
伊興写真サロンボランティア 清水正信さん 撮影 

足立堀之内公園「雨あがりの古代ハス」（2020年 6月 23日） 

 

 

たくさんの投票、ありがとうございました！ 

【「よいしょ」創刊 300 号記念 歴代表紙展示会】 
投票結果発表！ 
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伊興地域学習センター 

ゆるキャラ 

いこもさん 

 みんな、たくさんの投票どうもありがとね！ 

展示した 4年間の中で、各年度で投票数が一番

多かった写真を紹介するわね♪ 

「おいしそうだぞ!!」 
足立堀之内公園 

撮影：藤田佳史さん 

「吉野梅郷」 
青梅市 吉野梅郷 

撮影：若松孝仁さん 

「藤のカーテン」 
西新井大師（五智山 遍照院 總持寺）  

撮影：平井位子さん 

 

「清涼の流れ」 
青森県十和田市 奥入瀬渓流 

撮影：清水正信さん 

 

「ダイヤモンド富士」 
山梨県南都留郡 富士本栖湖リゾート 

撮影：若松孝仁さん 

同率１位 

【投票期間】 

3/28～4/24 

たくさんの投票、ありがとうございました！ 

【撮影者のお気に入りポイント】 

「まさしく獲物にありつこうとする瞬

間に遭遇できました」 

【撮影当時のエピソード】 

「寒かったけど、400人くらいが集まっ

て写真を撮ってたよ」 

【撮影当時のエピソード】 

「この年は白い梅がたまたま遅れずに

咲いたんだよね」 

【撮影当時のエピソード】 

「今はここまで長い藤がないので、良い

時季に撮れたと思います」 

【撮影者のお気に入りポイント】 

「水の白い流れが三種類ある中で、それ

ぞれの違いが出たと思う」 

緊急事態宣言の発令に伴い、予定していた「伊興みんなのギャラリ

ー」での上記写真展の期間を以下に変更しました。 

開館時間中（午前９時～午後８時）は、いつでもご覧いただけます。 

展示期間：5月 25日（火）～6月 30日（水）※６月２１日（月）除く 

<ただいま景品交換期間中！>（交換期間：6/30まで） 

【歴代表紙展示会】で投票してスタンプが 2個、もしくは 4

個溜まった方には記念品をプレゼント！ 

スタンプカードを持参し、交換期間中にセンター1 階窓口に

お越しください♪ 

←スタンプ２個 

「クリアファイル」 

スタンプ４個→ 

「マスキングテープ」 
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５／２６（水）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：６／１０、１７ いずれも木曜日 

Ａ）午後３時４５分～４時３５分 
Ｂ）午後４時５０分～５時４０分 

対象：Ａ）４歳～就学前の子ども 
Ｂ）小学１年生～３年生 

定員：各１０名 
費用：各１，０２０円 
講師：谷口亜依 

子どもの力を伸ばす 
バルシューレ体験Ａ・Ｂ（２日制） 
（２日制） 

日時：６／１３、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 

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：６／１０ 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：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：６／８ 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：６／１０（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：７／６～９／７の第１・３・５火曜日 
   （８／１７を除く） 

午後７時～８時 
定員：２５名 
費用：２，９００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（５日制） 

日時：７／１  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 

日時：６／１２ 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の 
同伴をお願いしております。 

日時：６／３、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 

鈴木恵美子 

はつらつ教室Ａ・Ⅾ 

■A（６／３） 
運動 90分 

◆D（６／１７） 
運動 45分 
+口腔衛生学45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：７／６～９／１４ 毎週火曜日 
午前１０時４５分～正午 

定員：２０名 
費用：４，９５０円 
講師：倉並百合子 

はじめてのストレッチポール 
（５日制） 

日時：６／１７（木） 
午後３時～５時３０分 

対象：１８歳以下のこども 
   （就学前の子どもは保護者同伴） 
定員：１０人 
費用：無料 
講師：ＮＰＯ法人アフォール 

にしいこう子どもひろば 

日時：６／２０ 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 

子どもの力を伸ばす 
バルシューレＡ・Ｂ（４日制） 
（２日制） 日時：６／２４～７／１５ 毎週木曜日 

Ａ）午後３時４５分～４時３５分 
Ｂ）午後４時５０分～５時４０分 

対象：Ａ）４歳～就学前の子ども 
Ｂ）小学１年生～３年生 

定員：各１０名 
費用：各２，４４０円 
講師：谷口亜依 

日時：６／１３、２０ 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 

日時：７／４ 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 

伊興写真サロン 

日時：７／４ 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 

続けて健康！太極拳（１１日制） 

日時：７／８～１０／１４の第２・４木曜日 
   （７／２２、９／２３を除く） 

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 

はじいて遊ぼう 
おはじきサッカー体験会 

楽しい折り紙ひろば 

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：７／６～９／１４ 毎週火曜日 
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） 

※申込みは１人 

原則月１回まで 

 

