
03-3850-2618
03-3850-2623

〒121-0061
足立区花畑4-16-8

花畑地域学習センター・体育館・図書館
編集・発行 / 指定管理者 /TM・アズビル共同事業体
発行日 :平成28年 4月 1日

今月のイチオシ講座・・・・・表紙
講座情報・・・・・・・・・・・１～2
イベント・サロン情報・・・・・・3
図書館だより・・・・・・・・4 ～7

お客様の声・サークルレポート・・・・・・8
筋肉エクササイズ・アクセス・・・・・・・9
利用者団体・交通安全の呼びかけ・・・・10
ビオトープ便り・・・・・・・・・・ 裏表紙

月号 学びてときに之を習ふまた説ばしからずや

Hanahata 
Community 
News Papervol.花畑フレンズ

20164
37

FAX
TEL

free
ご自由にお取り
ください。

料金：各1,000円各12人まで

木

体験講座テニス１日

午前 午前

※おおむね60歳以上

11時00分から

12時00分まで

 9時30分から

10時30分まで

ラケットの握り方や打ち方の基礎が習得できます。

※4～ 6歳

4時45分から

5時45分まで

3時30分から

4時30分まで

※小学生

ラケットの握り方や打ち方の基礎が習得できます。

午前 午前
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編み物好き向けあみぐるみ教室（3 日制）編み物好き向けあみぐるみ教室（3 日制）

一般・高齢者向け講座

AM9：00より
  受付開始！

子どもの造形美術教室Ａ/Ｂ(4日制)

親子・子ども向け講座

子ども運動能力向上教室 A/B (4日制)

初心者向け
「ミニトマトの植え方育て方教室」図書館の怪談

赤ちゃんとママのためのベビーマッサージ

UP!

講座案内

時間・日付 費用講師 場所人数・対象1

学習

運動 ネット
予約可能

親子
子ども向け

一般
高齢者向け

5/21・28、6/4 のいずれも土曜日
午後 1時 30 分～ 3 時 30 分
1,490円

ほし みつき

第2学習室

15人

子ども自身のもつ、感性を養います。絵画をベースにした
美術教室です。

5/12・19・26

各 1,490 円

石峰 恭子

第1･2 学習室

各 20人

Ａ:午後2時45分～3時45分
Ｂ:午後3時55分～4時55分

Ａ:3歳～就学前の子ども
Ｂ:小学生　

ミニトマトの植え方と育て方を座学と実践で学んでいきます。
ミニトマトを植えたプランターをお持ち帰りいただきます。

5/15（日）
午前 10 時 30 分～正午

1,940 円

栗本恵美子

センター中庭、第 1学習室

15 人 ※6 歳以上の方（小学生以下は保護者同伴）

江戸時代に誕生した名作怪談から現代の都市伝説の朗読など。
語り部本人の実体験による実話怪談も披露します。

5/21（土）
午後 1時 30 分～ 2 時 30 分

無料

牛抱せん夏／怪談師

レクリエーションホール

30 人

ベビーマッサージを通してお子様に手を触れてコミュニケーション
を取ります。お母様のためのタッチケアも行います。

4/14・5/12,26 のいずれも木曜日
午前10 時～ 11 時 30 分

1 回 1,130 円

高橋みちる／ぶどうの木

教養室

各 10 組

※小学生以上

※2 ヶ月～ 1 歳未満の子どもと母親

基礎運動能力を高めるためのレッスンを行います。跳び箱、マット運動や
鉄棒などを用いて運動能力を伸ばします。（保護者同伴可能）

5/6～27の
毎週金曜日

各1,360円
後藤 尚美

レクリエーションホール

各15人
Ａ:4歳～就学前の子ども

Ａ: 午後 3時 30分～ 4時 40分
Ｂ: 午後 4時 50分～ 6時

Ｂ:小学1～3年生

※かぎ針が使用できる方

編み物中上級者向けのあみぐるみ教室です。プロのあみぐるみ作家から
学べます。

美文字講座美文字講座

5/12（木）・19（木）
午後 7時 30 分～ 8 時 30 分
1,380円

伊藤 紫扇 (しせん)

