
 

伊興写真サロンボランティア 清水正信さん 撮影 

 「ハロウィーン」（2020年１０月２９日 豊島区 西武池袋本店・食と緑の空中庭園） 

 

いこもさん    のマシン体験レポート 

トレーニングルームのマシンが入れ替わりました！ 
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トレーニングルーム内のマシンが新しく入れ替わりました！ 

変わったマシンを「いこもさん」と指導員の阿部歩先生が 

ご紹介します♪ 

伊興地域学習センター 

ゆるキャラ 

いこもさん 

手元のレバーで速度や 

傾斜が簡単に調節できる 

ようになったわ！ 

いつものエアロバイク

もあるから使い分けて

ちょうだい！ 

伊興センターでは 

初の器具ね！背筋を 

鍛えられるみたい！ 

 

使い方を実演して

くれたわよ♪ 

通常のエアロバイクよりも、足を前に

出してこぐので、負担が少なめです 

背もたれがある分、小柄な人は 

こちらがオススメです♪ 手は胸の前か頭に添えて 

行います。無理せず、回数は

自分の体力と相談しながら

決めてくださいね 

以前のステッパーに比べて

前や後ろにも動かせるので

水中ウォーキングのような

感覚で運動できます♪ 

まずはウォーキングで 

身体を慣らしていきます 

行う時は必ず専用のクリップを

服につけてくださいね 

お気軽にお問い合わせください！ 

初めての方は、安全に運動をしていただくために体調の確認やマシンの使用方法

など、指導員による講習を受ける必要があります。また、他センターでの登録状

況や、以前のご利用履歴によってはご案内が異なります。詳しくはお問い合わせ

ください。 

また、新型コロナウイルス拡大感染防止のため、「完全予約制」となっています。

窓口、お電話でお申し込みください。 

電話：03-3857-6537（受付：午前 9時～午後 8時） 

使ってみたい 

運動したい 

他のマシンは？ 

利用料金は？ 

指導員：阿部 歩先生 
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楽しく踊ってストレス解消！ 
夜の「ズンバ」 

日時：１０／６（水）・１３（水）１９時～２０時 

定員：各３３名  
費用：１回 810円 
講師：渡邊由紀 

 

大人向け 
（１６歳以上の方） 

はじめてのストレッチポール（５日制） 

日時：１１／１１～１／１３ 第２・４木曜日 

１３時１５分～１４時１５分 
定員：２０名 費用：2,800円 講師：岩男叔子 

伊興写真サロン 

日時：１１／１４（日）１０時～１２時 

定員：１０名   費用：無料 
講師：伊興写真サロンボランティア 

はじいて遊ぼう 
おはじきサッカー体験会 

日時：１０／１０（日）・１７（日） 

１４時～１６時 
定員：各１０名（就学前の子どもは保護者同伴） 
費用：無料  講師：伊興センター職員 

親子の癒やし時間ベビーマッサージ 

日時：１１／４（木）・１６（火）  

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 

親子でのびのび体操 

日時：１０／１７（日） 

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 

講師：高橋恭子 

パパは専属カメラマン 
一眼レフテクニック（２日制） 
日時：１０／３１（日）、１１／１４（日） 

１３時３０分～１５時 

対象：就学前の子どもと父親または保護者 

定員：５組    

費用：無料 

講師：伊興写真サロンボランティア 

心と体を育てる親子体操（７日制） 
日時：１０／２０～１２／８の毎週水曜日 

（１１／３は除く） 

１０時～１１時 

対象：２・３歳の子どもと保護者 

定員：１５組 費用：4,200円 

講師：高橋恭子 

ちびっこ体操（６日制） 

日時：１１／２～１２／１４の毎週火曜日 

（１１／２３を除く） 

１５時３０分～１６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 

伊興おもちゃの病院 

日時：１０／９ （土） 

１３時～１６時（受付は１５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」 

日曜日にリフレッシュ 
「ズンバ」エクササイズ 

日時：１０／１０（日）・１７（日）１３時～１４時 

定員：各３３名 
費用：１回 810 円 
講師：渡邊由紀 

 

ヨガで体のゆがみをリセット Withベビー 

日時：１０／１４（木） 

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 

こども体操（６日制） 

日時：１１／２～１２／１４の毎週火曜日 

（１１／２３を除く） 

１６時４５分～１７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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

子ども・親子向け 

シニア向け 

９／２６（日）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。 

◆Ａ（１０／ ７）・・・運動９０分 
◆Ｄ（１０／２１）・・・運動４５分＋口腔衛生学４５分 
 

 

１８時３０分より整理券を配布

します（無くなり次第、受付終了） 

 

