
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊興写真サロンボランティア 清水正信さん 撮影 

「タワーの下で泳ぐ 333匹」（2021年４月７日 港区芝公園） 

学びたい！会議がしたい！ダンスがしたい！そんな方はぜひ 

伊興センターの貸出施設を活用してください♪ 
特
集 
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伊興センターには学びや会議、運動に利用できる貸出施設があります。

ぜひご活用ください。 

施設をご利用するには原則事前の予約（支払い）が必要で

す。電話か窓口でお申し込みください。 

いこもさんが「よくある質問」に 

答えてくれます 

 

 

 

 

  

 

 

                     

 

 

 

 

 

      

      

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

施設名 
収容可能 

人数 

午前 午後Ⅰ 午後Ⅱ 夜間 

9:00-12:00 12:30-15:00 15:30-18:00 18:30-21:30 

レクリエーション 
ホール 

１００名 2,700 円 3,500 円 3,500 円 4,100 円 

施設名 
収容可能 
人数 

午前 午後 夜間 

9:00-12:30 13:00-17:00 17:30-21:30 

第 1 学習室 ３０名 1,100 円 1,400 円 1,700 円 

第 2 学習室 １６名 1,100 円 1,400 円 1,700 円 

教養室 ２０名 1,100 円 1,400 円 1,700 円 

施 設 紹 介  

おしえて！ 
いこもさん 

貸出備品を教えて！ 

収容可能人数 ３０名 

備 品：机１６台・椅子３２脚・ 

ホワイトボード 

設 備：流し台 

使用例：書道、絵画、会議、勉強会 

収容可能人数 １６名 

備 品：机８台・椅子１６脚・ 

ホワイトボード 

使用例：英会話、手芸、会議、勉強会 

２階：第１学習室 

２階：第２学習室 

２階：教養室（和室） 

収容可能人数 ２０名 

備 品：座卓１０台・座布団３０枚 

設 備：水屋・炉・姿見 

使用例：茶道、日本舞踊、華道 

３階： 
レクリエーションホール 

収容可能人数 １００名 

備 品：机３６台・椅子１００脚 

設 備：ホワイトボード・壁面鏡・ピアノ・ 

音響設備（マイク等） 

使用例：ダンス、ヨガ、空手、発表会、会議 

施設ご利用の流れ 

 
入金 

仮予約から

３日以内に 

仮予約 

利用希望日の２カ月前

の１日から受付開始 

【予約】 

■ご予約は利用日の２ヶ月前の１日（１月は４日）の午前

９時から前日の午後８時までです。 

例：１０月３日を利用したい場合、８月１日から予約可 

※当日予約はご利用したいセンターの窓口申込みのみ 

■仮予約・支払いは各センターの窓口でできます。 

■施設使用料金支払い前は仮予約扱いになります。 

■仮予約から原則３日以内に支払いが無い場合は予約を

取消させていただきます。 

利用当日 

承認書を提示 

して会場へ 

 
活動をお楽し

みください 

・ＣＤデッキ 

・ボードマーカー 

・マグネット 

・プロジェクター 

・スクリーン 

・ＤＶＤプレーヤー 

・延長コード 

・各種ケーブル 

…を貸してくれる

わよ！ 

仮予約期限を過ぎると？ 

 

 期限までに支払いが無ければ、仮予約は自動

でキャンセルされるのよ。つまり、他の誰か

が予約できちゃうってことね。 

どうしても使いたい場合は、期限内に入金す

ることをオススメするわ！ 

【利用の制限】 

※下記に該当する内容でのご利用はできません 

○宗教活動・営利活動を目的とした利用 

○貸出施設内での飲食や大音量を発生するよう

なご利用 

○公序良俗に反する利用や施設管理上支障があ

る場合 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 

運用ルールが変更になる場合があります。 

 まかせて！ 

伊興地域学習センター 

ゆるキャラ いこもさん 
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おしえて！いこもさん 
いこもさんがインターネット

