
 

伊興写真サロン参加者 若松孝仁さん 撮影 

 「冠雪の富士とコキア」（2021年１０月２１日 山梨県南都留郡 大石公園） 

みんなでワイワイ♪楽しい時間を過ごそう！サークル紹介 

キッズヒップホップ ホワイトエンジェル ・ 健康麻雀 雀の会 
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【サークル情報】 

活動日：原則毎週水・土曜日 １３時～１７時 

入会金：なし  会費：１回５００円 

入会の条件：基本的な麻雀のルールが分かること 

 水曜日と土曜日の午後は、麻雀牌を混ぜる音や勝っ

た時の歓声などで賑わいます。 

今年で設立から１６年目を迎える健康麻雀サーク

ル「雀（すずめ）の会」さんは、現在２６名の会員さ

んで活動をされています。 

 会員さんの一人にお話を伺うと、「メンバー間の仲

がよく、楽しく過ごせていますよ」とにっこり。「健

康麻雀」とは、「吸わない、飲まない、賭けない」が

モットーで、楽しくできるのはもちろん、認知症の予

防にもなるのだとか。「年を重ねてもできる趣味の一

つです。みんなはつらつと過ごしていますよ！」とそ

の魅力を語ってくれました。 

 「この会のおかげで友達も増えたんです。迷ってい

る方はまずは見学に来てください！生きがいになり

ますよ」とメッセージをいただきました。 

興味を持った方は、まずはお問い合わせください！ 

仲間と一緒に楽しい時間を過ごしませんか？ 

 

↑談笑しながらワイワイと、時に真剣に 

健康麻雀を楽しんでいます。 

 

入会・見学ご希望の方は「伊興地域学習 

センター」までお問い合わせください。 

０３‐３８５７‐６５３７（９時～２０時） 

「ホワイトエンジェル」さんは、毎週火曜日の

１６時３０分から活動されているキッズヒップホ

ップダンスサークルです。クラスは「スマイル」

と「メケメケ」の二つがあり、前者がみずき先生、

後者をひなこ先生が担当しています。 

先生方は明るく面白く、お子さんの気持ちを上

手に盛り上げながら、一人ひとり丁寧に教えてい

ます。そのため、子どもたちの緊張がほぐれて打

ち解けるのも早く、「途中から入ってきてもすぐに

仲良くなれるので楽しく参加できますよ！」との

ことです。実際に、お子さん自身も一生懸命レッ

スンに取り組んでいて、ダンスをとても楽しんで

おり、家に帰っても踊っているそうです。 

 

↑「集合写真なんて、いつぶりだろうね」 

「キレイに撮れてるかしら？」と和やかムード。 

さん 

 保護者の方にダンスを始めたきっかけについて

お話をうかがうと、「子どもが元々踊るのが好きだ

ったから」「体を動かす機会が欲しかったから」と

のこと。また、「先生の教え方がわかりやすい！」

「子どものダンスが上手になりました」と保護者

の方からも好評で、子どもたちも毎週とても楽し

みにしているそうです。 

最後に先生方から「フレンドリーなレッスンな

ので緊張せず気軽に来てみてください♪待ってい

ます」とメッセージをいただきました。 

ご興味を持った方は、下記までお問い合わせく

ださい。 

  

【サークル情報】 

活 動 日：原則毎週火曜日  場所：レクリエーションホール 

スマイル：３歳～小学３年生 １６時３０分～１７時１５分 

メケメケ：小学４～６年生  １７時１５分～１８時 

入 会 金：1,000 円     会費：2,000 円／月 
 
入会・見学ご希望の方は 9時～20時まで伊興地域学習センター（０３－３８５７－６５３７）、 
または左の QRコードを読み取り、ホワイトエンジェル LINEアカウントまでお問合せください。 

 「スマイル」 

クラスは３歳 

から参加可能と

なりました！ 

※写真撮影のため、マスクを外しております。 

※写真撮影のため、マスクを外しております。 
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大人向け 
（１６歳以上の方） 

伊興写真サロン 
日時：１月９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：１２月１２日（日）・１９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 

伊興おもちゃの病院 
日時：１２月１１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：１２月９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：１２月１２日（日）・１９日（日） 

・２６日（日）  １３時～１４時 

定員：各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 

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１０円 

講師：加藤祐子 

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 

定員：各８名 

対象：小学生  費用：無料 

講師：伊興センター職員 

はじめての太極拳（９日制） 
日時：１月１１日～３月１５日  

毎週火曜日（２月２２日を除く） 

９時１５分～１０時３０分 

定員：２０名  費用：4,050円 

講師：倉並百合子 

 