第 1学習室

15人

ボールペンや筆ペン、つけペンなどを活用して季節や流行に沿った
テーマで開催しています。

いずれも毎週木曜日

楽しく親子体操（4日制）
親子で一緒に運動します。保護者には運動不足解消を図り、フープや
マットを使って子どもには体の使い方を覚えてもらいます。

5/23 ～ 6/13 の毎週月曜日
午前 10 時～ 11 時

2,280 円

足立区フィットネス連絡会

レクリエーションホール

15 組 ※2 歳～ 3 歳の子どもと保護者



美しい姿勢を作るフラメンコ
　　　　　　　　　　【入門】（3日制 ）

はつらつ体操教室（7日制）はつらつ体操教室（7日制）

日常の生活で歪んだしまった身体をフラメンコを通じて整えていきます。
基本ステップを踏む練習など、初心者向けのプログラムとなっています。

5/7・14・28 のいずれも土曜日
午前 9 時 45 分～ 10 時 45 分

1,350円

宮内 さゆり

レクリエーションホール

20人 ※16歳以上の女性の方

4/12（火）・4/26（火）
午後1時～2時30分

無料

内田 恵美子・後藤 尚美

レクリエーションホール

20人

65歳以上の高齢者を対象とした介護予防教室です。転倒防止や姿勢改善
など月ごとにテーマを決めて、軽度の筋力トレーニングを行います。

園芸ボランティア養成教室（4日制）園芸ボランティア養成教室（4日制）楽しく学ぶ

　「韓国語講座」Ａ／Ｂ(4日制 )
楽しく学ぶ

　「韓国語講座」Ａ／Ｂ(4日制 ) この教室は経験のない方でもどなたでも参加することができます。
実際に当センター花壇に植栽します。楽しんで学びましょう。

4/5 ～ 26の毎週火曜日
午前 10時～ 11時 30分
無料

栗本 恵美子

第1学習室・センター庭

10人

楽しく韓国語を学習していくことを目的としています。

5/12 ～ 6/2 の
毎週木曜日

各4,500円

李英心／「カササギサークル」講師

第2学習室

各15人 Ａ：ハングル文字を読み書き、発音できる方
Ｂ：初めて韓国語を習う方

Ａ: 午後 1時 30分～ 2時 30分
Ｂ: 午後 2時 30分～ 3時 30分

実務に役立つ

日商簿記検定2級講座（24日制）
実務に役立つ

日商簿記検定2級講座（24日制）

4/16 ～ 11/12
の毎週土曜日　午後1時 30 分～ 3 時 30 分

19,218円

辰巳晃一 /辰巳税理士事務所　

第3学習室

20人

11月に開催される日商簿記検定3級の試験に合格に向けた学習講座です。

（6/11・7/9・8/13,20・9/10・10/8・11/5 を除く）

わかりやすい
日商簿記検定3級講座（24 日制）
わかりやすい
日商簿記検定3級講座（24 日制）

4/16 ～ 11/12
の毎週土曜日　午前10時～正午

15,822円

辰巳晃一 /辰巳税理士事務所　

第3学習室

20人

11月に開催される日商簿記検定3級の試験に合格に向けた学習講座です。

（6/11・7/9・8/13,20・9/10・10/8・11/5 を除く）

メリハリボディを作る簡単
　　　　　　　 サーキットトレーニング
メリハリボディを作る簡単
　　　　　　　 サーキットトレーニング

4/22（金）
午後2時～ 3時10 分

450円

山下 愛 (SkyLive-R)

トレーニングルーム

10人　

脂肪燃焼効果の高いサーキットトレーニングを行います。

※トレーニング証をお持ちの
　16歳以上の女性の方

女子トレ会「ピラティス」女子トレ会「ピラティス」

4/24（日）
午前10時～11時 30分

700円

山下 愛 (SkyLive-R)

