
 

伊興写真サロン参加者 若松孝仁さん 撮影 

「富士と関宿城」（2020 年１月３日 茨城県猿島郡） 

かわいい！COOL！ヒップホップダンスのサークルを体験してみませんか？ 

就学前～小学生向け AnkurA ・ 中高生向け ぷりりん 
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【サークル情報】 

活動日：毎週水曜日  入会金：1,000 円   月会費：2,000 円 

エッグ：４歳～小学３年生 （１６時１５分～１７時）   

ジャム：小学４年生～６年生 （１７時～１７時４５分） 

お問合せ：伊興地域学習センター（０３－３８５７－６５３７）または 

ＱＲコードを読み取り「AnkurA」の LINE アカウントまで。 

「ぷりりん」さんは、今年度から伊興センター

の登録団体となった中高生のヒップホップダンス

サークルです。小学生のヒップホップダンスサー

クルを卒業した子どもたちを中心に、木曜日の１

９時３０分から、現在８名で練習しています。普

段は別々の学校に通っているという皆さんです

が、練習中は和気あいあいとした雰囲気で、息の

あったダンスを見せてくれました。 

先生は明るくみんなを盛り上げながらも、体幹

トレーニングなど基礎からしっかりと教えてくれ

るため、子どもたちもだんだんと上達していくそ

うです。保護者の方からも「子どもがダンスを始

めたばかりの頃と比べて、動くことが好きになり

ました」と嬉しい声が上がっています。 

さん 

現在、発表会はコロナ禍の影響で中止している

そうですが「感染状況が落ち着いたら開催した

い！」という意気込みを持って練習に取り組んで

いるそうです。 

そんな「ぷりりん」さんの体験講座「楽しく踊

ろう ヒップホップダンスサークル体験」の受付

が１２月２６日（日）から始まります！詳しくは

本紙５ページの「講座案内」をご覧ください。  

サークルの代表者の方からは「初心者の方でも

入りやすいですよ♪待っています！」と温かいメ

ッセージをいただきました。「ダンスを始めてみた

いけど…」と迷っている方、今からでも遅くあり

ません！この機会にダンスにチャレンジしてみま

せんか？皆さんのご参加をお待ちしています。 

【サークル情報】 

活動日：毎週木曜日  時 間：１９時３０分～２１時 

入会金：なし  月会費：3,500 円 

対 象：中学生・高校生（サークル体験講座は小学６年生～中学生） 

お問合せ：伊興地域学習センター（０３－３８５７－６５３７）または 

ＱＲコードを読み取り「ぷりりん」の LINE アカウントまで。 

さん 

水曜日の夕方、ノリノリの音楽に合わせて「ワ

ン、ツー！みーぎ！」と先生の明るいかけ声が

聞こえてきます。 

ヒップホップダンスサークルの「AnkurA」さ

んは１５年前に発足し、現在「エッグ」（４歳～

小学３年生のクラス）１１名、「ジャム」（小学

４～６年生のクラス）１４名で練習に励んでい

ます。 

先生にサークルの魅力を伺うと、「みんな仲良

しで、一人ひとりのやる気がすごいです♪」と

笑顔。会員のお子さんも「できなかったダンス

ができるようになった時は『やったー！！』と

嬉しくなります」と教えてくれました。 

 

←「エッグ」クラスの練習風景。 

鏡を見ながら動きをチェック♪ 

「ジャム」クラスの練習風景。→ 

手足の角度と向きを確認中！ 

先生のカウントに合わせて振付の練習♪ 

また後ろで見学をしていた保護者の方も「楽し

く体を動かせて、同年代のお友達もできてよかっ

たです！」と満足げに話してくれました。 

最後に先生から、入会しようか迷っている方へ

「みんなで楽しく踊っています！見学もできま

すよ。遊びにきてね(^^♪」とメッセージをいた

だきました。 

そんな「AnkurA」さんの体験講座「ヒップホッ

プダンスサークル体験Ａ・Ｂ」の受付が、１２月

２６日（日）から始まります！詳しくは本紙５ペ

ージの「講座案内」をご覧ください。 

一緒にかっこいいヒップホップダンスを始め

てみませんか？ 
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大人向け 
（１６歳以上の方） 

伊興写真サロン 
日時：２月６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：１月９日（日）・１６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：１月１０日（月）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：１月１３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：１月９日・１６日・２３日・３０日 

