
 

伊興写真サロンボランティア 清水正信さん 撮影 

 「銀杏並木」（2020年１１月１１日 立川市 国営昭和記念公園） 

気軽に楽しく Let’s TRY!! 

ちょいスポ・ちょいカル・ちょい読み はじめませんか？ 
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「図書館で ぷち体操」   図書館でできる簡単な運動を、講師と一緒に実践できるイベントです！ 

日時：11月 4日（木） （中山 小夜子先生）、 11日（木） ・ 18日（木） （阿部 歩先生） 

11時 40分～12時 （20分間）      対象：0～3歳の子どもと保護者 

場所：伊興図書館１階「児童コーナー」絵本の場所にて（当日申込） 

12月開催「クリスマスお絵かきおはなし会」 

クリスマスに関する絵本の読み語り後、物語の続きや 

読んだ部分の場面を想像して、自由にお絵かきします！ 

お子さんだけでなく、保護者の方もお絵かきします♪ 

参加した方の作品は、上記のギャラリーで展示します

ので、ぜひ見に来てくださいね★ 

ゆら 

ゆら 

 

教えてくれたのは… 

阿部 歩 先生 
介護予防運動指導員、 

トレーニングルーム指導員 

＼ もっと やってみたい方はこちら！ ／ 

＼ ちょいカル講座の作品も展示します！ ／ 

この秋、ちょいスポ ・ ちょいカル ・ ちょい読み はじめませんか？ 

「運動不足が気になる…」という方 必見！ 

自宅でできる 「ながら運動」 

気軽に立ち寄る小さな画廊   

伊興みんなのギャラリー 

－ツ チャー 

歯磨きしながら！ つま先立ち 

テレワーク中にも！ 
太もも・ふくらはぎ伸ばし 

芸術の 

 秋 
スポーツの 
  秋 

読書 

の 

秋 

「ちょい読み」のイベント紹介は 

10・11の図書館ページへ！ 

「膝の曲げ伸ばし」で膝を

守る筋肉を強化します。 

意識して伸ばしましょう♪ 

テレビを見ながら！ やじろべえ運動 

＼ カンタンだけど意外と効きますよ～ ／ 

伊興センターの 2階の廊下に、写真や絵を飾

られているのをご覧になったことはあります

か？ 

 「伊興みんなのギャラリー」という名前の展

示スペースとなっており、伊興センターを利用 

昨年の展示の様子 

 

グッと 「ふんばる」 時に必要な 

太ももの外側の筋肉をシェイプ 

アップ。 慣れてきたら足を 

ゆっくり上げてみましょう。 

「第二の心臓」 とも呼ばれる、

ふくらはぎ。 鍛えることで血流

を促進し、冷え性やむくみ対策

にも効果が期待できます。 

している学習団体の皆さんや、写真好きが集ま

るイベント「伊興写真サロン」の作品が、定期

的に入れ替わりながら展示されています。  

図書館に来たついでに、体育館で運動した帰

りに、ぜひ立ち寄ってみませんか？ 

詳しくは、５ページ

の講座案内を 

ご覧ください！ 
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大人向け 
（１６歳以上の方） 

伊興写真サロン 
日時：１２月１２日（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：１１月１４日（日）・２１日（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 

親子でクリスマスお絵かきおはなし会 
日時：１２月１２日（日） 

１０時～１１時３０分 

対象：４歳～小学生と保護者 

定員：１０組    

費用：無料 

講師：山下恵美子 伊興おもちゃの病院 
日時：１１月１３日（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」 

ヨガで体のゆがみをリセット 

Withベビー 
日時：１１月１１日（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 日曜日にリフレッシュ 
「ズンバ」エクササイズ 
日時：１１月１４日（日）１３時～１４時 

定員：３３名  費用：１回８１０円 

講師：渡邊由紀 

こどもクラシックバレエ 
サークル体験Ａ・Ｂ・Ｃ 

日時：１２月２７日（月） 

Ａ：１８時３０分～１９時１５分 

Ｂ：１９時２０分～２０時３０分 

Ｃ：１９時２０分～２０時５０分 

弾いてみよう！ 
子ども三味線体験Ａ・Ｂ 
日時：１２月２７日（月） 

Ａ：１３時～１３時５０分 

Ｂ：１４時３０分～１５時２０分 

身近な野菜で染めよう！ 
「タマネギ染め」体験 
日時：１２月２６日（日） 

１３時３０分～１５時 

冬休みわくわくレジン工作 
Ａ・Ｂ・Ｃ 

日時：１月５日（水） 

Ａ：１３時～１３時４０分 

Ｂ：１４時～１４時４０分 

Ｃ：１５時～１５時４０分 

楽しく踊ってストレス解消！ 
夜の「ズンバ」 
日時：１２月１日（水）・８（水） 

１９時～２０時 

親子の癒やし時間ベビーマッサージ 
日時：１２月２日（木）・２１日（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 ふんわり香る 
アロマのロールオンコロン作り 
日時：１１月６日（土） １４時～１５時 