親子の癒やし時間 ベビーマッサージ 
日時：１月６日（木）・１８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６組  費用：１回 1,100円 

講師：石田理佳 

ストレッチポールでリラックス（５日制） 
日時：１月６日～３月３日  

第１・３・５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 

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日（水） 

１９時～２０時 

定員：各３３名  費用：１回８１０円 

講師：渡邊由紀 

 

続けて健康！太極拳（９日制） 
日時：１月１１日～３月１５日   

毎週火曜日（２月２２日を除く） 

１０時４５分～１２時 

定員：２０名  費用：4,050円 

講師：倉並百合子 

シェイプアップエクササイズＡ・Ｂ 
（３日制） 
日時：Ａ）１月１２日～２月９日 

第２・４水曜日 １０時～１１時３０分 

Ｂ）１月１９日～２月１６日 

第１・３水曜日 １０時～１１時３０分 

定員：各２３名  費用：各 1,530円 

講師：岩男叔子、岩永祐子 

親子でのびのび体操 
日時：１２月１９日（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（３人１組の場合は９００円） 

講師：髙橋恭子 

モンテッソーリセミナーと 
子育てのお悩み相談（２日制） 
日時：１月９日（日）・３月２０日（日）  

９時４５分～１１時４５分 

定員：３０名  費用：3,000円 

講師：佐治友紀子 

楽しい俳句作り 
日時：１２月９日（木） 

１３時～１５時 

定員：１４名   

費用：５５０円 

講師：河原晴樹 

はじめての手びねり陶芸体験 
日時：１月２４日（月）  

１０時～１２時 

対象：区内在住で７５歳以上の後期高齢者 

   医療被保険者 

定員：１５人  費用：無料 

講師：酒井智子 

筋膜リリース＆ 
スタンディングピラティス（５日制） 
日時：１月１８日～３月１５日  

第１・３火曜日 １９時～２０時 

定員：２５名  費用：2,900円 

講師：イーディ・オオツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

１１月２６日（金）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。 ◆Ａ…運動９０分 
◆Ｄ…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） 

どなたでも 

はつらつ教室Ａ・Ｄ 
日時：Ａ…１２月２日（木） 

Ｄ…１２月１６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、鈴木恵美子 

人権啓発ＤＶＤ上映会 
日時：１２月１９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：１月９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：１２月１４日（火）  

１９時～２０時 

定員：１６名    

費用：５９０円  

講師：長谷川美和 

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） 

約３０分～
６０分間の
上映です。 
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 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） 

身近な野菜で染めよう！ 

「タマネギ染め」体験 

日時：１２月４日～２５日 毎週土曜日 

   Ａ）１２時３０分～１３時１５分 

   Ｂ）１３時２０分～１４時０５分 

   Ｃ）１４時１０分～１４時５５分 

定員：各１０名  費用：各４０円 

対象：Ａ）３歳～６歳 

   Ｂ）小学１～３年生 

   Ｃ）小学４～６年生 

講師：佐山瑞希 
 

当センター登録団体「キャンディボトル」さんのサークル体

験講座です！会員の皆さんと一緒に楽しく踊りましょう♪ 

リズム感はもちろん、皆さんと合わせて踊るのでチームワー

クも学べます！ 

日時：１２月２６日（日） 

１３時３０分～１５時 

定員：１３名  費用：無料 

対象：小学生  講師：桜井敦史 
 

普段は捨ててしまうタマネギの皮が大活躍！皮から煮出し

た液に手ぬぐいを漬けて、キレイな黄色に染めましょう♪ 

輪ゴムで縛る場所によっては色んな模様にもなります！ 

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 

定員：各８名  費用：無料 

対象：小学生  講師：松永忠史朗 
 

三味線の正しい持ち方や弾き方を学び、簡単な曲を演奏しま

す！和楽器ならではの、渋くてカッコイイ音がしますよ♪ 

この機会にぜひ触れてみませんか？ 

明るく楽しい会員さんが待っています♪ 

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♪ 

 