  いずれも日曜日 １３時～１４時 

定員：各３３名  費用：１回８１０円 

講師：渡邊由紀 

 

ヒップホップダンスサークル体験Ａ・Ｂ 

（４日制） 
日時：１月１９日～２月９日 毎週水曜日 

Ａ）１６時１５分～１７時 

Ｂ）１７時～１７時４５分 

対象：Ａ）４歳～小学３年生 

Ｂ）小学４年生～６年生 

定員：各１０名  費用：４０円 

講師：福田彩夏・清水雛子 

楽しく踊ろう ヒップホップダンス 

サークル体験（４日制） 
日時：１月６日～２７日 毎週木曜日 

１９時３０分～２１時 

対象：小学６年生～中学生 

定員：１０名  費用：４０円 

講師：清水雛子・佐山瑞希 

 

親子の癒やし時間 ベビーマッサージ 
日時：２月３日（木）・１５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 

はじめてのストレッチポール（５日制） 
日時：１月２７日～３月２４日  

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 

楽しく踊ってストレス解消！ 

夜の「ズンバ」 
日時：１月５日（水）・１２日（水） 

１９時～２０時 

定員：各３３名  費用：１回８１０円 

講師：渡邊由紀 

 

にしいこう子どもひろば 
日時：１月２０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 

楽しい俳句作り 
日時：１月１３日（木） 

１３時～１５時 

定員：１４名   

費用：５５０円 

講師：河原晴樹 

座ってできる姿勢改善 

ミニストレッチポール 
日時：２月７日（月）  

１３時～１４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：岩男叔子 

いきいき体操（４日制） 
日時：３月９日～３０日  

毎週水曜日 

１３時３０分～１５時 

 

シェイプアップエクササイズ（４日制） 
日時：３月９日～３０日 毎週水曜日 

１０時～１１時３０分 

こどもクラシックバレエ 
サークル体験Ａ・Ｂ・Ｃ（２日制） 

日時：３月１４日（月）・２１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 

ダンス＆筋トレ＆ストレッチ 
サークル体験（３日制） 
日時：２月１８日～３月４日 

 毎週金曜日 

１０時～１１時３０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権啓発ＤＶＤ上映会 
日時：１月１６日 原則毎月第３日曜日 

１）１０時３０分～ 

２）１３時３０分～ 

３）１８時３０分～ 

※約３０分～６０分間の上映です。 
定員：各５名  費用：無料 

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 

１２月２６日（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。 

… 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・・・運動４５分＋栄養学４５分 
◆Ｂ・・・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） 

どなたでも 

はつらつ教室Ｃ・Ｂ 
日時：Ｃ）１月６日（木） 

Ｂ）１月２０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 

楽しい折り紙ひろば 
日時：２月１３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：１月１１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） 

以下の講座は 2022年１月 26日（水）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」
1月 25日号、または「よいしょ」２月号をご覧ください。 
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「楽しい折り紙ひろば」とは？ 

（４Ｐ「講座案内」参照） 

毎月のテーマに沿って「花」や「動物」、

「箱」などの作品を折ります。 

自信がなくても大丈夫！ ボランティア

さんが折り方のコツを教えてくれます！ 

 

 

 

 

