
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊興写真サロンボランティア 清水正信さん 撮影 

 「梅の木に佇む」（2021年２月１６日 足立区都市農業公園） 

真剣な眼差しがまぶしい…！集中力を高めてスポーツを極めましょう！ 

スポーツウエルネス吹矢 西竹ノ塚スポーツウエルネス吹矢同好会 
子ども空手        日本空手道連合 武心会 西伊興クラブ 

特
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サ ー ク ル 紹 介  

【サークル情報】 

 活動日：毎週水曜日       時 間：午後０時 30分～３時  

 対 象：どなたでも       場 所：レクリエーションホール 

 入会金：1,000 円        月会費：2,000 円 

 問合せ：伊興地域学習センター 03-3857-6537（午前９時～午後８時） 

日本で生まれた安全で健康的なスポーツ！ 

さん 

４歳からの子ども空手サークル 日本空手道連合 

武心会 西伊興クラブ さん 

【サークル情報】 
活動日時：■毎週日曜日■ 

組手・ミット・型クラス：午後６時３０分～８時（幼年・初心クラスは午後７時１０分まで） 

■毎週月曜日（第３月曜日（伊興センターの休館日）は除く）■ 
幼 年クラス：午後４時３０分～５時１０分 
小学生クラス：午後４時３０分～５時２０分 
ミットクラス（小学生以上）：午後５時２０分～５時５０分 

対  象：４歳以上  場 所：レクリエーションホール  入会金：なし  月会費：5,500円
問 合 せ：伊興地域学習センター 03-3857-6537（午前９時～午後８時） 

