
 

伊興写真サロンボランティア 清水正信さん 撮影 

葛飾区 水元公園 「睡蓮の池で羽ばたく」（2019年 9月 29日） 

 

LINE   よる情報配信を再開しました 

伊興地域学習センターと「お友だち」になろう♪ 
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伊興センター ゆるキャラ 

「いこもさん」 

伊興センターは Facebookの他に LINE もやってるのよ♪ 

私がアカウントの目印だから、 よかったら「友だち」になってね ！ 

① LINEを起動 

② ホーム→検索バーに「伊興」で検索 

③ 「いこもさん」を見つけたら「追加」をタップ 

または左の「QRコード」を読み込んでください 

※お使いのスマートフォンやアプリのバージョンによっては 

登録方法が異なります 

休館日のお知らせや、オススメ講座の情報を受け取れます♪ 

講座の受講料が割引きになるお得なクーポンがもらえます！ 

クーポンは、８月号のよいしょでもご紹介した「ちょい○○」キャンペー

ンの講座でも利用可能です！（当日受付の講座や教材費のみの講座は不可） 

また、「ちょい○○」キャンペーン講座では「友だち追加」＋アンケート

回答で足立区グッズの中からおひとつをプレゼントします★ 

足立区グッズ一例 

ご存知でしたか？ 
伊興地域学習センターの 

ＬＩＮＥ公式アカウントが 

あるんです！ 
 

 

 

いこもさんプロフィール 

出身：伊興遺跡公園（出土） 

年齢：６０ウン歳 

趣味：寺町の散歩、お花を育てること 

悩み：体が勾玉だから柔軟性がない 

その他：「子持ち勾玉」がモデルになっている。 

占いは信じる派。いこうもりとは年の離れたお友達。 

 

伊興周辺のことなら 

聞いてちょうだい！ 

 

 

一部の講座はインターネットでもお申し込みできます。 

受付初日は午後１時から 

受付開始となります。 

８／２６（木）午前９時から 

受付開始の講座一覧です。 

窓口・電話にて先着順で 

お申し込みを受け付けます。 

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の

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。 

ヨガで体のゆがみをリセット 
Withベビー 

日時：９／９（木） 

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 

にしいこう子どもひろば 

日時：９／１６（木） 

   午後３時３０分～５時３０分 

対象：１８歳以下の子ども 

（就学前の子どもは保護者同伴） 

定員：１０名  費用：無料 

講師：ＮＰＯ法人アフォール 

 
こどもクラシックバレエサークル体験（２日制） 

日時：９／２０（祝）・２７（月） 
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 

 

親子でのびのび体操 

日時：９／１９（日） 

午前１０時３０分～１１時３０分 

対象：２・３歳の子どもと保護者 

定員：１０組 

費用：６００円 

（３人１組の場合９００円） 

講師：髙橋恭子 

親子の癒やし時間ベビーマッサージ 

日時：１０／７（木）・１９（火） 

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 

子どもの力を伸ばす 

バルシューレＡ・Ｂ（１２日制） 

日時：１０／７～１２／２３の毎週木曜日 

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１～３年生 

定員：各１０名   費用：７，３２０円   

講師：谷口亜依 

 
はつらつ教室Ｃ・Ｂ 

※申し込みは原則１人月１回まで 

日時：９／２・１６ 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 

 
就寝前の整え時間 

ストレッチポール（３日制） 

日時：９／１０（金）・１７（金） 

・２４（金） 午後７時～８時 

定員：２０名    

費用：１，６８０円 

講師：岩男叔子 

夜に楽しむじっくりヨガ 

日時：９／１４（火） 

午後７時～８時 

定員：１６名   

費用：５９０円 

講師：長谷川美和 

はじめての太極拳（１１日制） 

日時：１０／５～１２／２１ 

（１１／２３を除く）原則毎週火曜日 

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 

※続けて健康！太極拳（１１日制）もあり

ます。詳細はお問合せください。 

伊興写真サロン 

日時：１０／３ 原則毎月第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 

シェイプアップエクササイズ 

（１１日制） 

日時：１０／６～１２／２２ 

（１１／３を除く）原則毎週水曜日 

午前１０時～１１時３０分 

定員：５５名   費用：５，１７０円 

講師：岩男叔子、岩永祐子 

いきいき体操（１１日制） 

日時：１０／６～１２／２２ 

（１１／３を除く）原則毎週水曜日  

午後１時３０分～３時 

対象：おおむね６０歳以上 

定員：５５名   費用：５，１７０円 

講師：宮川時江、大日方則子 

ストレッチポールでリラックス 

（５日制） 

日時：１０／７～１２／２ 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 

筋膜リリース＆スタンディング 
ピラティス体験会 

日時：１０／５（火） 

午後７時～８時 

定員：２５名   費用：５８０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 

（６日制）もあります。詳細はお問合せくだい。 

伊興おもちゃの病院 

日時：９／１１（土） 

午後１時～４時 

対象：どなたでも 

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」 

 