レクリエーションホール

10人

ピラティスは、もともとリハビリを目的として考案された運動です。
自宅でもできるピラティスのポーズを一緒に学んでいきましょう。

※16歳以上の女性の方

※65歳以上の方

はにわ屋のヘルシー料理教室はにわ屋のヘルシー料理教室

5/10( 火 )
午前 10時30分～正午

990円

内藤 香代子（はにわ屋）

料理室

16人

野菜や果物など使用した健康志向の高いアレンジレシピを活用した
料理教室です。

「ベイクドチーズケーキ」「ベイクドチーズケーキ」
花畑の料理「中華ちまきと杏仁豆腐」花畑の料理「中華ちまきと杏仁豆腐」

5/12（木）
午前 10 時～午後 1 時

1,040円

中村つや子、瓜生純子

料理室

20人

ベテラン主婦になっても、目からウロコのアイデア料理を教えます。足立区
栄養士会の講師だから栄養バランスやカロリー計算もばっちりです。

korea



アミーコマンメが唄う昼のミニコンサート

花畑おもちゃ病院当日絆はなはた当日

当日
歌って楽しく健康に

「うたごえ仲間」
当日 ユーモア川柳

時間・日付 費用講師 場所人数・対象3

インターネットでの
ご予約は13：00より
受け付けております。03-3850-2618

受付開始! お電話及び総合窓口
にてAM9：00より

4/12（火）・26（火）

1回200円
レクリエーション
ホール
各50人

参加者同士、一緒に唄う教室です。
楽しく唄いましょう。

午後2時50分～4時30分
4/10（日）
午後1時30分～3時30分
800 円

見川 文雄
第 1学習室 

20人

ユーモアあふれる川柳を創りながら
仲間と交流を図るサロン型教室です。

参加者同士でテーマを決めずに
会話を楽しみます。

4/6～ 27の毎週水曜日
午後2時～3時
無料

地域包括支援センター
はなはた
教養室

各20人

4/22（金）
午後1時～4時
無料

あだちトイ･ドクターズ

ホール

なし　どなたでも
※修理内容によって部品代を
　 実費分いただくことが
    ございます。

こわれた「おもちゃ」を基本無料
で修理します。

4/23（土）
午後 3 時～ 3 時 30 分

無料

東京都立淵江高等学校　演劇部
センターホール

50人

当施設近隣の都立淵江高等学校演劇部が昔話等を演劇で表現します。

4/10（日）
正午～午後 0時30分
無料

アミ―コマンメ

センターホール

どなたでも

「アミーコマンメ」による歌とピアノのミニコンサートです。
春らしくときめくような恋の歌をお送りします。

川川

柳

当日 ITサロン

4/2（土）・4/15（金）
午後2時～4時
200円

ＩＴサロンボランティア
第 1学習室 

20人

各参加者のレベルに合わせた
パソコンスキルアップのサロンです。

当日に参加ができます

4/23（土）
正午～午後 0 時 30 分

無料

金武舞

センターホール

どなたでも

センターホールで聴けるピアノコンサートです。

花畑ランチタイムコンサート

高校演劇部による劇で
                  楽しむおはなしの世界4

イベント情報



イ ベ ン ト 情 報 ！

春のこども
読書週間イベント
春のこども

読書週間イベント

はじまり
ティーンズ

列車旅
一般

今月の今月の

ハナハト工作会

特集コーナー特集コーナー

家
じどう

2016
月号

高校演劇部による
劇で楽しむおはなしの世界

夜のおはなし会（大人向け）夜のおはなし会（大人向け）

4

　マスコットキャラクターハナハトの万華鏡
を作ってみませんか？
　好きな色のビーズをいれたり、かわいくかざっ
て、自分だけの万華鏡をのぞいてみましょう。
　　 4/30（土）PＭ3：00～ 4：00

