11 月

オアシス 足立区中央本町地域学習センター・やよい図書館

今月の表紙：五反野駅ホーム

今月のサロン
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陶器と歴史を創って
40 年「愛陶会」

奮闘の跡。工作室には各サークルの創作の
歴史が刻まれています。
中でも愛陶会は一番長く歴史を築いてきた
陶芸サークルです。その歴史は 40 年以上。
中央本町地域学習センター開館当初から活
動しています。

あかちゃんおはなし会
(第 3 木曜日)

長い歴史のある愛陶会。その魅力につい

りに没頭して日々の慌ただしさを忘れることがで

親子おはなし会
~プチビクス~

絵本の読み語りの後、リズ
ム体操の体験ができるおは
なし会です。
11/1（月）
0 歳～1 歳向け
午前 11 時 30 分～正午
料金：無料
※事前申込制
詳細はやよい図書館まで

机に残る、粘土や絵の具は芸術家たちの

て、「好きなものを好きなように作れる。作品作

当日、気軽に来て参加できるのがサロンの魅力。健康生活、趣味活動、地域交流にぜひご活用ください。
親子おはなし会
~プチ体操～

将棋サロン

おはじきサッカー

発想によってさまざまな
勝ち方がある戦法や相手
の考えを予測する心理戦
などを楽しみましょう。
11/11・25（木）
午後 6 時～9 時
料金：200 円

おはじきを動かしてサッ
カーをするテーブルゲーム
を体験できます。
11/13・27（土）
午後 2 時～3 時 30 分
対象：どなたでも
定員：4 人
料金：無料

人権啓発上映会

おもちゃの病院

俳句と短歌のサロン

人権に関する映像作品を上
映します。
11/18（木）
①午前 11 時～
②午後 2 時～
③午後 6 時～
料金：無料

動かなくなった、音が出な
くなったお気に入りのお
もちゃをトイ・ドクターが
修理してくれます。
11/21（日）
午後 1 時～4 時
料金：無料

日々の風景や想いを言葉に
して詠みましょう。おしゃべ
りをしながら楽しく参加で
きます。
11/21（日）
午後 2 時～4 時
料金：無料
※事前申込制
詳細はやよい図書館まで

あかちゃんおはなし会
(第 4 木曜日)

親子おはなし会
~プチリトミック～

親子で紙芝居を聞き、お話
を想像しながら一緒に動き
を楽しみましょう。
11/13（土）
3 歳～小学生向け
午後 3 時～3 時 45 分
料金：無料
※事前申込制
詳細はやよい図書館まで

作陶の様子

きる」との声がありました。
綿々と歴史と自由な創作を可能にするまで
のノウハウを積み上げてきた愛陶会ではメンバ

ママと一緒に絵本を楽しみ
ます。
11/18（木）
0 歳～3 歳向け

ーの結びつきも強い印象です。新型コロナウイ
ルスが流行する以前には、年に１度日帰りで、
ガラス細工や七宝焼きの体験といった計画が

午前 11 時～11 時 20 分

多く組まれていました。
創作活動には様々な経験で培った技術は

もちろん、お互いの創作が刺激となり、作品に

陶芸作品

も反映されています。

料金：無料
※事前申込制
詳細はやよい図書館まで

大おはなし会

互いに影響し合ってできる作品は、どれも愛
陶会でしかできない作品です。
ネガティブな状況が続いている昨今です
が、陶芸に打ち込んで気持ちの切り替えを図
ってみてはいかかでしょうか。
愛陶会では現在新規参加者を募集してい
ます。興味のある方、新たな刺激を加えて作
品とこれからの愛陶会を創ってみてください。
愛陶会の皆さん

第 130 回
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愛陶会

活動日：毎月第 1・2 木曜日 時間：午前 9 時～午後 3 時 月会費：2, 000 円
入会費：3，000 円 連絡先：03－3852－1431（中央本町地域学習センター）