定員：８名  費用：５００円 

講師：外尾幸恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

１０月２６日（火）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。 

… 当日受付ですが持ち物があります。事前にお問い合わせください。 

◆Ｃ（１１月 ４日）・・・運動４５分＋栄養学４５分 
◆Ｂ（１１月１８日）・・・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 

はつらつ教室Ｃ・Ｂ 

日時：１１月４日（木）・１８日（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、小浦梓 

踊ろう！キッズヒップホップ 

サークル体験Ａ・Ｂ（４日制） 
日時：１１月９日～１２月７日  

毎週火曜日（１１月２３日を除く）   

Ａ）１６時３０分～１７時１５分 

Ｂ）１７時１５分～１８時 

対象：Ａ）５歳～小学３年生 Ｂ）小学４～６年生 

定員：各１０名 費用：４０円 講師：佐山瑞希 

人権啓発ＤＶＤ上映会 
日時：１１月２１日 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：１２月１２日（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 

夜に楽しむじっくりヨガ 
日時：１１月９日（火）  

１９時～２０時 

定員：１６名  費用：５９０円  

講師：長谷川美和 

にしいこう子どもひろば 
日時：１１月１８日（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 

以下の講座は 11月 26日（金）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」
11月 25日号、または「よいしょ」12月号をご覧ください。 

楽しく踊ろう キッズヒップホップ 
サークル体験Ａ・Ｂ・Ｃ（４日制） 
日時：１２月４日～２５日 毎週土曜日   

Ａ：１２時～１３時１５分 

Ｂ：１３時２０分～１４時０５分 

Ｃ：１４時１０分～１４時５５分 

夏休みに中止となっ

た講座（★マーク）

が帰ってきました！ 
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「当日受付」のマークがある講座以外は、 

１０月２６日（火）から受付となります。 

第 

3２ 
回 

2015年９月からオープンし、今年で７年目にな

る「かふぇ りすた」さん。取材に応じてくださっ

たのは、オーナーの高橋さんです。最近では少なく

なりつつある“昭和の雰囲気”を新たに盛り上げた

いとの思いからお店を立ち上げ、「RE START（リ

スタート）」から頭三文字を取って「かふぇ りすた」

と決めたそうです。 

 ひっそりと看板が出ているので、一見すると喫茶

店とは気付きにくい隠れ家的外観をしていますが、

中に入るとそこは昭和レトロな素敵な空間が広が

っています。西日が強い日はシャッターを半分しめ

ていることもありますが、看板が出ていれば開店と

いう目印です。 

メニューはサンドイッチや食事など３０種類以

上、飲み物は４０種類以上、デザートは１０種類以

上と、豊富で多岐にわたっています。お気に入りの

メニューが必ず見つかるような品揃えで、中でも一

番のおすすめのメニューは「ナポリタン」と「コー

ヒー」。「ナポリタン」は麺が柔らかめでモチモチし

ており、トマトソースの酸味は控えめで甘くまろや

かな仕上がりとなっています。お子さんから大人ま

で楽しめる一品です。 

 

 

ナポリタン（税込７００円）はサラダとスープ付き！ 

アイスコーヒー（税込４００円）はさっぱりとした味わいで人気。 

●店舗情報● 

住  所：足立区伊興３－１７－１ 東栄ビル１F 

問 合 せ：直接ご来店の上お問い合わせください 

営業時間：７時３０分～２１時 

※緊急事態宣言の場合は時間が変更になる可能性があります 

定 休 日：不定休 ／ 駐 車 場：なし 

 