を使った講座の申込み方法を

教えてくれます。 

大人向け（１６歳以上の方） 

はつらつ教室Ｂ・Ｃ 

日時：Ｃ：５月５日（木） 

Ｂ：５月１９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：Ｃ：中山小夜子、阿部歩、小浦梓 

   Ｂ：中山小夜子、阿部歩 

 

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 

４月２６日（火）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。 

このマークが付いている講座は 
当日受付ですが、持ち物があります。 

 
・運動できる服装 
・室内シューズ 
・蓋の付いた飲み物 
・汗拭き用のタオル 
・マスク（運動中以外は着用） 

 
準備をしてご来館ください。 

夜に楽しむじっくりヨガ 

日時：５月１０日（火） 

 午後７時～８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：５月１９日（木） 

午後３時３０分～６時 

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 

どなたでも 
（就学前の子どもは保護者同伴） 

足立区 講座予約 

シニア向け 

◆Ｂ）運動９０分 
 Ｃ）運動４５分＋栄養学４５分 

持 

講座案内   

こども体操（４日制） 

日時：６月１４日～７月１２日の毎週火曜日 

   （７月５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：1,880円 

講師：鈴木清美、髙橋恭子、岩永祐子 

伊興おもちゃの病院 

日時：５月１４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」 

当日受付 

人権啓発ＤＶＤ上映会 

日時：５月１５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 

当日受付 

ちびっこ体操（４日制） 

日時：６月１４日～７月１２日の毎週火曜日 

   （７月５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：1,880円 

講師：髙橋恭子、鈴木清美、岩永祐子 

子どもの力を伸ばすバルシューレ体験 
Ａ・Ｂ（２日制） 
日時：５月１９日（木）・２６日（木） 

   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：1,020円 

講師：谷口亜衣、鈴木典江 

心と体を育てる親子体操（５日制） 
日時：６月１日～７月１３日の毎週水曜日 

（６月８日、７月６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 

親子の癒やし時間 ベビーマッサージ 
日時：６月２日（木）・２１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 

レッツエンジョイファミリー体操 

日時：５月１５日（日） 

午前１０時～１１時 

対象：２・３歳の子どもと保護者 

定員：１０組   

費用：８００円  

講師：阿部歩 

 

足立区講座予約 

システム 

楽しい折り紙ひろば 

日時：５月２２日（日） 

午後２時～３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 

伊興写真サロン 

日時：６月５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 

楽しく踊ってストレス解消！ 
夜の「ズンバ」 

日時：５月４日・１１日・１８日  

いずれも水曜日 午後７時～８時 

定員：各３３名   

費用：１回８１０円 

講師：渡邊由紀 

当日受付 

持 

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） 

一部の講座はインターネットでも 

申込みできるわ 

右のＱＲコードを読み込むか 

検索してね♪ 

 

受講生登録をしなくても大丈夫！ 

「ログインしないで先に進む」をクリックよ 

「講座検索」から調べてみてね♪ 



     

６                                                                                                                              ７ 

日時：５月２７日（金） 

   午前１０時３０分～１１時３０分  

定員：８組 

費用：８５０円 

対象：２カ月～２歳未満の子どもと母親 

講師：柳川千景 

 

 お母さんの産後ケアとして、体の状態に合わせて無理

なくヨガを楽しめます。 

 赤ちゃんにはヨガの他に「ベビトレ（ベビー脳トレー

ニング）」を行い、お母さんと一緒に遊びながら音や皮

膚の感触、視覚情報などを刺激して、脳の発達を促しま

す。赤ちゃんとの遊びがマンネリ化してしまったお母さ

んにもおすすめですよ。 

ママと赤ちゃんが笑顔になる 
ベビトレヨガ 

伊興地域で活躍しているお店を紹介します！ 

昨年度の様子 

レクリエーションホールで開催した時の様子 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オススメ講座  

●店舗情報● 

住  所：足立区西新井６－１７－１６－１０２ 
営業時間：午前１１時～午後６時 
電話番号：０３－３８５３－３３２３ 
定 休 日：日曜日、木曜日  
駐 車 場：なし 