 「日本空手道連合 武心会 西伊興クラブ」さんは

４歳から小学生の子ども達を中心に活動していま

す。空手の技だけではなく礼儀作法も指導してお

り、理由や意味の大切さも一緒に教えているそう

です。小さいお子さんは意味を理解するまでに時

間がかかりますが、根気よく指導を行い、１年後に

は自然と大きな声で挨拶や返事などができるよう

になっているそうです。 

空手は厳しい世界と感じますが、指導者の田辺

先生は「たくさん動き、たくさん笑い」を大切に指

導されており、子ども達も生き生き稽古に勤しん

でいます。先生自身は小さな頃から空手を習い始

め、指導者歴も２０年以上のキャリアを持ってい

ます。選手時代には大会出場の経験も多く、何度も

優勝をされていると伺いました。また現在は伊興

センター以外でも指導を行っており、区内の多く

の子ども達が先生の元で楽しく稽古を行っていま

す。 

 保護者の方にお話しを伺ったところ、「大きな声

で目上の人に挨拶ができるようになった」「学年が

上の子が優しく見本となっている（強い子は優し

い子が多い）」など入会してお子さんの成長を感じ

られている方が多いようです。また会員の子達は

「空手以外のことも教えてくれるから嬉しい」「も

っと強くなりたいから頑張る」と、皆さん楽しく稽

古をしているようです。ご興味のある方は、伊興セ

ンターまでお問合せください。 

西竹ノ塚 

スポーツウエルネス吹矢同好会 

の的を目がけて息を使って矢を放つので、高い運

動能力や腕力もいりません。 

吹矢を放つ時の基本動作は、腹式呼吸をベース

とした独特の吹矢式呼吸法で、高血圧の予防や内

臓機能の活性化、肩こりの改善など様々な健康効

果が期待されているそうです。会長の荻原照輝さ

んも健康効果を実感しているとのこと。「定年後、

妻に勧められて５年前から吹矢を始めましたが、

風邪も引かなくなり、免疫力が高まりました」と笑

顔で教えてくれました。 

「最初のうちは６ｍの距離でも筒先が動いてし

まい上手く当たりませんでした。でも今は的の真

ん中に５本入って、皆さんに拍手で祝っていただ

くこともありますよ」と照れ笑い。吹矢が的に当た

る時の感触がとても気持ちが良いそうです。皆さ

んもぜひ、吹矢の楽しさを味わってみてはいかが

でしょうか。 

 「ふっ！」という呼吸音のすぐ後に、「スパン！」

と吹矢が的中した音がリズムよく室内に響き渡り

ます。「西竹ノ塚スポーツウエルネス吹矢同好会」

さんは、平成２０年に結成されたサークルで会員

数は１４名。週１回の練習のほか、大会にも積極的

に参加しています。 

 スポーツウエルネス吹矢は誰でも気軽に、ゲー

ム感覚で楽しく始められるスポーツです。的の大

きさは３ｃｍ四方。それを１０ｍ先から狙います。

３分間に５本の矢を吹いて点数を競います。円形 
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夜に楽しむじっくりヨガ 

日時：３月８日（火） 

 午後７時～８時 

定員：１６名   

費用：５９０円 

講師：長谷川美和 

筋膜リリース＆ 
スタンディングピラティス体験会 

日時：３月２９日（火） 

午後７時～８時 

定員：２５名  費用：５８０円 

講師：イーディ・オオツ 

ママと赤ちゃんが笑顔になるベビトレヨガ 

日時：３月１４日（月） 

午後１時３０分～２時３０分 

対象：２歳未満の子どもと母親 

定員：８組  費用：８５０円  

講師：柳川千景 

親子の癒やし時間 ベビーマッサージ 

日時：４月７日（木）・１９日（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６組  費用：１回 1,100円 

講師：石田理佳 

ヨガで体のゆがみをリセット Withベビー 

日時：３月１０日（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 

大人向け（１６歳以上の方） 

にしいこう子どもひろば 

日時：３月１７日（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 

日曜日にリフレッシュ 
「ズンバ」エクササイズ 

日時：３月２０日（日） 

午後１時～２時 

定員：３３名  費用：１回８１０円 

講師：渡邊由紀 

伊興写真サロン 

日時：４月３日（日） 

午前１０時～正午 

定員：１０名  費用：無料 

講師：伊興写真サロン運営ボランティア 

楽しい俳句作り 

日時：３月１０日（木）  
午後１時～３時 

定員：１４名   
費用：５５０円 
講師：河原晴樹 

シェイプアップエクササイズ（１０日制） 

日時：４月６日～６月２９日 毎週水曜日 

   （４月２７日、５月４日、６月８日を除く） 

午前１０時～１１時３０分 

定員：５５名  費用：4,700円 

講師：岩男叔子・岩永祐子 

はつらつ教室Ｂ 

日時：３月１７日（木）  

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：３０名  費用：無料 

講師：中山小夜子、阿部歩、小浦梓 

いきいき体操（１０日制） 

日時：４月６日～６月２９日 毎週水曜日 

（４月２７日、５月４日、６月８日を除く） 

午後１時３０分～３時 

対象：おおむね６０歳以上 

定員：５５名  費用：4,700円 

講師：宮川時江・大日方則子 

はじめての太極拳（１１日制） 

日時：４月５日～７月１２日 毎週火曜日 

   （４月２６日、５月３日、６月７日、７月５日を除く） 

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） 

日時：４月５日～７月１２日 毎週火曜日 

   （４月２６日、５月３日、６月７日、７月５日を除く） 

午前１０時４５分～正午 

定員：２０名  費用：4,950円 

講師：倉並百合子 

ちびっこ体操（６日制） 

日時：４月１２日～５月３１日 毎週火曜日 

（４月２６日、５月３日を除く） 
午後３時３０分～４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：髙橋恭子、鈴木清美、岩永祐子 