松永先生が朗らかな指導をしてくれます！ 

 本紙「よいしょ」では毎号、西新井消

防署からご提供いただいた情報を「防犯

防火情報（9ページ参照）」として掲載し、

皆様にお知らせしております。 

この度、これまでの広報活動が「地域

社会の安全安心に寄与された」として、

感謝状をいただきました。 

今後も消防署のご協力を仰ぎながら、

地域の方々に貢献して参ります。 

この度、伊興体育館では下記のスケ

ジュールにて空調設備設置工事を行う

こととなりました。 

改修後は、冷暖房の使用が可能とな

り、熱中症対策等にご活用いただけま

す。皆さまにより安全で快適な環境で

スポーツをお楽しみいただければ幸い

でございます。 

なお、他の施設は通常通り開館いた

します。 

しばらくの間大変なご不便をおかけ

いたしますが、ご理解とご協力をお願

いいたします。 

 【体育館の休館日】 

2022年１月４日（火）～２月２８日（月） 
 ※上記期間は予定であり、工事の実施状況により完了日が前後する場合があります 

 空気が乾いてきたわ！ 

火の用心よ！！ 

※「Ａコースの開始時間」が、前月号の 

５ページ「講座予告」から下記の通り 

変更になりました！ 

１２時 → １２時３０分 
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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 

 

放火火災に注意！ 
 

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 

 

いつも レインコートに 

かくれている  

とりは なんだ？ 

（いっちゃんさん） 

 

あめのひは なかにいて 

はれのひは そとに 

いるもの なーんだ？ 

（メイメイさん） 

 

 

カバが さかだちを 

すると？ 

（くれはんこさん） 

・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、１２がつ２８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。 

悠々館は６０歳以上の方が利用できます。 
 

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。 

1２ 

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：１２月５・１２・１９・２０・２６・２９・３０・３１日 
 
悠々館☆クリスマス会 

日時：１２月２５日（土）  

１３時３０分～１５時３０分 

受付：開始時間から  定員：３０名       

申込：１２月１日（水）から窓口にて 

内容：楽しいクリスマス会をします。 
 
児童館☆クリスマス・ビンゴ大会 

日時：１２月１８日（土） 

１４時～１５時 

受付：開始時間１５分前から 

定員：６０名         

申込：１２月１日（水）１４時から前日まで窓口にて 

内容：ビンゴゲームとその他のゲームをして 

楽しく過ごします。 

 

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

休館：１２月５・１２・１３・１９・２６・２９・３０・３１日 
 
児童館☆ちびっこクリスマス会 

日時：１２月１０日（金） １０時３０分～１１時３０分 

受付：開始時間から  定員：２０組   

対象：１歳半～３歳までの幼児と保護者     

申込：１２月１日（水）から窓口にて 

内容： 大型紙芝居、歌、ダンス他 
 
児童館☆工作（クリスマス工作） 

日時：１２月１５日（水）１５時～１６時 

受付：開始時間から  定員：２０名   

申込：１２月１日（水）から窓口にて 

内容：ペットボトルを使ってドームツリーを作ろう。 

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

休館：１２月５・１２・１３・１９・２６・２９・３０・３１日 
 

悠々館☆手芸教室（干支教室） 

日時：１２月６日（月） １３時～１５時 

定員：１５名  費用：９００円 

申込：１１月１５日（月）９時から窓口にて 

内容：寅年の押絵を作成します。簡単にできますよ！ 
 
児童館☆クリスマス工作「マフラーを作ろう」 

日時：①１２月１４日（火）②１５日（水）③１６日（木） 

   １３時３０分～１７時 

受付：各開始時間から終了３０分前まで 定員：各１５名 

申込：１２月１日（水）から電話と窓口にて 

内容：すてきなマフラーを作ります。 

年末年始の救急事故をなくそう 

 

放火火災は、皆さんのちょっとした注意で防ぐことができます。 

ゴミは決められた日の朝に 

出しましょう 
家の周囲には燃えやすい物を 

置かないようにしましょう 

車やオートバイのボディーカバーは 

防炎製品を使いましょう 

東京消防庁管内では、毎年１２月から１月にかけて、餅などを喉に詰まらせることによる窒息事故が 

発生しています。年末年始には、餅などを食べる機会が増えるので注意しましょう。 

≪餅による事故を防ぐポイント≫ 
➀ 餅は小さく切って、食べやすい大きさにしましょう。 ⓶ 急いで飲み込まず、ゆっくりと噛んでから飲み込みましょう。 

③ 乳幼児や高齢者と一緒に食事をする際は、食事の様子を見守るなど注意を払うよう心がけましょう。 

④ 餅を食べる前に、先にお茶や汁物を飲んで喉を潤しておきましょう。  

⑤ いざという時に備え、応急手当の方法をよく理解しておきましょう。  

餅などによる窒息事故に注意！！ 

 