開催時間と費用が
変更になりました 
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■子どもと里親のくらしを知るサイト「Tokyo里親ナビ」   

■東京都福祉保健局 HP                                    

        

                           

 

養子縁組を目的としない「養育家庭（里親）」をご存じですか？ 

知ってほしいな 
東京都の里親“養育家庭”制度 

東京都には、さまざまな事情で家族から離れて

暮らす０歳から１８歳までの子どもが約４千人

います。このうち、約９割は児童養護施設や乳児

院などの施設で生活しています。 

養育家庭（里親）は、養子縁組を目的とせず、

一定期間、子どもをご自分の家庭で養育する里親

です。 

子どもたちは、より家庭に近い環境で生活する

ことができます。 東京都里親制度 PRキャラクター・さとぺんファミリー 

里親になるための年齢制限はありますか？ 

いいえ、年齢制限はありません。詳しくは

東京都のホームページをご確認ください。

※下記「Tokyo里親ナビ」のサイトからリン

クできます。 

共働きですが、里親になれますか？ 

子どもの養育に支障のない範囲で、共働き

で里親をされている方も少なくありませ

ん。ただし、子どもの状況によっては、養

育に専念していただく必要が生じる場合

もあります。 

子どもとはどのくらいの期間、一緒に過ごす

のでしょうか？ 

子どもの置かれた状況によって違います。子

どもの実家庭の事情に合わせての委託になり

ますので、短期間委託される場合や、長期が

予測されるものの期間が明確ではない場合も

あります。 

詳しくはこちらへ 

                           

 
Tokyo 里親ナビ 

里親に興味があります。どこで詳しい相談

ができますか？ 

里親制度は、都道府県によって制度の内容

が異なりますので、お住まいの地域の児童

相談所にお問い合わせください。 

❖足立児童相談所：℡03‐3854‐1181 

夏休み親子でアロマのバスボム作り 

８／８（日） 

午前１０時３０分～１１時３０分 

上記講座は予告です。内容、日時等が変更になる場合が

ありますので、予めご了承ください。 

夜に楽しむじっくりヨガ 

７／１３（火） 

午後７時～８時 

 

ヨガで体のゆがみをリセット with ベビー 

７／８（木） 

午前１０時３０分～１１時２０分 

楽しい俳句作り 

７／８（木） 

午後１時～３時 

親子の癒やし時間 ベビーマッサージ 

８／５（木）・１７（火） 

午前１０時３０分～１１時４５分 

楽しい折り紙ひろば 

８／８（日） 

午後２時～３時３０分 

ストレッチポールでリラックス（５日制） 

８／５～９／３０の第１・３・５木曜日 

午後１時１５分～２時１５分 

伊興おもちゃの病院 

７／１０（土） 

午後１時～４時 

日曜日にリフレッシュ「ズンバ」エクササイズ 

７／１１、１８、２５ いずれも日曜日 

午後１時～２時 

 

はじいて遊ぼう おはじきサッカー体験会 

７／１１、１８ いずれも日曜日 

午後２時～４時 

 

モンテッソーリセミナーと 

子育てのお悩み相談（２日制） 

７／１８、８／２２ いずれも日曜日 

午前９時４５分～１１時４５分 

 

夏休みわくわくレジン工作Ａ・Ｂ・Ｃ 

７／３０（金） 

Ａ：午後１時～１時４０分 

Ｂ：午後２時～２時４０分 

Ｃ：午後３時～３時４０分 

伊興写真サロン 

８／１（日） 

午前１０時～正午  

以下の講座は ６／２６（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６／２５号」、または「よいしょ」７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 

７／１、１５ いずれも木曜日 

午前１０時～１１時３０分 
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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：６・１３・１４・２０・２７日 

 

児童館☆プラバン工作 
日時：６月１９日（土） 
   ①午前１０時～１２時    
   ②午後２時～４時 
受付：各開始時間１時間後まで受付 
定員：①、②各２０名 
申込：６月１日（火）から電話・窓口にて申込み 

内容：プラバンキーホルダーを作ろう。 

 

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日 

 

児童館☆ベビィタイム 
日時：６月４日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 
受付：開始時間３０分前から受付    
定員：１０組       
対象：０～１歳の乳幼児と保護者、妊婦    
申込：６月４日（金）から当日会場にて 
内容：保健師による育児相談があります。 

 
児童館☆「父の日」工作 
日時：６月１９日（土） 
   ①午前１０時～１１時    
   ②午後２時～３時 
受付：①、②どちらも午前１０時から受付    
定員：①、②各１５名               
申込：６月１日（火）から窓口にて申込み 
内容：ステキなペン立てを作ります。 

 

東伊興住区センター 
住所:東伊興１－５－２２ 
電話：０３-３８９９-８５３１ 
休館：６・１３・２０・２１・２７日 
 

悠々館 
緊急事態宣言に伴い、 
６月から教室開始に変更しました。 
 
児童館☆おたのしみ会 
日時：６月１９日（土） 
   ①午前１０時１５分～１１時３０分 
   ②午後２時１５分～３時３０分 
受付：各開始時間１５分前受付      
定員：①、②各３０名                   
申込：６月１日（火）午前１０時から 
   電話・窓口にて申込み 
内容：たのしいゲームをしてあそびます。 
 