こども体操（６日制） 

日時：４月１２日～５月３１日 毎週火曜日 

（４月２６日、５月３日を除く） 
午後４時４０分～５時４０分 

対象：小学生 
定員：３５名 費用：2,820円 
講師：鈴木清美、髙橋恭子、岩永祐子 

心と体を育てる親子体操（５日制） 

日時：４月１３日～５月２５日 毎週水曜日 

（４月２７日、５月４日を除く） 

午前１０時～１１時 

対象：１歳６カ月～３歳の子どもと保護者 

定員：１０組  費用：3,000円 

講師：髙橋恭子 

はじめてのストレッチポール体験会 

日時：４月１４日（木）  

午後１時１５分～２時１５分 

定員：２０名  費用：５６０円 

講師：岩男叔子 

楽しくのびのびストレッチポール（５日制） 

日時：４月７日～６月３０日 第１・３・５木曜日 

   （５月５日、６月２日を除く） 

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 

新米講師チャレンジ相談会Ａ・Ｂ・Ｃ 

日時：３月１１日（金） 

Ａ）午後１時～１時３０分 

Ｂ）午後２時～２時３０分 

Ｃ）午後３時～３時３０分  

定員：各１名  費用：無料 

講師：伊興センター職員 

 

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 

２月２６日（土）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。 

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。 

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） 

楽しく踊ってストレス解消！ 
夜の「ズンバ」 

日時：３月９日（水） 

午後７時～８時 

定員：３３名  費用：８１０円 

講師：渡邊由紀 

午後６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（就学前の子どもは保護者同伴） 

 
はじいて遊ぼうおはじきサッカー体験会 

日時：３月１３日（日）・２０日（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 

伊興おもちゃの病院 

日時：３月１２日（土）  

午後１時～４時 

（受付は午後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」 

人権啓発ＤＶＤ上映会 

日時：３月２０日（日） 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～ 

※約３０～６０分の上映です。 

定員：各５名  費用：無料 

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。 
足立区 講座予約 

シニア向け 

◆Ｂ）運動９０分 

当日受付 

持 

持 

持 

当日受付 

講座案内   

当日受付 

当日受付 

当日受付 

当日受付 

持 

持 
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伊興地域で活躍しているお店を紹介します！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オススメ講座  