お話しをしながら、次から次へと花を選んでいきます。 

「Sunny Spot Garden（サニースポットガーデン）」

は西新井大師の裏にある、切り花専門のフラワーシ

ョップです。2008 年４月にオープンし、花の専門誌

「フローリスト（誠文堂新光社刊行）」にも掲載され

たオシャレなお店です。開放感溢れる店内には、「ダ

リア」「チューリップ」「ルドベキア」「ヘピリカム・

キャンディフレアー」など、旬の花や珍しい花が色

鮮やかに並んでいます。 

店長の祐川葉子さんは花屋歴２０年以上。お客様

のイメージをしっかりと具現化し、素敵なブーケに

仕上げてくれます。取材日の翌日に義母の誕生日を

控えていた筆者。ちゃっかりブーケをお願いしまし

た。「可愛らしい感じの方？」「おいくつくらい？」

と上手に花のイメージが伝えられない私に気さくに

話しかけながら、テキパキと花を選んでくれます。

「ラッピングペーパーが違うだけでだいぶ可愛さが

変わるからね」「切り花の背を高くするとシックな感

じになるから男性に合うのよ」と、ブーケを作って

いる間にいろいろと教えてくれて、おしゃべりにも

花が咲きます。 

和室でゆったり子連れヨガ 

日時：５月２４日（火） 

午後１時３０分～２時２０分 

定員：８組 

費用：６５０円 

対象：首がすわった３カ月～あんよができる前の 

子どもと保護者 

講師：長谷川美和（沖道ヨガ指導者） 
 

ヨガで深い呼吸とポーズをすることで血の巡りが良

くなるため、「身体がスッキリした！」と好評です。 

保護者の方はじっくり身体をほぐして、赤ちゃんは関

節伸ばしや保護者とのスキンシップでリラックス♪ 

４月から会場が和室に変更になったので、柔らかな畳

の上で安心してお楽しみいただけます。 

祐川葉子さん【右】。こだわりの花は板橋市場で仕入れる。 

「常連さんもよくいらっしゃるけど、お花を買わ

ずにお茶だけ飲みに来る方も多いわよ」と笑顔で楽

しそうに話す葉子さん。明るく元気な人柄も、花の

美しさを引き立たせています。 

もうすぐ母の日。おススメを聞いてみました。「シ

ャクヤクもそうだけど、花令法（はなりょうぶ）と

いうお花も涼しげでとても素敵ですよ。この機会に

男性の方々にはお母様やパートナーの方にお花を

贈って欲しいですね。とても喜ばれると思います

よ」 

お願いしていたブーケも程なくして完成（写真

下）。時間にして１０分ほどですが、楽しいお話し

のおかげであっという間の感覚です。「花は心を穏

やかにしてくれて気分も明るくなります。これから

の時期、可愛いお花がたくさん咲くので皆様にもぜ

ひ、『花のある生活』を始めていただきたいです」と

のこと。お花で彩る豊かな毎日を楽しみましょう。 

Sunny Spot 
Garden 

日曜日にリフレッシュ 
「ズンバ」エクササイズ  

日時：５月８日（日）・１５日（日）・ 

   ２２日（日） 

午後１時～２時 

定員：各３３名 

費用：１回８１０円  

対象：１６歳以上の方 

講師：渡邊由紀（ZUMBA BASIC１資格保有者） 
 

海外で人気の「ズンバ（ZUMBA）」は、ダンスを中心と

したエクササイズです。ダンスの振り付けを覚える必要

はなく、講師の動きを見よう見まねで踊るだけ！ 

楽しく汗をかいて、リフレッシュしましょう♪ 

第 

37 
回 

他センターで開催した時の様子 

当日受付 

持 

持 



  

８                                                                                                           ９ 

  

 

 

    

 

 

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 

 