花畑地域学習センター　２階　工作室

小学 3年生以上（小学生対象）
【定員】 6 名
〈持ち物〉油性カラーマジック

4/2（土）ＰＭ7：00～ 7：40
花畑図書館　幼児室

【対象】１６歳以上（お子様同伴可）
【定員】 20 名

　図書館員によるおはなし会です。お気軽に聞き
に来てください。
　絵本「注文の多い料理店」、ブラックライトで光
る紙芝居などを予定しています。

花畑図書館のカウンター・電話にて受付中
03-3850-2601

花畑図書館のカウンター・電話
にて受付中　
　　03-3850-2601

4/23（土）～ 5/15（日）
　
花畑図書館　児童コーナー

　都立淵江高等学校・演劇部による公演をお楽し
みください。
　「狼と少年」「桃太郎」を予定しています。

4/23（土）
ＰＭ3：00～ 3：30
花畑地域学習センター
１階ロビー
小学生向けの公演ですが、どなた
でもお楽しみいただけます。

※直接会場にお越し下さい

花畑図書館　　03-3850-2601

４月の外国語おはなし会は
30日（土）です。

　テーマにそった本をかりて、お城をたてよう。
お城をたてたあとは、仲間をあつめよう。「しれい」
をクリアすると、仲間がふえるよ。
　自分だけのお城をつくろう♪

「ハナハット」

お申込み・お問い合わせ
お問い合わせ

お申込み・お問い合わせ

4 ３7



『悩みが解決する友だちづきあいのコツ』 宮田　雄吾／著
江田　ななえ／絵　学研

ティーンズ

『さかさまになっちゃうの』

『おとなりのおんがくか』

クレア・アレクサンダー／作　福本　友美子／訳
　ＢＬ出版

児童

児童

渋谷　純子／著　フィルムアート社

5

図書館の秘密

　今日は、アルフィーが通っている学校の校長先生のたんじょう日！
一人一人、校長先生のためにおいわいのカードを書くことにしました。
さっそくバースデーカードに絵をかいていると、ねこ先生は、カード
に字も書こうねと言います。じつはアルフィーは、字をうまく書くこ
とができません。さかさまになってしまいます。他のみんなはどんど
ん書いています。
　なやんでいると、クラスメイトのジャックが声をかけてくれます。
さて、アルフィーは字が書けるようになるのでしょうか？

　４月は、新しい友人との出会いの月で
すね。入学式などでたくさんの出会いが
あります。
　新しいクラスメイトと、仲良くなれる
だろうか、上手く話しかけられるだろう
か。そんな不安があると思います。そん
な時に、役に立つのがこの本です。

　この本では、友人とのトラブル解決テク
ニックや、恋や友情のお助けコーナーなど、
人間関係の悩みをどう乗り越えていくかが
書かれています。
　素敵な友人関係
を築いてみません
か。

　図書館に記念日があるのをご存知でしょうか。４月 30日です。
　1950年のこの日、図書館の設置や運営に関する法律「図書館法」が公
布されました。これを記念して、1971年に「図書館記念日」が制定され
ました。
　花畑図書館の入口から右側の所にある平台の 4月の特集は「ようこそ
図書館」です。図書館に関する本を集めました。ご利用ください。

　文字のない絵本にはいろいろな楽しみがあります。男の子と女の子に
大すきな名前をつけて、二人の会話を自由に作ってみてください。また
森のえんそう会のきょくもくや、アパートじゅう人のかんせいの大きさ
も、自分できめることができます。
　音楽がながれると、白黒の絵に色がついていきます。二人がヴァイオ
リンとピアノのえんそうをすると、だんだんいきが合っていきます。合
わさった時の色がとてもカラフルできれいです。
　音をそうぞうしながら、絵を楽しんでみてください。

No.37「図書館記念日」



イ.ながめせし　ロ.かおりたつ　ハ.かぜにまう

特急・急行

この小説って、どんな内容だったかな

鼠入　昌史・松原　一己／著
双葉社

日本現代小説大事典　
増補縮刷版

浅井　清・佐藤　勝/編者
明治書院

今月紹介した本

トレインマーク図鑑

（答えは、つぎのページを見てね）
6

花の色は　　移りにけりな　いたづらに

わが身世にふる　　　　　　　間に　　

小野小町

　図書館や本屋に行って、小説を買う時に
何を頼りに本を選んでいますか。
　興味がある作家の本、賞を受賞している
本、ＰＯＰが面白そうなど、いろいろな理
由で本を選んでいると思います。でも、タ
イトルや本の帯だけでは本の内容まではわ
かりません。
　今回紹介するこの本には明治・大正・昭
和・平成の日本文学の小説作品・作家につ
いて、およそ2200点の作品、及び1500名
の作家を解説しています。

　日本文学の代表的な作品のあらすじとみ
どころが載っており、平成15年7月下旬ま
でに発行された本が含まれています。
　前に読んだ小説の内容を確認する、気に
なる作家さんの小説を気軽に調べられる、
読んでおもしろい事典です。

　　　　　