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日 
 

児童館☆ドミノ大会 
日時：６月２６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分前から受付       
定員：①、②各１５名 
申込：６月１４日（月）～２５日（金）まで 

※保護者の方が児童館窓口にて申込み 
内容：制限時間内にドミノを並べます。 

西新井住区センター 
住所：西新井７-１９-６ 
電話：０３-３８５４-１５２７ 
休館：６・１３・２０・２７・２８日 
 
児童館☆スライム 
日時：６月２６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分前から受付  
定員：①、②各８名 
申込：６月７日（月）～２４日（木）まで 

※保護者の方が児童館窓口にて申込み 
内容：作って、さわって、楽しもう！！ 

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・２０・２１・２７日 

 

悠々館☆シール ちぎりあ～と 登山電車 

日時：６月２９日（火）午後１時３０分～３時００分 
受付：開始時間３０分前から受付      
定員：１０名 
対象：６０歳以上の方    
費用：５００円 
申込：６月１日（火）から窓口にて申込み 

内容：ちぎりあ～と 楽しく作ります。 

 

児童館☆オリパラ２０２０を応援しよう 
日時：６月２６日（土） 
   午前１０時３０分～１１時３０分 
定員：３０名（完全予約制） 
申込：６月１４日（月）から電話・窓口にて申込み 

内容：国別リレーやミニおまつり、くじ引きなど。 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※費用欄がない場合は無料です。 

※対象者欄がない場合は小学生が対象です。 

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。 

 

危険物 しっかりまもろう 使い方 

６月６日(日)から６月１２日(土)は 

危険物安全週間 

≪消毒用アルコールの取り扱いについて≫ 

★ 火気の近くでは使用しないようにしましょう 

★ 詰替えを行う場所では換気を行いましょう 

★ 直射日光が当たる場所等での保管はやめましょう 

 

 

 

≪ガソリンを取り扱う時の注意事項≫ 

★ 火気のある場所での使用・保管はやめましょう 

★ 給油の際は発電機等を停止しましょう 

★ 換気の良い場所や冷暗所に保管しましょう 

 

（温められた携行缶から

噴き出す様子） 

【低圧進相コンデンサの火災に注意を！】 
例年、梅雨の季節から暑さが続く９月にかけて、コンデンサに起因する火災が多発しています。 
低圧進相コンデンサは、工場や飲食店等で、モータで稼働する設備や店舗の業務用冷蔵

庫等の消費電力を抑える機器として昭和１５年（１９４０年）頃から配電盤に設置されて
います。 
特に、昭和５０年（１９７５年）以前に製造された製品には保安装置が内蔵されていない

ため、被害が拡大する危険性があるので使用の停止や交換することが必要です。 

・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、6/30 までに けいひんを とりにきてね。 

Ｑ１．たまがつく とどうふけんは？（なな～ぽんさん） 

Ｑ２．いちばん きた にある けんは？（カービィさん） 

Ｑ３．マッチもんだい。１ぽんたして 

けんをつくってね。（やきそばのレイーさん） 

みんなが かんがえてくれた 

クイズを のせています 

と
う
こ
う 

よ
う
し ポスト 

お
う
ぼ
の 

し
か
た 

か
ん
が
え
る 
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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：６／４（金）午後１時～２時 

会場：３階 レクリエーションホール 

６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 

〈絵本〉「しげちゃん」 

      室井 滋/作・長谷川 義史/絵 

<紙芝居>「じごくのそうべえ」 

      田島 征彦/脚本・絵 

※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。 

本のとらばーゆ（リサイクル）のお知らせ 

雑誌 

日程：６月 2日（水）～ 

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：６月１１日（金）～ 

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：６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：６月８日・２２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  

英語おはなし会 
（幼児～小学生向け） 

日時：６月１２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」「英語おはなし会」は 

開催曜日が変更になっています。 

ご注意ください。 

ＴＥＬ：０３－３８５７－８５０１ 

こども映画会 
（どなたでも） 

日時：６月２０日（日） 

   午後２時～２時３０分 

会場：３階  

   レクリエーションホール 

『たけのこなんのこ？』 

野中重之/監修  

飯村茂樹・砺波周平ほか/写真 

ひさかたチャイルド/発行 

 
おいしい「たけのこ」。

「たけのこ」って何か

知ってるかな？ 

七夕会 
（幼児～小学生向け） 

日時：６月２７日（日） 

午前１０時３０分～１１時 15 分 

会場：2階 教養室（たたみの部屋） 

七夕のスペシャルおはなし会☆ 

願いごとを書いて図書館に飾ろう！ 



 

【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。 

 

全館休館日：６／２１（月）・７／１９（月） 

図書館休館日：６／３０（水）・７／３０（金） 

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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