楽しい折り紙ひろば 

日時：１０／３（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 

 

★下記以外にも募集講座があります。 

詳細は伊興地域学習センターへお問合せください。 

親子で工作おはなし会 
「キラキラ万華鏡つくり」 

日時：１０／１０（日） 

※９／１０（金）から受付開始 
   午前１０時３０分～１１時３０分 

対象：幼児～小学生の子どもと保護者 

定員：１０組  費用：１，０００円 

（３人一組の場合は１，５００） 

講師：伊興センター職員・図書館職員 

色分け 子ども・親子向け 

大人向け(16 歳以上の方) どなたでも 

シニア向け 

足立区 講座予約 
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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：５・１２・１３・１９・２０・２３・２６日 
 

児童館☆ベビーダンス 
日時：９月１６日（木）  

午前１１時から１１時４５分まで 
受付：首のすわった乳児・幼児 
定員：１０組（予約制。保護者２名、双子可） 
申込：８月１７日（火）から電話・窓口にて 
内容：赤ちゃんを抱っこして一緒に踊りましょう！！ 

 

東伊興生活館・児童館 
住所：東伊興３-２３-６ 
電話：０３-３８９７-２２２５ 
休館：５・１２・１３・１９・２０・２３・２６日 
 
児童館☆工作「ジャンピングシャトル」 
日時：９月１８日（土） 

①午前１０時～１１時 ②午後２時～３時 
定員：各１５名   
申込：９月１日（水）午前１０時から窓口にて 
内容：ペットボトルで作る的あてゲームをします。 
 
生活館☆大人の体操 
日時：９月１５日（水）  午前１０時から１１時まで     
定員：１０名        
申込：９月１日（水）から前日まで窓口にて 
内容：元気に過ごすための簡単な体操をします。 

東伊興住区センター 
住所：東伊興１-５-２２ 
電話：０３-３８９９-８５３１ 
休館：５・１２・１９・２０・２３・２６・２７日 
 
悠々館☆お楽しみ会 
日時：９月２５日（土） 

午後１時３０分から３時３０分まで 
定員：３０名         
申込：９月１日（水）から窓口にて 
内容：参加した皆さんと楽しく遊びたいと思います。 
 
児童館☆ぽっぽくらぶ ハワイアン・リトミック 
日時：９月９日（木）       ※通年参加者募集 

午前１０時３０分から１１時４５分 
定員：残り３組         
対象：２才以上の幼児と保護者（保護者は１名まで） 
申込：１０月３１日（日）まで 

詳細は電話にて要確認。 
内容：親子体操やリトミック、工作などを行います。 
 

西新井住区センター 
住所：西新井７-１９-６ 
電話：０３-３８５４-１５２７ 
休館：５・１２・１９・２０・２３・２６・２７日 

 
悠々館☆熱中症対策事業 フレイル予防のお話と体操 
日程：①９月１０日（金）  ②９月２１日（火） 
時間：午後１時から２時まで  
定員：各２０名           
申込：９月１日（水）から窓口にて 
内容：フレイル講話と体操をします。 
 
児童館☆オリジナルかさ 
日時：①９月１８日（土） ②９月２５日（土） 

午後２時から３時まで 
定員：各８名 
申込：９月２２日（木）まで 

※保護者の方が児童館窓口にて 
内容：絵を描いたりしてオリジナルかさを作ります。 

栗原北住区センター 
住所：栗原４-１９-１５ 
電話：０３-３８９９-８７６１ 
休館：５・１２・１３・１９・２０・２３・２６日 
 
悠々館☆熱中症対策事業 干支の押し絵 
日時：９月２１日（火）午前１０時から１１時３０分まで 
定員：１２名     費用：材料費 ※ 
申込：９月１日（水）から窓口にて 
内容：来年の干支、寅の押し絵作り。 
※窓口申し込み時に材料を選ぶので費用が異なります。 
 
児童館☆幼児イベント 絵本の読み語り 
日時：９月１６日（木）  

午前１０時３０分から１１時３０分まで 
定員：１２組（予約制。保護者２名、双子可）  
対象：幼児と保護者 
申込：９月１日（水）から電話と窓口にて 
内容：絵本の読み語りやパネルシアターをします。 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ｑ１．クジラの なかにいる  

じかんは なーんだ？ （BT........S♡さん） 

 

Ｑ２．ぞうの はなには ほねが あるでしょうか？  

ないでしょうか？   （ちーちゃんさん） 

 

