著 

東京書店/発行 

「アヒージョと言えばエビとマッシュルーム！」 

……と思っていませんか？ 私は思っていました。 

コチラの本は何と！丸々１冊アヒージョレシピで

す！表紙にあるような牛ステーキのアヒージョはお

肉が油でしっとりしていて、とても美味しそう……。 

魚、お肉、野菜、変わり種と様々なレシピが載っ

ていて、更にどれもこれも素材を油でグツグツと煮

るだけでとっても簡単。 

私は魚のレシピ項目に載っていた「さんまのアヒ

ージョ」がとっても気になるので、今度試そうと思

います！ 

（丹澤） 
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みんなでつくろう 

（幼児～小学生向け） 

日時：５月１５日（土） 

   午後２時１５分～ 

     ２時４５分 

定員：５名 

申込み：５月１日より図書館 

    カウンターにて 

会場：２階 教養室 

      （たたみの部屋） 



 

【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/ 

よいしょ２０２１年５月号/Ｎｏ.３０１ 

２０２１年４月２５日 発行 

編 集：よいしょ編集部 

発 行：施設運営事業者 

株式会社グランディオサービス 

発行所：伊興地域学習センター 

    足立区伊興２－４－２２ 
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