厨房に立つ、大らかで優しい笑顔が魅力のオーナー、高橋さん。 

今回は尾竹橋通りの角地にある古き良き面持ちの喫茶店 

「かふぇ りすた」さんを訪問しました。  

就寝前の整え時間 ストレッチポール 
（ミニブックトークつき） 

親子でのびのび体操 

日時：１１月１２日（金）・１９日（金）・２６日（金） 

   １９時～２０時 

定員：２０名  費用：１,６８０円 

対象：１６歳以上  講師：岩男叔子 
 

かまぼこ形のポールを使って、ゆっくりと体をほぐします。

体力に自信の無い方や運動が苦手な方、また仕事や子育て

で日中時間が無い方向けの講座です。 

運動前に図書館職員がオススメ本の紹介をします。 

日時：１１月２１日（日） 

１０時３０分～１１時３０分 

定員：１０組 

費用：６００円 ※３人１組の場合は９００円 

対象：２・３歳の子どもと保護者  講師：高橋恭子 
 

いろいろな運動を通して、子どもの発達を促しながら、パ

パ・ママの運動不足の解消を目指します！ 

フラフープ・とび箱・トンネル・カラーボールといった道

具を使った運動や、音楽に合わせた体操、かけっこといっ

た簡単な運動を行います。 

さん 

お客様はご近所の方や、近くのお店の方、駅から

家が遠い方の休憩場所として利用される方が多い

とのこと。「『ここにお店ができて良かった』『ここ

の料理は美味しいですね』と喜んでいただくこと

や、常連の方だけでなく、初めていらっしゃる方が

いる時は嬉しいですね」と話す高橋さん。 

地域の方との関わりを大切にされている「かふぇ 

りすた」さん。懐かしさを感じるお店でリラックス

してみてはいかがでしょうか。 

いい夫婦の贈り物に  
ハーバーリウムオイルランプ 

日時：１１月１３日（土） 

１０時～１２時の間に２回実施 

定員：各４名  費用：１回１,０００円 

対象：１６歳以上  講師：藤原優子 
 

１１月２２日の「いい夫婦の日」にちなんで、パートナー

への贈り物として、可愛いハーバリウムのオイルランプを

作ります♪ 

やわらかな光でリラックス効果も期待できます。 

※オイルは自宅で注入していただきます 写真提供：鈴木清文さん 

（伊興写真サロンボランティア） 

 

気になる講座はあったかしら？ 

みんなの申し込み 

待ってるわね♪ 
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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：１１月３・７・１４・２１・２２・２３・２８日 
 
悠々館☆ラジオ体操  

日程：①１１月１日（月）～１１月３０日（火） 

時間：９時１５分～２５分まで  定員：各１５名           

受付：当日会場９時から 
 
児童館☆工作 クリスマスリース 

日時：１１月２７日（土）１４時～１５時まで 

定員：８名  

申込：１１月１日（月）～１１月２５日（木） 

※保護者の方が児童館窓口にて 

 

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

休館：１１月３・７・１４・１５・２１・２３・２８日 
 
悠々館☆健康体操（ウォーキング） 

日時：１１月１７日（水）１３時３０分～１４時３０分 

定員：２５名   

申込：１１月２日（火）から窓口にて 

内容：正しいウォーキングを楽しく学びます。 
 
児童館☆ミニミニ住区まつり 

日時：１１月１３日（土） 

①１０時３０分～１１時３０分 

②１３時３０分～１４時３０分 

受付：各開始時間から１０分後まで 

定員：各３５名  

申込：１１月１日（月）から電話と窓口にて 

内容：ゲーム、くじ引きなどをします。 
    

こんろ火災を防ぐポイント 
○調理中はこんろから離れない。 

○換気扇やグリルは定期的に 

清掃する。 

○周囲に燃えやすいものを 

置かない。 

○防炎製品のエプロンや 

アームカバーを使用する。 

○過熱防止などの安全機能 

（Siセンサー）付きこんろを 

使用する。 

ストーブ火災を防ぐポイント 

○周囲に燃えやすいものを 

置かない。 

○外出時や就寝時は必ず消す。 

○給油は必ず消してから行う。 

○ストーブ近くで洗濯物を 

乾かさない。 

たばこ火災を防ぐポイント 

○寝たばこは絶対にしない。 

○「飲酒→喫煙→うたた寝」に 

注意する。 

○吸殻を灰皿にためない。 

○吸殻は水で完全に消してから 

捨てる。 

○火種を落とさないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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 

住宅火災の三大出火原因は、「こんろ」「たばこ」「ストーブ」です。 

出火原因と対応ポイントを確認し、住宅火災から命を守りましょう。 

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 

 

まごが たくさんいる 

おすしは？  

（ゆ～こさん） 

 

 

いちじかんいじょう 

まばたきを しない

ほうほうが ある 

〇か ×か？ 

（こっつさん） 

 

いちばん みなみに 

ある とどうふけんは？ 

また この とどうふけ

んは いちばんひがし 

でもあります。   

（こんきちさん） 

 

・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、１1がつ 30にちまでに 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。 

1１ 

クイズ 
だいぼしゅう！ 

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

休館：１１月３・７・１４・２１・２２・２３・２８日 
 
悠々館☆来年の干支“寅”のきめ込み 

日時：１１月１日（月） １３時～１５時 

定員：１５名      費用：５００円 ※ 

申込：１０月１日（金）から窓口にて 

内容：市販の物で作ります。 

※材料により費用が異なります。 
 
児童館☆オセロ大会 

日時：１１月１３日（土）１４時～１６時 

受付：開始時間３０分前から 

定員：２４名         

申込：１１月１日（月）から１１月１２日（金）まで 

電話・児童館窓口にて 

内容：オセロをトーナメントで対戦します。 

 