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１３時から受付開始となります。 

足立区 講座予約 

１２時３０分より整理券を配布

します（無くなり次第、受付終了） 

約３０分～６０分間
の上映です 

どなたでも 

楽しい俳句作り 

日時：１０／１４（木）１３時～１５時 

定員：１４名 費用：550円 講師：河原晴樹 

はつらつ教室Ａ・Ｄ 

日時：１０／７（木）、２１（木）  

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、石垣友理子 

 

子どもバレエサークル体験Ａ・Ｂ（２日制） 

日時：１０／２２（金）・２９（金）   

Ａ）１５時４０分～１６時４０分 

Ｂ）１６時４０分～１７時５０分 

対象：Ａ）４歳～小学１年生 

Ｂ）小学２・３年生 

定員：各１０名 費用：２０円 

講師：樋口桜 

 

人権啓発ＤＶＤ上映会 

日時：１０／１７ 原則毎月第３日曜日 

①１０時３０分～ 
②１３時３０分～ 
③１８時３０分～ 

定員：各５名 費用：無料 

楽しい折り紙ひろば 

日時：１１／１４（日）１４時～１５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 

みんなの申し込み、 

待ってるわよ！ 

夜に楽しむじっくりヨガ 

日時：１０／１２（火）１９時～２０時 

定員：１６名 費用：590円 講師：長谷川美和 

 
 

日時：１０／２２(金)１０時～１２時 

定員：１０名 費用：500円 講師：河原晴樹 

好きな香りを選んで簡単！ 
アロマスプレー作り 

日時：１０／２４（日）１４時～１５時 

定員：１５名 費用：500円 講師：外尾幸恵 

無理なく始めるストレッチポール体験会 

日時：１０／２８（木） 

１３時１５分～１４時１５分 

定員：２０名 費用：560円 講師：岩男叔子 

 

基礎から学ぶ 
季節を詠む俳句作り 

 

にしいこう子どもひろば 

日時：１０／２１（木） 

   １５時３０分～１７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 
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●店舗情報● 

住  所：足立区谷在家１－１８－１２ 

電話番号：０３‐６３３７－４１９６ 

営業時間：１２：００～１８：００ 

定 休 日：なし 

駐 車 場：なし              

Ｈ Ｐ：https://heavensdough.theshop.jp/ 

 

 

踊ろう！キッズヒップホップサークル体験（４日制） 

 
１１／９～１２／７ 毎週火曜日 

（１１／２３を除く） 

Ａ：１６時３０分～１７時１５分 

Ｂ：１７時１５分～１８時 

夜に楽しむじっくりヨガ 

 

１１／９（火） 

１９時～２０時 

 

楽しく踊ってストレス解消！ 夜の「ズンバ」 

 
１１／１０（水） 

１９時～２０時 

ヨガで体のゆがみをリセット withベビー 

 

１１／１１（木） 
１０時３０分～１１時２０分 

就寝前の整え時間  

ストレッチポール（３日制） 

 
１１／１２（金）・１９（金）・２６（金） 

１９時～２０時 

いい夫婦の贈り物に 

ハーバリウムオイルランプ 

 
１１／１３（土） 

１０時～１２時 

伊興おもちゃの病院 

 

１１／１３（土） 

１３時～１６時 

日曜日にリフレッシュ「ズンバ」エクササイズ 

 
１１／１４（日） 

１３時～１４時 

はじいて遊ぼう おはじきサッカー体験会 

 
１１／１４（日）・２１（日）  

１４時～１６時 

親子でのびのび体操 

 
１１／２１（日） 

１０時３０分～１１時３０分 

親子の癒やし時間 ベビーマッサージ 

 
１２／２（木）・２１（火） 

１０時３０分～１１時４５分 

伊興写真サロン 

 
１２／１２（日） 

１０時～１２時 

親子でクリスマス お絵かきおはなし会 

 
１２／１２（日） 

１０時～１１時３０分 

楽しい折り紙ひろば 

 
１２／１２（日） 

１４時～１５時３０分 

以下の講座は １０／２６（火）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１０／２５号」、または「よいしょ」１１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。 