うちゅうに いったら  

しょくよくが  

なくなった なぜかな？ 

（七みちゃんさん） 

 

 

としのうぎょうこうえんの 

しゅうへんで さく  

あだちくの きれいな 

さくらは？ 

（のあさん） 

 

プロやきゅうの しあいで 

うったボールを  

とられたけど せんしゅが  

よろこんでいる なぜ？ 

（きせきのりんごさん） 

 

・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 ５がつ３１にちまでに けいひんを とりにきてね。 

 

※悠々館イベントで対象者欄がないものは６０歳以上の方、

児童館イベント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。 

※イベントの詳細は各センターにお問い合わせください。 

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：５月１・３・４・５・８・１５・１６・２２・２９日 
 

悠々館☆令和４年度の教室が始まります 
内容：まだ募集中の教室もあります。 

   教室によっては対象者が異なります。 

詳細はお問い合わせください。 
 
児童館☆母の日プレゼント工作 
日時：５月７日（土）午後２時～４時  

内容：フォトフレームにお花をつけて、お母さんに 

   プレゼントをしましょう。 

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

休館：５月１・３・４・５・８・９・１５・２２・２９日 

 
☆ベンハムのこま工作 
日時：５月１１日（水）午後２時～４時 

内容：いろいろな模様をこまに書いて作ります。 
 
☆みんなの体操 
日時：５月１８日（水）午前１０時～１１時 

対象：地域の大人の方 

内容：青木先生と“身体にやさしい体操”を 

   楽しくします。 

西伊興住区センター（西伊興１－１２－１２） 

電話：０３－３８９６－７３６２ 

休館：５月１・３・４・５・８・９・１５・２２・２９日 

 
悠々館☆住区 de団らん 
日時：５月２４日（火）午後５時～７時   

申込：５月１６日（月）から 

内容：ゲームや簡単な体操、歌などを皆で楽しんで 

過ごします。持参のお弁当を食べます。 
 
児童館☆ベビーダンス 
日時：５月１９日（木）午前１１時～１１時４５分 

申込：５月１０日（火）～１６日（月） 

対象：首のすわった乳児・幼児と保護者 

内容：赤ちゃんを抱っこして踊ります。 

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

休館：５月１・３・４・５・８・１５・１６・２２・２９日 

 

悠々館☆かんたん押し絵 金魚鉢 
日時：５月３１日（火）午前１０時～１１時３０分 

内容：金魚鉢の形が特徴的な押し絵飾りを作ります。 
 
児童館☆くりっこ第 1回目 
日時：５月１９日（木）午前１０時３０分～未定 

対象：１歳以上の幼児と保護者 

内容：アフタフバーバンさんと一緒に遊びましょう。 

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

休館：５月１・３・４・５・８・１５・２２・２３・２９日 

 
悠々館☆イベントなし 
 
児童館☆工作「ブンブンこま」 
日時：５月１７日（火）、１８日（水） 

午後２時３０分～３時３０分 

定員：各１６名 

内容：木のブンブンこまにマジックで色つけを 

します。受付は当日開始時間より行います。 

伊興住区センター（伊興５－２２－１３） 
電話：０３－３８５５－２７０７ 

休館：５月１・３・４・５・８・１５・１６・２２・２９日 

 
悠々館☆新年度の教室が開始されます 
内容：新年度の教室の一部が５月から始まります。 

   スケジュール表がありますので、そちらを 

ご確認の上ご来館ください。 
 
児童館☆「こどもの日工作」 
日程：５月２１日（土） 

対象：午後１時３０分～２時１５分：１、２年生 

   午後２時３０分～３時１５分：３年生以上 

内容：折り紙で作ったこいのぼりを貼りつけて 

リース飾りを作ります。 

西新井消防署ホームページ  

 
 

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    

 

日常生活の中でケガをして、令和２年中
12,348人の子ども（１２歳以下）が救急
車で医療機関へ搬送されています。 
１日にすると、３４人もの子どもが救急

車で搬送されていることになります。 

※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。 Ｑ１．食う気（空気）がなくなるから、Ｑ２．観客にとられたから（ホームラン）、Ｑ３．五色桜 