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

休館：１２月５・１２・１３・１９・２６・２９・３０・３１日 
 
悠々館☆干支の押し絵 

日時：１２月７日（火）１０時～１１時３０分 

受付：開始時間から  定員：１２名   

申込：１１月１６日（火）から窓口にて 

費用：材料費 ※ 

内容：来年の干支のトラの押し絵作り  

※材料により費用が異なります。 
児童館☆クリスマスビンゴ大会 

日時：１２月１８日（土）１０時３０分～１１時３０分 

受付：開始時間から１０分後まで 

定員：３５名  ※完全予約制 

申込：１２月１日（水）から電話と窓口にて 

内容：紙芝居やパネルシアター、ビンゴ大会など 

 

西新井住区センター（西新井７-１９-６） 
電話：０３-３８５４-１５２７ 

休館：１２月５・１２・１９・２６・２７・２９・３０・３１日 
 
悠々館☆フレイル体操  

日程：①１２月８日（水）、②１２月１５日（水） 

時間：１０時～１１時３０分  定員：各２０名 

受付：各開始時間３０分前から 

申込：１２月１日（水）から電話と窓口にて 
 
児童館☆エコ工作「キラキラドームをつくろう」 

日程：１２月２５日（土）   

時間：１０時３０分～１１時３０分、１４時～１５時 

受付：各開始時間から  定員：各８名 

申込：１２月１日（水）～ ※保護者の方が窓口にて 

 

伊興住区センター（伊興５-２２-１３） 
電話：０３-３８５５-２７０７ 

休館：１２月５・１２・１９・２０・２６・２９・３０・３１日 
 

悠々館☆お座敷運動会 

日時：１２月１１日（土） １３時～１５時 

受付：開始時間から  申込：当日会場にて 

内容：大広間の座敷で玉入れ・ゲームなどを楽しみます。 
 

児童館☆「クリスマスビーズ工作」 

日時：１２月１１日（土） １４時～１５時 

受付：開始時間１５分前から  定員：２０名 

申込：１２月１日（水）～１０日（金）まで 

※保護者の方が児童館窓口にて 

内容：リースが作れます。 
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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：１２月２３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：１２月１４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：１2月１１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 

雑 誌 

日時：１2月 2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 

英語おはなし会 

（幼児～小学生向け） 
 

日時：１２月１８日（土） 

１５時３０分～１６時 

会場：１階「児童コーナー」 

       絵本の場所 

 

図書館でぷち体操 

（乳幼児と保護者向け） 

 

日時：１２月 2 日（木）・9 日（木） 

・１６日（木） 

１１時４０分～１２時 

定員：３組 

会場：１階「児童コーナー」 

      絵本の場所 

※申し込みは不要です 

 

 

クリスマスおはなし会 

（幼児～小学生向け） 
 

日時：１２月１９日（日） 

１５時４５分～１６時３０分 

会場：３階 

レクリエーションホール 
 

 

「伊興読書さろん」は大人のためのおはなし会です 

日時：１2月 3日（金）１３時～１４時 

会場：３階 レクリエーションホール 
 

12 月予定の作品 

〈朗読〉「どんぶらどんぶら七福神」 

みき つきみ/文・柳原 良平/画 

     

〈素話〉『ゆきむすめ』「ロシアの昔話」より 

  内田 莉莎子/編・訳・タチヤーナ マブリナ/画 

 
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 

対象：１６歳以上 

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！ 

１１月のテーマは「ペット（犬・猫）」でした 

ペットを飼っている人や、犬・猫に興味のある人と

楽しくお話をする会でした。 

当日はチワワを飼っているお客様が来てくださり、

可愛いお写真をたくさん見せていただきました♪ 

地震も多い今日この頃、ペットを連れた避難につい

ても知っておきたいですよね。犬猫あるある話など、

動物に関する本もたくさん増えております。 

ぜひご予約ください。お待ちしております☆ 

 

みんなで盛り上がろう！   

「おしゃべり読書カフェ」  

 

 

 

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」 

伊興図書館で役目を終えた本のリサイクルです。 

年末年始のお休み 

2021年１２月２９日（水）～2022年１月３日（月） 

※この期間ブックポストは閉鎖いたします。返却はできませんのでご注意ください。 

特別開館時間のお知らせ 

2021年１２月２８日（火）及び 2022年１月４日（火）は９時～１７時までの開館となります。 

※新型コロナウイルス感染防止のため、 

飲食物の提供はございません。 

 



 

 
【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：１２月２０日（月）・１月１７日（月） 

１２月２９日（水）～１月３日（月） 

図書館休館日：１月３１日（月） 

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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