●店舗情報● 

住  所：足立区伊興本町１－３－１１ 

     第一佐藤ビル２階 

営業時間：午前１１時３０分～午後２時３０分 

午後５時３０分～9 時 

（持ち帰りは午後１１時） 

※営業時間は変更になる場合があります 

電話番号：03-6807-1378 

定 休 日：火曜日 ／ 駐 車 場：２台 

子どもバレエサークル体験 A・B
（２日制） 
日時：３月１８日（金）・２５日（金） 

A）午後３時４０分～４時４０分 

B）午後４時４０分～５時５０分 

定員：各１０名 

費用：２０円 

対象：A）４歳～小学１年生 

   B）小学２・３年生 

講師：樋口桜 

（登録団体「バレエサークル・リチェ」指導者） 
 
 柔軟体操やスキップ、手と足のポジションなどの基礎

から始めて、簡単な曲に合わせて踊ってみましょう。バ

レエのレッスンだけでなく、サークルの雰囲気も体験で

きます♪優しい講師や仲間と一緒にバレエを楽しみま

せんか？気に入ったら入会もできます！  

 
健康を維持するた

めに私もやって 

みようかしら！ 

左からシェフのウットンさん、シラジョルさん、社員の熊崎さん 

２階に上がる階段の入口から「美味しい」香りが

してきます。今回お邪魔したのはインドカレーのお

店「nanto!Nanto!!」さん。竹ノ塚駅西口から赤山

街道を西へ歩いて５分。オーナーの相澤行夫さんが

「地域の方に本格的なインドカレーを食べて欲し

い」と去年の５月にオープンしました。 

取材時に注文したのはランチプレートＢセット

（1,380 円）。選べるカレー２種と、サラダ、スパイ

シーフライ（サーモン or エビ）にナンとサフランラ

イスがつく豪華なセットです。カレーは、フレッシ

ュトマトをじっくり煮込んだリッチな味わいの「バ

ターチキンカレー」と、季節の野菜がたっぷりでほ

のかな苦みとスパイスが香る「野菜カレー」をチョ

イス。「辛さ２」を一口いただくと、スパイスが効い

た辛さとチキンや野菜の味が凝縮された濃厚な美

味しさにびっくり。ほんのり甘味があるサフランラ

イスと、反対に甘さを押さえたナンがさらにカレー

の美味しさを引き立ててくれるので、食べる手がな

かなか止まりません。 

 シェフのウットンさんはインド出身で、神楽坂の

有名店で働いていたそうです。「腕のあるシェフが

本場インドカレーを日本人好みに仕上げた、オリジ

ナリティ溢れるカレーを提供しています。インドか

ら取り寄せたスパイスや無添加の食材を使ってい

るので、美味しさには自信があります」と社員の熊

崎さんが話してくれました。３月からはこども食堂

の開催や、カレーランチとアロマクラフト講座等が

楽しめるお得なコラボ企画も始まるそうです。 

地域で有名店の味が楽しめる穴場的スポットで

す。絶品のインドカレーを味わってみてください。 

Instagram 

親子で仕込む 簡単手作りみそ 
日時：３月１９日（土） 

午前９時３０分～正午 

定員：１０組 

費用：2,600 円（みそ４Kg の場合） 

対象：小学生と保護者 

講師：株式会社 伊勢惣 派遣講師 
 

お味噌汁やおにぎり、炒め物にも大活躍のみそを手作

りしてみませんか。大豆を煮て潰したものと米麴を使

い、親子で楽しく仕込みます。お申し込みの際に２キロ

か４キロかをお選びください。無添加で美味しいみそ作

りの方法や仕組みを学びましょう！ 

筋膜リリース＆スタンディング
ピラティス(５日制) 
日時：４月５日～６月２１日の第１・３・５火曜日 

(５月３日、６月７日を除く) 

午後７時～８時 

定員：２５名 

費用：2,900 円 

対象：１６歳以上の方 

講師：イーディ・オオツ 

（一般社団法人東京マインドアカデミー協会代表） 
 

ストレッチ用のミニポールを使って、筋膜をほぐす

「筋膜リリース」に挑戦してみませんか。柔軟性がアッ

プし、「体が軽くなった♪」と好評です。 

また、立位でのピラティスで下半身とインナーマッス

ルの筋トレを、最後はアップテンポの音楽に合わせて、

リズムエクササイズで全身運動も行います。１回限りの

体験会もありますよ！（４ページ参照） 

第 

3５ 
回 

昨年１０月に行われたサークル体験会の様子 

 

サグチキンカレー（左）とバターチキンカレー、エビスパ
イシーフライのランチプレートＢセット。 
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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 

 

ほんから 1 ぽん 

せんをとると なにに 

なるでしょう。 

（みいちゃんさん） 

 

かめのうえで のむ 

のみものは？ 

（ゆずさん） 

 

かならず かえってくる 

「たま」って な～んだ？  

（はっちゃんさん） 

・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 ３がつ３１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。 