今回は特別版でミニ科学お
はなし会を行います。
11/24（水）
午後 3 時 30 分～4 時 30 分
料金：無料
※事前申込制
詳細はやよい図書館まで

ママと一緒に絵本を楽しみ
ます。毎月第 3・４木曜日。
11/25（木）
0 歳～3 歳向け
午前 11 時～11 時 20 分
料金：無料
※事前申込制
詳細はやよい図書館まで

絵本の読み語りの後、リト
ミック体験ができるおはな
し会です。
11/26（金）
2 歳～3 歳向け
午前 11 時～11 時 30 分
料金：無料
※事前申込制
詳細はやよい図書館まで

絵本原作のビデオを上映
します。
『わらしべ長者』他
3 本。(内容は変更になる場
合がございます)
11/28（日）
午後 3 時～4 時
料金：無料
※事前申込制
詳細はやよい図書館まで

P3 のサロン、P4・5 の講座は、新型コロナウイルス感染防止対策のため変更または中止
の可能性がございます。予めご了承の程よろしくお願いいたします。
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今月の募集講座

運動

座学

フライデー HIPHOP レッスン
A（全 11 回）

楽に生活できる体づくり
ロコモ体操（全 5 回）

親子でやってみよう
知育・体操（全５回）

声を出してよむ古典
源氏物語

初心者から参加できる空
手教室。空手を通じて心と
体を鍛えましょう。

楽しく踊れるダンスチー
ムを作りましょう。
1/7～3/25 毎(金)
（2/11 除く）

マット運動やかけっこで基
礎運動能力を養います。
1/21～2/25 毎(金)
（2/11 除く）
午前 10 時～11 時

対象：5 歳～小学生
定員：20 人
料金：1,640 円

対象：5 歳～小学生
定員：30 人
料金：7,260 円

ストレッチなどの体操を
行い、運動器官の健康を維
持します。
1/20～3/17（第 1・3 木）
午前 10 時～11 時 30 分
対象：おおむね 50 歳以上
定員：25 人
料金：2,700 円

源氏物語を学びながら、実
際に原文を声に出してよ
んでみましょう。
12/9(木）・26(日）
午後 2 時～4 時
対象：16 歳以上
定員：20 人
料金：無料

はつらつ教室

目覚める脳と体 ゆったり体操
「フェルデン」
（全 10 回）

基礎から学ぶ空手教室

内容が A～D の 4 つのコー
スに分かれて、きめ細やか
に健康をサポートします。

自分の楽な姿勢・質の良い
動き方を学び、若々しい健
康づくりをしましょう。
1/5～3/30 毎(水)
（1/26、2/23、3/23 除く）

午後 1 時 30 分～3 時
対象：65 歳以上
定員：各 20 人
料金：無料

フライデー HIPHOP レッスン
B（全 11 回）

楽しく踊れるダンスチー
ムを作りましょう。
1/7～3/25 毎(金)
（2/11 除く）
午後 5 時～6 時
対象：小中学生
定員：30 人
料金：7,260 円

対象：16 歳以上
定員：16 人
料金：10,000 円

イベント
その他

（全 4 回）
回）

わいわいエアロビクス

ﾍﾙｼｰｴｸｻｻｲｽﾞ

（全 10 回）

（全 8 回）

軽快な音楽とともに運動
不足を解消しましょう。
1/12～3/23 毎(水)
（2/23 除く）
対象：16 歳以上
定員：20 人
料金：5,400 円

ストレッチとﾘｽﾞﾑ体操

楽しみながら、自宅でもで
きる筋力トレーニングを
学びます。

午後 1 時～2 時 30 分
対象：16 歳以上
定員：25 人
料金：3,050 円

こども体操

（全 8 回）

A

（全 9 回）

音楽に合わせて日頃の運
動不足を解消しましょう。
1/17～3/28 毎(月)
午前 10 時～11 時 30 分
対象：16 歳以上
定員：50 人
料金：4,320 円

こども体操

定員：35 組

韓国語入門編

親子で楽しく体操やブロ
ック遊びを体験！運動神
経と脳の発達に役立てま
しょう。
1/14(金)