第 

31 
回 

今回は「区立みだまえ公園」のすぐ脇にある、ア

メリカンクッキーの専門店「HEAVEN’S DOUGH 

COOKIES（ヘヴンズドー・クッキーズ）」さんを訪

問しました。  

同店のオープンは２０１９年４月。元々はイベン

ト等での移動販売をしており、今のお店の場所は工

場にする予定だったそう。それが地元の方に「いつ

オープンするの」「どんなお店なの」と聞かれ、そ

の期待に応えた形で今のお店が始まったそうです。 

店頭にあるショーケースの中には、数々のクッキ

ーやポップコーンが並びます。目を引くのは 1 枚 1

枚のクッキーの大きさ。直径は 10cm ほどあり、ト

ッピングも豊富で見ているだけで心がわくわく。つ

いつい写真が撮りたくなるほどのインパクトです。

「本場のアメリカンクッキーはもっと大きいんで

すよ」と笑顔で取材に応じてくれたのは、㈱エヌヴ

ィレッジの代表取締役で、オーナーの中村さんで

す。 

お店では３４種類のクッキーを日替わりで販売。

シンプルな「プレーン」（税込２００円）やベルギ

ー産のクーベルチュールチョコレートを使

用した「ダブルチョコレート」（税込２３０円）が

人気だそうです。クッキー以外にもレモネードやク

レープ、デザートシェイクもあり、10 月にはハロ

ウィンにちなんだ新メニューも考案中だとか。 

日暮里・舎人ライナー「谷在家」駅から徒歩２分。右からオーナ

ーの中村さん、スタッフの佐久間さん、店長の荻島さん。 

ウインドウ内には魅力的な商品がズラリと並びます。 

【左】人気の「プレーン」を持つ荻島店長。その大きさにびっく

り！【右】上から「塩キャラメル」「ダブルチョコレート」「クラ

シック」。日替わりなので、お店に並ばないことも…。 

 

「インターネットでも販売もしていますので、し

っとりソフトなアメリカンクッキーを多くの方にぜひお試

しいただきたいですね」と話す中村さん。「給食のデザ

ートや学童保育のおやつ、イベントのお土産など大

量注文も承っています」とのこと。 

メニューの中には、ヘヴンズドー・クッキーズオ

リジナルの「アメリカンクッキー手作りキット」も

あります。おうち時間にご家族と楽しく作って美味

しい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。 

【HP】 

お楽しみに！ 
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西新井住区センター（西新井７-１９-６） 
電話：０３-３８５４-１５２７ 

休館：１０月３・１０・１７・２４・２５・３１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：①１０月８日（金）  ②１０月１９日（火） 

時間：１３時～１４時  定員：各２０名           

申込：９月２８日（火）から電話にて 

内容：フレイル予防のための話と簡単な体操をします。 

   動きやすい服装でご参加ください。 
 
児童館☆ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため未定です。 

児童館にお問い合わせください。 

栗原北住区センター（栗原４-１９-１５） 
電話：０３-３８９９-８７６１ 

休館：１０月３・１０・１７・１８・２４・３１日 
 
悠々館☆手芸の集い オリジナルのマスクケース 

日時：１０月２５日（月）１０時～１１時３０分 

定員：１０名  費用：８００円 

申込：１０月１１日（月）から窓口にて 

内容：お好きな布を持参してオリジナルのマスクケース     

   を作ります。 
 
児童館☆幼児イベント キッズダンス 

日時：１０月７日（木）１０時３０分～１１時３０分 

定員：８組  

対象：一人で安全に歩ける１歳半前後の幼児と保護者 

申込：１０月１日（金）から電話と窓口にて 

内容：一人で安全に歩ける１歳半前後の幼児さんと保護 

者が、石場先生と一緒に楽しくダンスをします！ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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 

 

（西新井消防署ＨＰ） 

秋の火災予防運動  
１１月９日（火）から１１月１５日（月）まで 

令和３年８月２７日現在、西新井消防署管内では、２０件の住宅火災が発生して

います。住宅火災の原因を見ると、「ガスこんろ」が８件と４０％を占めています。 

また、最近電子レンジで食材を長時間加熱しすぎて火災になるなど、誤った使

い方による火災が発生しています。 

下記のポイントを守り被害をなくしましょう。 
 

住宅火災（２０件）の 

出火原因 

（８月２７日現在） 

みんなが かんがえてくれた 

オリジナルのクイズを のせています 

 

しんぶんの  

なかに はいっている 

おすしは？  

（にゃるさん） 

 

 

亠ひとつ 口みっつ 

矢ひとつ 冂ひとつ 

このけん なーんだ？

（みーちゃんさん） 

 

がっこう でも  

こうじげんば でも   

つかう ものは？  

（ハムスタ好きさん） 

 

★その場を離れず、食品の様子を見ながら加熱する。 

★油かす等定期的に清掃する。 

★周囲に燃えやすいものを置かない。 

★安全機能（Ｓｉセンサー）付きを使用する。 

 

★冷凍食品などは、包装されたまま加熱すると出火する

ことがあるため、包装の表示を確認してから加熱する。 

こんろ火災・電子レンジ火災を防ぐポイント 

・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、１０/3１までに けいひんを とりにきてね。 

 

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。 
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亠 口 
矢 
冂 