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：３月６・１３・２０・２１・２７・２８日 
 
悠々館☆令和４年度 教室申込み 

申込：３月７日（月）～１２日（土）  

午前９時～午後５時まで窓口にて 

定員：お問い合わせください 

内容：カラオケ・フラダンス・健康体操など、一人３

教室まで申込み可能です（抽選の可能性あり）。 
 
児童館☆春まつり（縁日） 

日時：３月１２日（土）午後２時～３時 

定員：６０名  

申込：３月１日（火）から窓口にて 

内容：射的や輪投げなどをします。 

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

休館：３月６・１３・１４・２０・２１・２７日 
 
児童館☆「ベンハムのこま」 

日時：３月１６日（水）午後２時～４時 

受付：開始時間から  定員：２０名  

申込：３月１日（火）から窓口に申込書を提出 

内容：こまを回すと不思議なことがおきますよ！ 
 
生活館☆大人の体操 

日時：３月１６日（水）午前１０時～１１時 

受付：開始時間から  定員：１５名 

対象：大人の方ならどなたでも     

申込：３月１日（火）から前日まで窓口にて 

内容：先生をお招きして元気になる体操をします。 

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

休館：３月６・１３・１４・２０・２１・２７日 
 

悠々館☆コロナに負けるな 身体を使ってロコモ予防 

日時：３月７日（月）午後１時３０分～３時   

申込：２月２４日（木）から窓口にて  定員：３０名 

内容：手軽にできるタオル体操をします。 
 
児童館☆ヨーヨーの絵付け体験 

日時：①３月２８日（月） ②２９日（火） 

    午後１時３０分～５時まで 

受付：終了時間３０分前まで  定員：各２０名 

申込：３月１５日（火）～２５日（金）まで電話にて 

内容：ヨーヨーに色を塗ってオリジナルヨーヨーで

遊ぼう♪ 

 

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

休館：３月６・１３・１４・２０・２１・２７日 
 
悠々館☆健康体操 

日時：３月３０日（水）午後１時３０分～２時３０分 

受付：開始時間から  定員：２０名   

申込：３月８日（火）から窓口にて 

内容：渡辺由美子先生の楽しく体を動かす体操をします。  
 
児童館☆パーツイシバさんと遊ぼう！ 

日時：３月１２日（土）午前１０時３０分～１１時３０分 

受付：開始時間から  定員：３０名   

申込：３月１日（火）から窓口にて 

内容：パーツイシバさんによる楽しいパフォーマンスを 

見て体験します。 

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

休館：３月６・１３・２０・２１・２７・２８日 
 
悠々館☆避難訓練・水害ビデオ鑑賞 

日時：３月７日（月）午後４時～５時   

定員：２０名 

申込：なし（当日館内にいる方が対象です） 

内容：災害対処についての知識を高めます。 
 
児童館☆じどうかん deナゾトキ 

日時：３月１６日（水）午後２時３０分～３時３０分 

受付：開始時間から   

定員：３０名 

申込：当日会場に「登録書」を提出 

内容：問題を解いて景品をゲットしよう！ 

伊興住区センター（伊興５－２２－１３） 
電話：０３－３８５５－２７０７ 

休館：３月６・１３・１４・２０・２１・２７日 
 
悠々館☆春の芸能大会 

日時：３月２６日（土）午前１１時～終了時間未定 

受付：開始時間３０分前から  定員：未定  

申込：３月４日（金）～１８日（金）に窓口にて 

内容：民謡・フラダンス・健康ダンスなどを披露して

いただきます。詳細はお問い合わせください。 
 
児童館☆こども春まつり 

日時：３月５日（土）午後２時～３時 

受付：開始時間１５分前から  定員：２５名 

申込：３月１日（火）～４日（金）に保護者が窓口にて 

内容：どうぶつこまを作ったりゲームなどもします。 

参加賞もありますよ。 

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 

 

de ク イ ズ  よ い し ょ  
で 

月 の 住 区 セ ン タ ー 情 報  防 犯 防 火 情 報  
東日本大震災から１１年 

今一度家具類の転倒等を見直しましょう 

地震時の危険 家具類の転倒・落下・移動が引き起こす「３つの危険！」 

地震で家具類が転倒・落下・移動すると、ケガ、火災、避難障害が発生する可能性があります。 

 

 
危険１ 「ケガ」 

 近年発生した地震でけがをした原因を調べると、約３０％から５０％の人が、家

具類の転倒・落下・移動によるものでした。 

危険２ 「火災」 

 転倒・落下した家具などが電気ストーブなどの電源スイッチを押し、付近の燃え

やすいものに着火するなどして火災が発生することがあります。 

危険３ 「避難障害」 

 避難通路や出入口周辺に転倒・移動しやすい家具類を置くと、避難経路を塞いだり、

引き出しが飛び出してつまずいてケガをしたり、避難の妨げになることがあります。 
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本の歴史と御朱印帳づくり 