定員：4 組
料金：100 円

第6期

韓国語初級編

第6期

畳の上で簡単工作体験を
してみましょう。
1/6(木)
午前 10 時 30 分～正午
対象：就学前の子どもと母親
定員：4 組
料金：100 円

中国語入門編

第2期

（全 8 回）

（全 8 回）

（全 9 回）

令和 3 年度 6 回目の韓国
語入門編です。
1/15～3/19 毎(土)
（1/22、2/5 除く）
午前 10 時～11 時
対象：16 歳以上のハングル
文字の読める方
定員：16 人
料金：6,000 円

令和 3 年度 6 回目の韓国
語初級編です。
1/15～3/19 毎(土)
（1/22、2/5 除く）

令和 3 年度 2 回目の中国
語講座です。
1/15～3/19 毎(土)

対象：16 歳以上のハングル
文字の読める方
定員：16 人
料金：6,000 円

対象：16 歳以上でピンイン
の読める方
定員：10 人
料金：6,750 円

B

（全 9 回）

11 月 26 日（金）から募集開始

ボール遊びやリズム体操
で楽しく体を動かしまし
ょう。
1/17～3/28 毎(月)

リズム体操を通して、産後
の体を引き締めましょう。
1/17～3/7 毎(月)
（2/14 除く）
対象：

対象：おおむね 50 歳以上
定員：50 人
料金：4,320 円

定員：20 組
料金：5,040 円

器械体操やリレーなどで
楽しく運動をしましょう。
1/18～3/15 毎(火)

器械体操やリレーなどで
楽しく運動をしましょう。
1/18～3/15 毎(火)

対象：
定員：40 人
料金：3,870 円

対象：小学生
定員：40 人
料金：3,870 円

正月や祈願達成の縁起物
として定番のだるまをカ
ラフルに絵付けしてみま
しょう。
1/29(土）
午後 2 時～3 時
対象：小学 3～6 年生
定員：14 人
料金：500 円

申込方法：窓口・電話・インターネット（一部除く）
受付時間：午前 9 時～午後 8 時（窓口・電話）
午後 1 時～（インターネット）
問合せ ：℡ 03-3852-1431
各講座のイメージ画像右をご確認ください。
窓口

電話

インターネット

※各講座の詳細については、中央本町地域学習センターまでお問い合わせください。
※講座アイコンはイメージ画像もございます。ご了承ください。
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作家

旅

世界一周！読書 の

今月の

11 月８日は、児童文学作家・寺村輝夫の誕生日です。
『わかったさ

今回紹介するのは『イクバルの闘い 世界一勇気ある少年』というパ

んのおかし』シリーズや『ぼくは王さま』シリーズなど、子どもの心

キスタンが舞台のお話です。パキスタン・イスラム共和国はインドや

が踊る作品を多く生み出しています。

アフガニスタン、イランと接している国で、日本の倍ほどの大きさで
す。

今回紹介する本は、わかったさんシリーズに登場するお菓子のレシ

この物語は、両親の借金を返済するために絨毯工場で働く少女・フ

ピ本です。読んでいる時に、「このお菓子を作ってみたい!」と思って

ァティマの目線で進んでいきます。パキスタンの絨毯工場やレンガ工

いた人の気持ちを叶えてくれる１冊となっています。こちらの本では、

場では、大勢の子どもたちがファティマと同じように、奴隷のように

「こんがりおやつ」をテーマに、クッキー、ドーナツ、アップルパイ

働かされています。ある日イクバルという少年がほかの工場からやっ

を紹介。レシピは手順のイラスト付きで、子どもでも挑戦しやすい内

てきました。ファティマにはイクバルが、今までの子や、今いる子と

容になっています。作中の挿絵もあるため、ストーリーを思い出しな
がら、お話の世界に浸ってお菓子作りができますよ。
わかったさんのおはなしを読んで、レシピを見ながら物語のお菓子
を作る…、そんな読書と食欲の秋の両方を満喫してみてください。
（小野）