　3月26日に北海道新幹線の新青森～新函
館北斗間が開業します。
　一方で、ＪＲ線で最後まで走っていた急
行列車「はなます」が廃止されます。
　昨年「はなます」に乗車して印象に残っ
たのは、機関車の正面に飾られたヘッドマ
ーク。黄色地に赤いハナマスの花が鮮やか
に描かれており、寒い青森駅で撮影したの
を思い出しました。
　この本は、列車の正面を飾るトレインマーク

の由来とデザインを紹介しています。マークは
丸型・四角型が多い中、「特急ふじ」はなんと
富士山の形にマークが
デザインされていました。
　トレインマークを見て
いると昔の旅行の記憶を
思い出すかもしれません
ね。

上野駅から出発する特急カシオペア→



4

中高生ボランティア
活動日

毎月第3土曜日
PM1：00～5：00

がいこくごおはなし会
4月30日土曜日

PM3：20～3：50
ようじしつ

夜のおはなし会
4月２日土曜日

ＰＭ7：００～7：40
ようじしつ

こどもえいが会
毎月第４水曜日

PM3：20～3：50
ようじしつ

ハナハト工作会
4月30日土曜日

ＰＭ3：００～4：00
2階工作室

あかちゃんおはなし会
毎月第３水曜日

AM10：45～11：05
ようじしつ

あかちゃんタイム
毎月第１水曜日

AM10：00～12：00
児童コーナー

おはなし会
毎月第１・２・３水曜日

PM 3：20～3：50
ようじしつ

高校演劇部による
劇で楽しむ

おはなしの世界
4月２3日土曜日

ＰＭ3：００～3：30
1階ホール

大人の絵本サロン  4月２６日火曜日
ＰＭ2：００～3：30  2階第三学習室

春の子ども読書週間：4月23日（土）～5月15日（日）まで
図書館じどうコーナーでイベントかいさい中

※クイズの答え　ハ:ながめせし
　春の長雨と「眺めす」という動詞が
　かけてある。

発行：指定管理者 ＴＭ・アズビル共同事業体
足立区花畑図書館 〒121－0061 足立区花畑4－16－8 
電話:03－3850－2601
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　小学校2 年生の時、友達の家に『小公女』
や『マッチ売りの少女』等の子供向けの全集
があり、羨ましく思っていました。そんな頃
好きな本を1 冊買ってもらえることになり、
嬉しくて、とびきりの1 冊を選びました。ヴィ
クトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』。箱入り
で本体は緑の表紙。500ページ位あったでしょ
うか。本当にこれでいいの？と何度も聞かれ

ましたが、あんな子供っぽい児童書ではなく、
ちゃんとした本だ！と大満足でした。しかし、
当然のことながら、読むのは一苦労。漢字は
読めないし、意味もよく分からず、何度も始
めから読み直し、4 年生の時やっと読み終え
ました。今では、よく本が嫌いにならなかっ
たなと思います。また、読んでみようかな。
あの本、図書館にあるといいな。



活動を再開！

発声練習で大きく高い声に

一緒に楽しく歌いませんか？

顔は上げて、 歌声を胸に
響かせるように。

毎週水曜日　
10 ： 00 ～ 12 ： 00 

入会金 ： 1,000 円
月謝 ： 3,500 円

レクリエーションホール

今月のサークル紹介今月のサークル紹介 アプリコット ・ フレンズ

合唱が好きな方は是非！ご参加ください！

歌だけでなく表現も練習
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※掲載のご意見は紙面の都合上、一部省略修正して記載しております。ご了承ください。公序良俗に反するご意見ご質問等お答えできない場合もございます。

センターでは１階入口と２階通路の一角にお客様の声ボックスを設けています。
「もっと〇〇してほしい」「××はどうしてなの？」などなんでも結構です。
お客様のご意見ご要望をお寄せください！最近寄せられた声を一部ご紹介します。

ありがとうございます。お客様からのお声は、
私たちスタッフ一同にとって大変励みになり
ます。
当センターは『笑顔でお迎え』をスローガン
として掲げております。今後も親しみやすい
センターになるよう努めてまいります。