第 

3３ 
回 

「仲間が集まれる場所をつくりたい」。茶店 

「おとだま」は、オーナーの末武
すえたけ

宏子
ひ ろ こ

さんが思 

い続けた夢を叶える形で１０年前にオープン。 

２年前からは孫の吉本
よしもと

百花
も も か

さんも加わり、２人 

でお店を切り盛りしています。 

店内はカウンター６席とテーブル席が２席。

白を基調とした落ち着きある雰囲気のお店は常

連さんの利用が多いとのこと。この日来店され

ていた、ららさんもそのお１人。「食事や紅茶が

美味しいのはもちろん、お店の方とのおしゃべ

りがとても楽しい。ついつい来てしまいます」

と笑顔で話していました。 

竹ノ塚駅西口、時計店「太宝堂」のすぐ隣にあります。 

●店舗情報● 

住  所：足立区西竹の塚２－２－３ 末武ビル１F 

営業時間： ９時～１６時（月・水・木・金） 

     １０時～１４時（火・土・日） 

※緊急事態宣言発令時は時間変更の可能性あり 

定 休 日：不定休 ／ 駐 車 場：なし 

メニューは、和と洋、曜日で異なります。宏子さ

んが担当する火・土・日曜日は、宏子さんの気まぐ

れでメニューが決まる和定食のランチです。百花さ

んの日（月・水・木・金曜日）は、パスタのランチ

（サラダ付き）で、ナポリタン【写真上】やボロネ

ーゼ、和風たらこパスタなどの６種類から、１日２

種類を提供。他にもハムチーズやメンチカツなどが

入った厚切りのホットサンドも好評で、色々な食事

が楽しめます（ランチセットはいずれも 1,100円・

税込）。 

また、ランチセットに付くコーヒーもお店こだわ

りの一品。近くの珈琲豆店「オカモト」さんから調

達しており、ブルーマウンテンを飲みやすくブレン

ドしたお店オリジナルのコーヒーで、深みがありな

がらもサラッとした味わいです（500円・税込）。 

コロナ禍が落ち着き、お客様も増えてきていると

喜ぶ百花さん。「たくさんの方に心地よいひと時を

「おとだま」で過ごしてほしいです。祖母と楽しい

お店にしていきますので、ぜひ一度お越しください

ね」と話していました。 

【写真左】百花さん（左）と宏子さん（右）。 
【写真右】ハンドドリップで丁寧に抽出したコーヒーは逸品です。 

伊興センターでは、ボランティアさんと一緒に運営している講座がいくつかあります。 

今回は「楽しい折り紙ひろば」で活躍されているボランティアさんをご紹介します。 

練習会に集まったメンバー。左から田島さん、小野寺さん、
山﨑さんです。 

「ひろば」のボランティアって何をするの？ 

・参加者のサポート 

・開催数日前の「練習会」への参加 

今後の「練習会」開催日 

１月６日（木）、２月７日（月）・２８日（月） 

１４時～１５時３０分、２階・第２学習室 

（敬称略） 

職員：皆さんがボランティアを始めようと思った 

きっかけを教えてください。 

田島：元々は「折り紙ひろば」に参加している側 

だったんですけど、小野寺さんから「誰か 

いますかね？」って声をかけられて練習会 

に参加するようになりました。 

山﨑：私もです。あと「あだち放課後子ども教室」 

でお手伝いしていたのがコロナ禍で中止に 

なってしまったので、少しでも人の役に 

立つことがしたいと思って。 

職員：とても立派な理由ですね！ 小野寺さんは 

始めてから何年くらいになりますか？ 

小野寺：もう６～７年になりますかね。センターに来た 

時にボランティア募集のポスターを見てから 

練習会に参加しました。今では皆さんの喜ぶ顔 

が嬉しくて、たくさん作品を折ってはお土産と 

して配ってます。 

職 員：クオリティが高くて、毎回大好評ですよね。 

皆さん楽しみにされてますよ！ 折る時に 

心がけていることはありますか？ 

小野寺：参加者の方からも「きっちり折れないんです」 

とよく言われるんですが、「こうしなきゃ！」 

って決めて折るよりは楽しんで折ってほしい 

んですよね。 

職 員：「楽しい折り紙ひろば」ですからね。皆さん、 

今後ともご協力よろしくお願いいたします！ 

 ボランティアの 

３人にインタビュー 

１１月の「ひろば」の様子。参加者の様子を見て、ボラ
ンティアさんが教えに回ります。 

こんな方、お待ちしています♪ 

・折り紙が好きな方 ・新しいことを始めたい方 

・人と話すのが好きな方  など 

ボランティアになるにはどうすればいいの？ 

・「練習会」に参加する（直接会場へ） 

・伊興センターに相談する 

TEL：03-3857-6537（9時～20時） 

香り高い美味しい珈琲が飲める喫茶店 
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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 