窓

読書 の

11 月 3 日といえば、「文化の日」の印象が強いですが、実はこの日
は「文具の日」でもあります。文化の発達とともに、文具も発展して
きたことから、文化の日と同じ日に制定されたそうです。

『わかったさんのこんがりおやつ』
寺村輝夫／原文
永井郁子／企画・構成・絵
あかね書房

はどこか違って見えました。そうしてある時、イクバルは工場の主人

『イクバルの闘い 世界一勇気ある少年』
に反逆します。
フランチェスコ・ダダモ／作
この本を読んで、世界中にいる働く子どもたちのことを知り、子ど
荒瀬ゆみこ／訳 鈴木出版
もたちのこれからの未来について考えてみてください。
（細川）

やよい TOPIX
本と 出会う。

再生館セレクト
こちらのコーナーでは、あだち再生館のおすすめ講座と、講座に関
する本を紹介します。
11 月のおすすめ講座は、
「揚水発電の仕組みを学ぼう」です。
『図解

今回紹介する『筆箱採集帳』は、さまざまな職業に就く人たちの筆

未来を考えるみんなのエネルギー②』では、さまざまなエネルギーに

箱を紹介している１冊です。筆箱というと細長いケースが定番ですが、

ついてわかりやすく解説。中でも今後のエネルギーの中心となる再生

持ち主の職業や生活スタイルによって、多彩な形や中身になることも。

可能エネルギーについては、多くの事例が掲載されており、未来を考

例えば、ある水彩スケッチ作家の木製ケース型の筆箱には、鉛筆や消

える機会になります。私たちの暮らしに関わるエネルギーについて学

しゴムの他にパレットが！ さらに水彩紙や水筆絵具も入っており、心

べる１冊です。

動かされる風景を見つけたらすぐ描けるためのラインナップになって
いるのだそう。持ち主の水彩画への強いこだわりが垣間見える筆箱で
す。
他にも芸子さんの和の香り漂うペンケースや、美大生が歯みがきセ
ットを改造して作った中身丸見えの筆箱など、個性豊かな筆箱を見る
ことができます。ぜひ読んで、ご自分の筆箱と比べてみませんか？
（白藤）

こんな本もありますよ
『文房具図鑑』
山本健太郎／著 いろは出版
『文房具のやすみじかん』
土橋正／文 小池壮太／絵
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『筆箱採集帳 増補・新装版』
ブング・ジャム／著 廣済堂出版
福音館書店

『図解未来を考えるみんなのエネルギー
②再生可能エネルギーってなんだろう？』
小泉光久／編著 明日香壽川／監修
汐文社

「揚水発電の仕組みを学ぼう」
■日時：11/27（土）午後 2 時～3 時半
■対象：区内在住小学生（高学年）とその保護者
■講師：栗島小学校 学習支援員 鈴木隆
■内容：CO₂ 削減効果が高く、非常時に役立つ蓄電池が今注目されていま
す。蓄電池のような役割を担っている揚水発電の仕組みを学びま
しょう。
■定員：10 組 20 人 先着順
■費用：無料
■持物：筆記用具
■場所：足立区リサイクルセンター あだち再生館 2 階
■申込：電話・窓口または FAX（住所、氏名・フリガナ、電話番号、
「揚水発電」希望を連絡）
■期限：先着順につき定員満了時
■場所・問い合わせ先：あだち再生館（月曜日、祝日休館）
〒120-0011 中央本町 2-9-1
TEL：3880-9800 FAX：3880-9801
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中央本町センター
クリスマス 2021
メインともいえ