図書館にはこれ以上閲覧席を設けることができ
かねますが、2月よりセンター2階ホール（住区
集会室前）に机を設置し、勉強スペースといた
しました。ぜひご活用ください。ご使用には申請
が必要となります。詳しくは1階総合窓口まで
お問合せください。

挨拶がとてもいいです。

図書館の勉強するところが少ないです。

増やすことはできませんか？

　アプリコットの花言葉は「乙女のはにかみ」です。
女性コーラスサークル『アプリコット・フレンズ』は、
仲良く、そして「いつまでも乙女心を忘れずに」をモットー
に女性 12人で活動しています。昨年11月からは、当セ
ンター『昼のミニコンサート』でおなじみのアミーコマ
ンメ鵜澤さんを講師に招き、新たに活動を再開しました。

　レッスンは、15 分程度の発声
練習から始まります。「2 本指が入
るくらい口を縦に大きくあけて」

「目や眉毛を上に引き上げるイメー
ジで顔を開いて」「高い声は喉で出
そうとするのではなく腰でぐっと支
えて」など、具体的な指導が入りま
す。アドバイスを受けるごとに、皆
さん大きな声で高い音まで出せるよ
うになっていくのを感じました。

　発声練習が終わると
歌い方や表現方法の練
習です。この日は『カ
チューシャの唄』『未来
へ』『野に咲く花のよう
に』の 3 曲を歌いまし
た。

　1998 年に Kiroro（キロロ）が発表した『未来へ』
は、合唱用にアレンジされ卒業式などでもよく歌わ
れています。リズムを取るのが少し難しいとのこと
でしたが、手を叩いてリズムを確認したり手振りで
歌詞の表現を学んだりしながら、表情豊かに歌える
ように練習していきました。

　7 月に西新井文化ホールで行われる『春のふれあ
いコンサート』に向けて、今は様々なジャンルの歌
を練習しています。合唱が好きな方、一緒にステー
ジに立ちたい方、アプリコット・フレンズに参加し
てみませんか。

ひとつひとつの言葉を
丁寧に歌います。



もともとはリハビリとして

ピラティスをすることで…

80歳を超えても現役でピラティス指導

文・イラスト/山下愛

文・イラスト/山下愛

花畑地域学習センター：4月17日（日）
花畑図書館：4月17日（日）・4月28日（木）
花畑住区センター：日曜・祝日
花畑区民事務所：土曜･日曜･祝日

休館日の
お知らせ

ピラティス
すぐわかる筋肉 其の18エクササイズ
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　ピラティスとは、20世紀はじめにドイツ人のジョセ
フ・Ｈ・ピラティス氏が考案したエクササイズです。
元々は負傷兵のリハビリとして、ベッドの上でも
できるものとして考案されました。 筋力トレーニング、
呼吸法、メンタル的な要素を含み、当時は「コントロ
ロジー」と呼ばれていました。 筋肉を痛める事なく、
自分の身体や心をコントロールするようなエクサ
サイズである為、姿勢を正し、柔軟性と強さをバラン
ス良く得られ、しなやかな動きにもつながります。

　そして、リラックスする
だけではなく、適度な刺激
により集中力を高め精神的
な強さを養います。ですの
で、年齢、性別、職業問わず、
どなたにでもおすすめした
いエクササイズです。

　私がピラティスの素晴らしいと感じる部分の１つ
は、ピラティス氏の一番弟子の方々は、今もなお現役
でピラティスの指導をされている点です。 私は、
そのお弟子さんの 1 人、ロリータ氏に2回ほどお会い
しましたが、80 歳になっても綺麗な姿勢でハッキリ
とした指導をされている姿に感動しました。 彼女は
自身のスタジオで、毎日ピラティスをされているそ
うです。