 

もつだけで てが  

ふるえてしまう かぐ
・ ・

は 

なんでしょう？ 

（冒険者てとさん） 

 

 

「？」に はいる かんじは？

（まっつんさん） 

（まっつんさん） 

 

 

スイカは  

やさいでしょうか？  

くだものでしょうか？ 

（ももさん） 

・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、１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。 

1 

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：１月１・２・３・９・1０・1６・１７・２３・３０日 
 
悠々館☆ラジオ体操＆リズム体操 

日時：１月４日（火）から月曜日～金曜日  

①９時～ ②９時３０分～ 

受付：各開始時間から  定員：お問い合わせください       

申込：電話にて     対象：どなたでも 

内容：月～金曜日の週５日間、１日２回行なっています。 

   毎朝身体がぽかぽかに温まります。 
 
児童館☆マフラーを作ろう 

日時：１月２２日（土）   

①１０時～１１時 ②１４時～１５時 

定員：各１０名         

申込：１月７日（金）１４時から窓口にて 

内容：道具を使って手で編みます。 

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

休館：１月１・２・３・９・１０・１６・２３・２４・３０日 
 
児童館☆渋谷慶太さんの「マジックファンタジア」 

日時：１月２２日（土） １４時～１６時 

受付：開始時間１５分前から  定員：８０名   

対象：１８歳以下の方（就学前の子どもは保護者同伴）     

申込：当日会場にて 

内容：マジックショー、ラッキープレゼント。 
 
児童館☆カラクリカレンダー工作 

日時：１月１２日（水）１４時～１６時 

受付：開始時間から  定員：２０名   

申込：受付中～前日まで窓口にて 

内容：２０２２年のカレンダーを作ります。 

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

休館：１月１・２・３・９・１０・１６・１７・２３・３０日 
 

悠々館☆住区 de団らん 

日時：１月２５日（火） １７時～１８時３０分 

受付：開始時間から  定員：２０名   

申込：１月１８日（火）９時から窓口にて 

内容：寅年最初の団らんを楽しみましょう！ 
 
児童館☆赤ちゃんタイム（誤飲予防、対応について） 

日時：１月２８日（金）  １０時３０分～１１時４５分 

受付：開始時間1時間前から 定員：１０組 

対象：１歳前後の子どもの保護者の方 

申込：１月１１日（火）から電話にて 

内容：竹の塚保健センターの方が幼児さんの誤飲予防、 

   誤飲してしまった時の対応を指導してくれます。 

 