流れ星が輝くイ

る、大きな山形の

ルミネーション。

イルミネーショ

クリスマスの夜

ン。今年はちょっ

空をイメージし

とパワーアップ

ています。

するかも…？

ピカピカと色が

花の形をしたラ

変わるカラフル

イトのイルミネ

なイルミネーシ

ーション。光る花

ョン。中央本町セ

が咲いているよ

ンターをにぎや

うな幻想的な雰

かに輝かせます。

囲気を醸し出し

ています。

中央本町センターでは、恒例のイルミネーションの準備が進められていま
す。今年もセンター入り口を中心に、色鮮やかな電球でライトアップが行
われる予定です。イルミネーションは光を楽しむだけでなく、センター周
辺の防犯の役割も兼ねています。日が沈むのが早いこの時期、中央本町の
周りもあっという間に真っ暗になりますが、イルミネーションはそんな冬
場の夕方に点灯することで、通りかかる方々が安心して夜道を歩けるよう
努めています。
さて、このイルミネーションですが、毎年同じ飾りつけのようにみせかけ

可愛いサンタの

センターの 1 階

イルミネーショ

に設置される巨

ン。点滅すること

大ツリー。近年は

で、サンタが中央

飾りつけもいっ

本町センターを

そう力が入り、ク

よじ登っていく

リスマス感を際

ように見えます。

立たせています。

クリスマス
スペシャルおはなし会
毎年 12 月に開催している特別なおはなし会
です。クリスマスの絵本やパネルシアターを
楽しみましょう！もしかしたらにゃよいやサ
ンタさんがやってくるかも…？

て、実は少しずつ変化しています。年を追うごとにライトの数も増やし、見
てくれる皆様がより楽しめるように飾りつけも試行錯誤しています。そん
な今年は中央本町のイルミネーションのメインである大きな山型のイルミ
ネーションが、いつもとは違う姿になる予定ですので、ぜひ注目して見て
ください。
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12/12(日）
午後 3 時～4 時
料金：無料
※事前申込制、詳細はやよい図書館まで
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住区センター
地域の方が利用できる交流の場。遊びを通して子どもの成長を見守る児童館。趣味や健康づくりで豊かな
生活を支援する悠々館の紹介です。

弘道住区センター

五反野コミュニティセンター

中央本町住区センター

青井住区センター

栗島住区センター

℡03-3840-9354

℡03-3886-2643

℡03-3852-1434

℡03-3852-3750

℡03-3848-3471

西綾瀬２-1−13

中央本町３－15－1

青井 5-11-40-101

中央本町 4-5-2

弘道２-16−１-101

※新型コロナウイルスの影響により、現在は住区センターのイベント紹介はありません。ご了承ください。

足立区生物園
スマホでできる！生きもの撮影テクニック
水槽の中の生きものの写真を撮る際のコツを知り、生き
ものの新たな魅力を発見しよう！(カメラ持参、スマー
トフォンでも可)
11/23(火・祝)
午後 1 時 30 分～3 時
対象：高校生以上
定員：5 人(先着)※当日午前 9 時 30 分より受付
料金：無料(別途入園料)
場所：当日受付にてご確認下さい

徒然あとがき
中央本町センターの冬の風
物詩がイルミネーションな
ら、夏の風物詩は玄関のグ
リーンカーテンでしょう
か。皆さん今年のグリーン
カーテンは見てくださいま
したか？

今年はサンパラソルジャイ
アントという、大きな花が
咲くグリーンカーテンを育
てました。

７月からぐんぐん成長し、
9 月にはカーテンの頂上ま
で鮮やかな花を咲かせ、た
くさんの利用者の方に褒め
ていただきました。

夏と秋を彩ってくれたサン
パラソルジャイアント。来
年のグリーンカーテンも楽
しみですね。
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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。

環

状

７

号

線
栗島中学校

栗島小学校

国

シェア畑
足立青井

東中央公園

道
足立区役所

４

中央本町
保育園

号

青井高校

ここでーす！

線

(

のびのび広場

日
東京都水道局

中央本町センター

光
街

やよい保育園

道

弘道交番

)

あだち再生館

「四ツ家町」
バス停

中央本町保健総
合センター

足立弘道郵便局

五
反
野
駅
前
通
り
銀
座
会

足立高校
JA 東京

弥生小学校

五反野駅
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