（１６歳以上の方） 

日付：３月２１日（月・祝） 

時間：午後１時３０分～３時３０分 

会場：２階「第２学習室」 

定員：５名 

費用：９００円（教材費） 

申込：２月２６日（土）～センター窓口・電話にて受付開始 

 

 

 

 

おやこおはなし会 

（乳幼児と保護者向け） 
 

日付：３月２４日（木） 

時間：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：３月８日（火） 

時間：午後４時～４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 

（午前９時～午後８時） 

図 書 

図書のリサイクルはお休みです 

雑 誌 
日付：3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 

英語おはなし会 

（幼児～小学生向け） 
 

日時：３月１９日（土） 

時間：午後３時３０分～４時 

会場：１階「児童コーナー」 

絵本の場所 

朗読や紙芝居、絵本などの読み語りを聞く

大人のための「おはなし会」です。 

プログラム 

＜絵本＞『からいもとどろぼう』 

さえぐさひろこ/脚本 

＜朗読＞『蜘蛛の糸・杜子春』より「杜子春」 

芥川龍之介/著 

その他作品の発表もあります。 

皆さんぜひ聞きにお越しください！ 

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を、１人２冊まで

無料でお持ち帰りできるサービスです。 

日付：３月４日（金） 

時間：午後１時～２時 

会場：３階 レクリエーションホール 

伊興読書さろん 

お知らせ 

本のリサイクル 

ボランティアや図書館職員が、色々な絵本の

読み語りや手遊びを行うイベントです。 

伊興図書館であったうれしい出来事を 

みなさんにお知らせするコーナーです。 

こども映画会 

（どなたでも） 
 

日付：３月 6 日（日） 

時間：午後２時～２時３０分 

会場：３階「レクリエーションホール」 

みんなでつくろう 

（小学生、または就学前の子どもと保護者） 
 

日付：３月１９日（土） 

時間：午後２時１５分～２時４５分 

会場：２階「教養室」 

定員：５名（同伴の保護者は含まない） 

申込：３月１日（火）～ 

図書館窓口・電話にて受付開始 

とっても 

ステキなしおりを 

ありがとう！ 

 １月２３日（日）に都立足立工業高等学校園芸部の皆さんより、手作りの

押し花しおりをいただきました。 

 色とりどりのお花や色紙で作られたしおりは一つ一つがすべて違う模様

で、配布する際に箱に入れると、まるで小さなお花畑のようでした。数日の

内に配布終了となりました。園芸部の皆さん、ありがとうございました！ 
プログラム 

 

「うさぎとかめ」 

「子猫の武勇伝」 
など 

今月にしかない、特別な催し物を紹介します。 

本の歴史を学びながら、 
好きな布や紙を貼った 
オリジナル御朱印帳を
作ります！ 

３月に作るものは 

「顔つきほうき」だよ！ 

スペシャルイベント 

開催中止 

開催中止 



    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【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 

西
新
井
消
防
署
前 

伊
興
地
域
学
習 

セ
ン
タ
ー
東 

 

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：３月２２日（火） 

４月１８日（月） 

図書館休館日：３月３１日（木） 

４月２８日（木） 

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 

竹ノ塚駅 

伊興小 

西伊興小 

西新井消防署 

 

伊興区民事務所 

 

伊興センター 

栗原北小 

 

西新井二郵便局 

 ガソリンスタンド 

 

水野記念病院 

 

東武大師線 

 

大師前駅 

「明るく元気なサポーター」 
伊興センター 

Iko Works 紹介店舗 

（７ページ参照） 

いこもさん 