 
 

 乳幼児の日常事故防止動画は
こちらからご覧になれます。 
（東京消防庁公式チャンネル 
ＹｏｕＴｕｂｅ映像） 

西新井消防 
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乳幼児と保護者向け  

 

 

おはなし会 
 

日付：５月１１日・２５日（水） 

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 

※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） 

英語おはなし会 
 

日付：５月２１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 

大人の朗読や紙芝居、絵本などの読み語りを聞くおはなし会です。 

プログラム 

＜紙芝居＞「瞼の母」 長谷川伸/原作 

＜朗 読＞『５分後に思わず涙。』より「補聴器」 

桃戸ハル/作 

 

その他作品の発表もあります 

お気軽にご参加ください 

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」 

日付：５月６日（金） 

時間：午後２時～３時３０分 

会場：２階「第２学習室」 

定員：１０名 

大人のためのおはなし会 

図 書 
日付：5月１１日（水） 

時間：午前１０時～なくなり次第終了 

場所：地下 1階「図書コーナー」 

 

雑 誌 
日付：5月 2日（月） 

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」 

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。 

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。 

今月にしかない、特別な催し物を紹介します。 スペシャルイベント 

日付：５月１２日・２６日（木） 

時間：午前１０時３０分～１０時５０分 

会場：２階「教養室」 

※４月から場所が変更になりました 

定員：８組 

多くの方にご参加いただけるよう、令和４年度

から第２・４木曜日の月２回開催となります。 

 

おやこおはなし会 

日 付：４月２３日（土）～５月３０日（月） 

会 場：１階児童コーナー 

テーマ：「みらい」 
 
春の読書週間イベント実施中！ 

みんなが想像する「みらい」を「みらいカード」に書いて 

プレゼントをもらおう！ 

春のこども読書週間（幼児～小学生） 

本のリサイクル 

幼児～小学生向け 

『りんごだんだん』    

小林忠博/写真と文  あすなろ書房/発行 

 

 

みなさんりんごは好きですか？私はりんごが大好きです。 

大好きなので買ってすぐ食べてしまうのですが、この本で

は、りんごを食べないでずっと置いておくとどうなるのか…

という観察写真が載っています。しわしわになっていくりん

ご。ではその先は…？ 

ああなるのかな？こうなるのかな？など想像しながらペー

ジをめくってみてください。 

想像力を膨らませる事もでき、知識にもなる１冊です。 

日付：５月２１日（土） 

時間：午後２時～２時３０分 

会場：２階「教養室」 

※４月から場所が変更になりました 

定員：５名（同伴の保護者は含まない） 

申込：５月１日（日）～ 

窓口・電話にて受付開始 

 

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対象） 

「顔つきほうき」を作るよ！ 

おすすめの新刊 
伊興図書館の館長が、新しく所蔵した本の中から

特に面白かった本を紹介するコーナーです。 

児童 

図書 

 こんなしおりが 

もらえます！ 



    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【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  

東武スカイツリーライン「西新井駅」西口発 

①西０３「流通センター」行に乗車 

②西０４「竹の塚車庫」行に乗車 

→ 「西新井消防署前」 下車３分 
 

◇足立コミュニティバス  

東武スカイツリーライン「西新井駅」西口発 

または 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水

公園駅」西口発 

はるかぜ３号（西新井・舎人線）に乗車 

→「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：５月１６日（月） 

６月２０日（月） 

図書館休館日：５月３１日（火） 

６月３０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 

 

西新井二郵便局 

 ガソリンスタンド 

 

伊興区民事務所 

 

水野記念病院 

 

東武大師線 

 

伊興センター 

「明るく元気なサポーター」 
伊興センター 

栗原北小 

 

Iko Works 紹介店舗 

（７ページ参照） 

いこもさん 

大師前駅 

西新井大師 