クイズ 
だいぼしゅう！ 

伊興住区センター（伊興５-２２-１３） 
電話：０３-３８５５-２７０７ 

休館：１０月３・１０・１７・１８・２４・３１日 
 

悠々館☆敬老のつどい 

イベントなし 
 

児童館☆「ハーバリウム（インテリアフラワー） 
をつくろう」 

日時：１０月１６日（土） １４時～１５時 

受付：開始時間１５分前から 

定員：２０名  

申込：１０月４日（月）～１５日（金） 

※保護者の方が児童館窓口にて 

東伊興住区センター（東伊興１-５-２２） 
電話：０３-３８９９-８５３１ 

休館：１０月３・１０・１７・１８・２４・３１日 
 
悠々館☆おたのしみ会 

日時：１０月２９日（金）１３時３０分～１５時３０分 

定員：３０名         

申込：１０月１日（金）から窓口にて 

内容：劇、伊興の昔ばなし、ダンス等で楽しみましょう！ 
 
児童館☆ハロウィン工作 

日時：１０月３０日（土） 

①１０時１５分～１１時  

②１４時～１４時４５分 

受付：開始時間の①は１５分前から、②は１０分前から 

定員：各１０名         

申込：１０月１１日（月）から電話・児童館窓口にて 

内容：牛乳パックでハロウィンバックを作ろう。 

 

東伊興生活館・児童館（東伊興３-２３-６） 
電話：０３-３８９７-２２２５ 

休館：１０月３・１０・１１・１７・２４・３１日 
 
生活館☆プラバン工作 

日時：１０月１６日（土） １４時～１５時 

定員：２０名 

申込：１０月１日（金）１４時から窓口にて 

内容：プラ板に好きな絵を描きます。 
 
生活館☆げんきタイム「親子体操」 

日時：１０月２９日（金）１０時３０分～１１時３０分 

定員：１０組（定員になり次第締切）対象：幼児と保護者 

申込：１０月１日（金）から電話・窓口にて 

内容：体操の阿部先生と親子体操をします。 

西伊興住区センター（西伊興１-１２-１２） 
電話：０３-３８９６-７３６２ 

休館：１０月３・１０・１１・１７・２４・３１日 
 

児童館☆ベビトレヨガ 

日時：１０月８日（金） １１時～１１時４５分 

受付：開始時間１時間前から 

定員：１０組 

対象：首のすわった０歳から３歳と、産後２ヶ月経過し、 

   骨盤に違和感のない保護者。 

定員：１０組 

申込：９月２１日（火）から電話にて 

内容：赤ちゃんと一緒に人気のヨガでリフレッシュ。 

   水筒とバスタオルをお持ちください。 



 

１０                   １１                                                                                                        

 

「伊興読書さろん」は大人のためのおはなし会です 

 

おやこおはなし会 

＋ストレッチ 
（乳幼児と保護者向け） 

 
日時：１０／２８（木） 

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：１０／１２、２６（火） 

  １６時～１６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：１０／１６（土） 

１５時３０分～１６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ございます。 

事前にお問い合わせください。 

 

日時：１０月１日（金）１３時～１４時 

会場：３階 レクリエーションホール 

１０月予定の作品は、ポスターまたはチラシ、

Facebook にてご確認ください。 

 

TEL：０３-３８５７-８５０１（９時～２０時） 

『地球の歩き方 BOOKS 世界のグルメ図鑑』 

 

編：地球の歩き方編集室 

出版：地球の歩き方 
 

 旅行ガイドで有名な「地球の歩き方」から、最近は図鑑

がたくさん出版されています！今回はその中から『世界の

グルメ図鑑』を紹介したいと思います。 

 今まで各国の紹介をしてきた「地球の歩き方シリーズ」

なだけあって、様々な国の見たことのない料理がたくさん

載っています。 

どれもとっても魅力的で、味を想像しながら見ているだ

けでもわくわくしてきます。 

なかなか旅行ができない今、グルメ図鑑で旅気分を味わ

ってみてはいかがでしょうか。 

伊興図書館へいこう！ 

足立工業高校園芸部の皆さんより「ペットボトルリサイクルの植木鉢」で育

てた「ポンポン百日草」をお預かりしました！ 

とってもかわいいお花が１階「児童コーナー」に飾ってあるので、ぜひご覧く

ださい！ 

ペットボトルとは思えない、立派な植木鉢にも注目してみてくださいね。 

植木鉢には材料のラベルが貼ってあります。 可愛いお花が咲きました♪ 

図書 

日程：１０月１１日（月）～ 

時間：１０時～なくなり次第終了 

場所：地下 1階 雑誌コーナー 

雑誌 

日程：１０月 2日（土）～ 

時間：１０時～なくなり次第終了 

場所：地下 1階 雑誌コーナー 



 

 
【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：１０／１８（月）・１１／１５（月） 

図書館休館日：１０／２９（金）・１１／３０（火） 

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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