Ｑ３．よいしょの ひょうしのしゃしんに いちばんおおく 

のったひとは だれ？ （うさ吉さん） 

・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、９/3０までに けいひんを とりにきてね。 

おうぼの 
しかた 

伊興住区センター 
住所：伊興５-２２-１３ 
電話：０３-３８５５-２７０７ 
休館：５・１２・１３・１９・２０・２３・２６日 
 

悠々館☆敬老のつどい 
日時：９月１８日（土）午後１時から３時まで  
受付：開始時間１５分前から 
定員：なし 
申込：当日窓口にて        
内容：落語家の方達をお呼びします。 
 

児童館☆子どもの未来応援事業「ＵＶレジンをつかって
オリジナルキーホルダーをつくろう」 

日時：９月２５日（土） 午後２時から３時まで 
受付：開始時間１５分前から 
定員：１５名  
申込：９月１４日（火）から２４日（金）まで 

※保護者の方が児童館窓口にて 
内容：ＵＶライトでキーホルダーを作ります。 

みんなが かんがえてくれた 

クイズを のせています 

児童館イベントで対象者欄がないものは小学生対象

となります。費用欄がないものは無料となります。 

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。 

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 TEL3853-0119 

大師前出張所 TEL3886-0119 

上沼田出張所 TEL3855-0119 

本 木出張所 TEL3889-0119 

舎 人出張所 TEL3856-0119 

（西新井消防署ＨＰ） 

９月９日は 

救急の日 

９月５日～９月１１日 

救急医療週間 

東京消防庁では、急な病気やケガで

「今すぐ病院に行ったほうがいいの

かな？」、「救急車を呼んだほうがいい

のかな？」など迷った際の相談窓口と

して、東京消防庁救急相談センターを

開設しております。 

救急相談医療チーム（医師、看護師、

救急隊経験者等の職員）が、医療機関

案内と救急相談に２４時間・年中無休

で対応しています。 

 

 

 

東京消防庁公式アプリを使って応急手当を学ぼう 

東京消防庁公式アプリは、緊急時にも役立つ消防や救急の知りたい 
情報を無料で、いつでも・どこでも・手軽に入手できる防災アプリです。 

 

ビデオライブラリでは、キュ―タと一緒に応急手当、心肺蘇生、 
止血法等について動画を使って、学ぶことができます。 

ダウンロード 
はこちら 
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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。 

 

雑誌 

日程：９月 2 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 

おやこおはなし会 

＋ストレッチ 

（乳幼児と保護者向け） 

日時：９月２３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：９月１４、２８日（火） 

午後４時～４時３０分 

会場：１階「児童コーナー」

絵本の場所  

みんなでつくろう 

（幼児～小学生向け） 

日時：９月１８日（土） 

午後２時１５分～２時４５分 

定員：５名  

申込み：９月１日より図書館カウンター 

又は電話にて 

会場：２階教養室（たたみのへや） 

 

※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ございます。 

事前にお問い合わせください。 

 
日時：９月３日（金）午後１時～２時 

会場：３階 レクリエーションホール 

９月予定の作品 

<絵本>『でんでんむしのかなしみ』 

    新美南吉/作・かみやしん/絵 

<絵本>『あめだま』 

    新美南吉/作・長野ヒデ子/絵 

<朗読>『父の詫び状』より「ごはん」 

向田邦子/著 

図書 

日程：９月１１日（土）～ 

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 

TEL：０３-３８５７-８５０１ 

（午前９時～午後８時） 

※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。 

『日本人が知らない英語のニュアンス』 

 

著：牧野高吉 

出版：KADOKAWA 
 

「川」は英語で「river」ですが、「小川、小さな川」は何とい

うか知っていますか？もちろん「small river」でもよいのです

が実は別の言い方があるんです！ 

また、日本語ではお米を表す言葉に「もみ」「稲」「米」「ご飯」

「飯」などがありますが、英語ではすべてが「rice」です。 

このように、日本語と英語の微妙なニュアンスの違いを教えてく

れる本です。 

伊興図書館へいこう！ 

英語おはなし会 

（幼児～小学生向け） 

日時：９月１１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  



 

 
【伊興センターへのアクセス】 

 
★バスでお越しの場合 

◇東武バス 「流通センター・竹の塚車庫ゆき」 

（西０３・０４系統） 

東武スカイツリーライン「西新井駅」西口より 

「西新井消防署前」下車３分 
 
◇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 
 

※いずれも本数が少ないので 

ご確認のうえご来館ください 

 

★徒歩でお越しの場合 

「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：９／２１（火）・１０／１８（月） 

図書館休館日：９／３０（木）・１０／２９（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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お友だちになってね 