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

休館：１月１・２・３・９・１０・１６・１７・２３・３０日 
 
悠々館☆健康体操 

日程：①１月１９日（水）  ②１月２６日（水） 

時間：各１３時３０分～１４時３０分 

受付：各開始時間から  定員：各２０名   

申込：①１月４日（火）から窓口にて 

②１月１８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です。  
 
児童館☆新年おたのしみ会 

日時：１月２２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：３０名   

申込：１月４日（火）から電話と窓口にて 

内容：カルタ大会､玉入れなどをします。 

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

休館：１月１・２・３・９・１０・１６・２３・２４・３０日 
 
悠々館☆新春お抹茶の会 

日時：１月１３日（木） １０時～１１時   

受付：開始時間３０分前から  定員：２５名 

申込：当日会場にて  内容：新年のお茶会をします。 
 
児童館☆新年おめでとう会 

日時：１月１２日（水） １４時３０分～１５時３０分 

受付：開始時間から  定員：５０名 

申込：１２月２０日（月）～ １月１１日（火）まで 

※保護者の方が窓口にて申込み。新規の方は 

登録用紙と工作参加用紙を記入必須。 

内容：おみくじ、くじびき等をして楽しみます。 

伊興住区センター（伊興５-２２-１３） 
電話：０３-３８５５-２７０７ 

休館：１月１・２・３・９・１０・１６・１７・２３・３０日 
 

悠々館☆お元気会（新年お楽しみ会） 

日時：１月１５日（土） １１時～１３時 

受付：開始時間から  定員：２０名  費用：６００円 

申込：１月４日（火）から窓口にて 

内容：新年のお楽しみ会でお食事をしたりゲームをします。 
 

児童館☆「新年おたのしみ会」 

日時：１月１５日（土） １４時～１５時 

受付：開始時間１５分前から  定員：２５名 

申込：１月６日（木）～１４日（金）まで 

※保護者の方が窓口にて 

内容：凧の工作、わなげなどのゲーム、参加賞もあります。 

親 人 中 ？ 小 

 

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 

 

東京消防庁公式アプリは、緊急時にも役立つ消防や救急の知りたい情報を 

無料で、いつでも・どこでも・手軽に入手できる防災アプリです。 

消防に関するＦＡＱやもしもの時の心肺蘇生動画、消防クイズなど多くの 

機能を備えた安全安心情報ツールとなっています。 

東京消防庁公式アプリ 
ダウンロードしよう！ 

 

（ダウンロードＱＲ） 
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『田舎暮らし読本』   著：樋口明雄  出版：光文社 

 

皆さんは「田舎暮らし」と聞くと、どんな生活を思い浮かべますか？「き

れいな空気」「薪ストーブ」「スローライフ」。素敵なイメージがたくさん

浮かんでくるのではないでしょうか。しかし、実際は…？ 

この本には田舎へ移住した筆者の「リアル」な田舎暮らしが皮肉たっぷり

に面白おかしく描かれています。目次の一部を抜粋すると、「スローライフ

は幻」「すべてに器用であれ！」「閉鎖性の強い土地」などなど、書名が

「読本」ならぬ「毒本」であることが納得できる内容となっています。 

良いところばかりではない、だけど悪いことだけでもない。「田舎へ移

住」するということの面白さをぜひ、読んで味わってみてください。 

 

 

 

 

おやこおはなし会 

（乳幼児と保護者向け） 
 
日時：１月２７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：１月１１日・２５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：１月１１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 

雑 誌 
日時：１月 9日（日）～ 

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：１月１５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：１月１５日（土） 

１４時１５分～１４時４５分 

定員：５名  

申込：１月５日より電話または 

図書館カウンターにて先着順 

会場：２階教養室（たたみのへや） 

 

「伊興読書さろん」は大人のためのおはなし会です 

日時：2月 4日（金）１３時～１４時 

会場：３階 レクリエーションホール 
 

＊1 月はお休みです＊ 

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。 

図書館特別整理期間 
 

2022 年２月２２日（火）～２月２６日（土） 
※２月２１日（月）は全館休館日です 

 

伊興図書館は特別整理期間のため、上記の期間を休館いたします。 

ブックポストは利用できますが、返却処理が遅くなることがありますのでご了承ください。 

伊興図書館の Facebook も 
チェックしてみてください 

毒 

今年も福本袋の貸出をします！ 
 

2022 年１月５日（水）～ ※なくなり次第終了 
 

１階「児童コーナー」にて児童向け本の袋、地下１階「一般コーナー」にて 

一般向け本の袋（少量）をご用意してお待ちしております。 

普段読まない本との出会いのチャンスかも？！ぜひ借りてみてください。 

 

  



 

 
【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２９日（水）～１月３日（月） 

１月１７日（月）・２月２１日（月） 

図書館休館日：１月３１日（月） 

２月２２日（火）～２６日（土）※特別整理期間 

２月２８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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Iko Works 紹介店舗 
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