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

休館：１１月３・７・８・１４・２１・２３・２８日 
 
児童館☆工作「アイロンビーズ」 

日時：１１月２０日（土）  

①１０時～１１時 ②１４時～１５時 

定員：各１５名       

申込：１１月１日（水）から１９日（金）まで窓口にて 

内容： 好きな図案のストラップを作ります。 
 
児童館☆イクメン講座（親子体操） 

日時：１１月１３日（土）１０時３０分～１１時３０分 

定員：１０組  対象：２～４歳の幼児と保護者（両親可） 

申込：１１月１日（水）から前日まで電話・窓口にて 

内容：講師の方の指導で親子体操をします。 

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

休館：１１月３・７・８・１４・２１・２３・２８日 
 

児童館☆ベビータッチ 

日時：１１月５日（金）  

①１０時１５分～１１時 

②１１時～１１時４５分 

定員：各１０組 

対象：①２～５カ月の乳児と保護者 

   ②６カ月から１歳３カ月の乳幼児と保護者 

定員：各１０組 

申込：１０月２５日（月）から電話にて ※ 

内容：赤ちゃんと保護者のスキンシップをはかります。 

   ※定員を満たしていない場合は当日会場申込あり。 

 伊興住区センター（伊興５-２２-１３） 
電話：０３-３８５５-２７０７ 

休館：１１月３・７・１４・１５・２１・２３・２８日 
 

悠々館☆ 

イベントなし 
 

児童館☆「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：１１月２０日（土） １４時～１５時 

受付：開始時間１５分前から  定員：１５名  

申込：１１月８日（月）～１９日（金） 

※保護者の方が児童館窓口にて 

内容：ＵＶライトを使ってキーホルダーを作ります。  
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おやこおはなし会 

＋ストレッチ 
（乳幼児と保護者向け） 

 

日時：１１月２５日（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：１１月 9 日、２３日（火） 

１６時～１６時３０分 

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。 

 

 

ＴＥＬ：０３-３８５７-８５０１（９時～２０時） 

図 書 

日時：１１月１１日（木）～ 

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 

日時：１１月 2 日（火）～ 

時間：１０時～なくなり次第終了 

場所：地下 1 階 雑誌コーナー 

英語おはなし会 

（幼児～小学生向け） 
 

日時：１1 月２０日（土） 

１５時３０分～１６時 

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） 
 

日時：１１月２０日（土） 

１４時１５分～１４時４５分 

定員：５名  

申込：１１月１日より電話または 

図書館カウンターにて 

会場：２階教養室（たたみのへや） 

こども映画会 

（どなたでも） 
 

日時：１１月２１日（日） 

１４時～１４時３０分 

会場：３階 レクリエーションホール 

 

『はらぺこあおむし』他、 

エリック・カールの作品を上映 

「伊興読書さろん」は大人のためのおはなし会です 

日時：１1 月 5 日（金）１３時～１４時 

会場：３階 レクリエーションホール 

 

11 月予定の作品 

<朗読>『人びとの旅路』より「ピアノの音」 

内海隆一郎/著 

<紙芝居>「セロひきのゴーシュ」 

宮沢賢治/原作 

 

 

 
図書館職員オススメのテーマについて、皆

さんと楽しくおしゃべりする会です。 

テーマに関する本もご紹介させていただ

きます。お楽しみに♪ 

 

時間 ： １１時～１２時 

場所 ： 伊興センター２階  第１学習室 

 

１１月のテーマ 「ペット」 １１月１日（月）  
ワンちゃん・ネコちゃんの飼い主さん、ぜひ

お越しください。図書館職員が犬猫本を用意

してお待ちしております。皆さんでペットの

話をして盛り上がりませんか？ 

 

１２月のテーマ 「映画」 １２月６日 （月）  
皆さん映画はお好きですか？ 好きな映画の

お話をみんなで共有しませんか？ 

知らない映画との出会いがあるかも！？ 

あなたのオススメを教えてください！ 

１０月のテーマは「おうちストレッチ」でした！ 

雑誌に載っている写真を見ながら一緒にストレッチを

しました。「ここまでしゃがんでスクワットできるの

はすごいですね！」「ながらスクワットで習慣化した

いですね」というお話で盛り上がりました。 

みんなで盛り上がろう！ 

「おしゃべり読書カフェ」 ※飲食物の提供はございません。 

伊興図書館へいこう！ 

伊興図書館 
マスコットキャラクター 

「いこうもり」 

図書館職員（左）と参加者（右）がスクワットにチャレンジ中！ 



 

 
【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：１１月１５日（月）・１２月２０日（月） 

１２月２９日（水）～１月３日（月） 

図書館休館日：１１月３０日（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/ 

お友だちになってね 

Iko Works 紹介店舗 

（７ページ参照） 
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