　ピラティス氏の「10 回
で気分が良くなり、20 回
で見た目が変わり、30 回
で身体のすべてが変わる」
という言葉を、ぜひ味わっ
てみませんか？ 

竹の塚駅からバスでお越しの場合

綾瀬駅からバスでお越しの場合

併設施設

駐車場

休館日

アクセス

・東武バス竹１５系統【竹ノ塚駅東口⇔花畑団地】「団地入口」下車５分
・竹１６系統 【竹ノ塚駅東口⇔花畑団地】「花畑区民事務所入口」下車５分

  年末年始（１２/２８～１/４）毎月１回の館内環境整備日
（原則第３月曜日、祝日の場合は翌日）その他機器点検整備など
　※臨時休館あり

・東武バス綾４０系統【綾瀬駅⇔花畑団地】「花畑三丁目」下車７分

２６台（障がい者スペース１台）

花畑図書館・花畑区民事務所・花畑住区センター

花畑西
小学校郵便局

公園

スーパー

団地入口

花畑区民事務所
入り口

花畑地域
学習センター

集中力
の向上

リラックス
効果

パーソナルトレーナー
FTPマットピラティスベーシック

介護予防運動指導員

山下愛プロフィール

当センターの 【女子トレ会】 と
【サーキットトレーニング】 を担当

毎月第4日曜日
午前10 時～11時30分

    レクリエーションホール
※詳しくは 2 ページをご覧ください

女子トレ会 「ピラティス」
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利用者団体よりテント寄贈

「交通安全のよびかけ」
　既に新聞等の報道でご承知のことと存じますが、平成 28 年 2 月15 日の午後 2 時ごろに、区内の小学
1年生が下校時に横断歩道を横断中に右折してきたトラックに轢かれて亡くなるという痛ましい事故が
発生しました。都内では、2 月9 日から 17 日までの 9 日間に、7 件 7 人の交通死亡事故が発生

　当センター利用者懇談会の 2月24日において、ふれあいまつり実行
委員会と利用者団体から、ふれあいまつり20 周年を記念しテントが
寄贈されました。
　当センターでは以前から、おまつりやイベントを開催する際は、併設
施設の住区センターが所蔵する行事用テントを借りていました。それを
知った実行委員会（鈴木雅三委員長）が「20 周年記念事業の一つ
としてセンターへテントを寄贈したい」と役員会や利用者懇談会で
提案し、資金を募りました。

　贈呈式では、実行委員長よりセンター所長へ目録が渡されました。
実際にセンターにテントが届いたのは2月26日金曜日です。「花畑地域
学習センター」と名が入った１張をいただきました。

2. 交差点や道路を横断するときには、横断歩道
　 や歩道橋を利用する。

5. 自転車に乗るときは、必ず
　 ヘルメットをかぶる。3. 信号が青の時でも、左右の安全

　 を確かめてから横断する。

4. 一時停止の標識のある場所や    
　見通しの悪い場所では、必ず
　止まって安全を確かめる。

1. 道路を横断するとき、周りをよく見て車
　 の運転手と目を合わせて安全確認する。

「テントの寄贈深く感謝申し上げます。今後様々な事業に
活用させていただきます。花畑地域の学習活動や仲間
づくりが一層活発になることを期待しております。」

足立区

地域文化課長より

「テントを頂きありがとうございました。大切に使います。」センターより

団体の皆様から素敵な贈り物を頂きました

道路を横断するときには必ず確認しよう！



「美しいまち」は「安全なまち」

ビューティフル・ウィンドウズ運動展開中

一人ひとりのちょっとした気づかいでまちは
もっともっと美しく安全になります。

みなさんで犯罪のない美しいすみよいまちを
つくっていきましょう。

花畑地域学習センター

はじめました！
AED設置施設

Automated External Defibrillator
当センターはお客様の安全にも心がけて
おります。安心してご利用ください。

ビオトープ便り

桑袋ビオトープ公園桑袋ビオトープ公園

TEL : 03‐3884‐1021
FAX：03‐3884‐1041 bio-park@ces-net.jp

http://ces-net.jp/biotop/
〒121‐0061 足立区花畑8‐2‐2 
桑袋ビオトープ公園桑袋ビオトープ公園

ミニ
プログラム

『自然のあそび屋台』

当日
申込

『春の植物で遊ぼう』

事前
申込

『公園管理ボランティア 6期生募集』

イベント情報イベント情報月4

※イベントの受付は開始１５分前からになります。

タンポポの草笛や草相撲など、春に見られる植物で草花遊びを
楽しもう。

4月10日（日）
14:00 ～ 15:00
20人（先着順）
どなたでも（未就学児は保護者の参加が必要）　
無料

※イベントの受付は不要。当日直接会場へ

生き物観察や野草を使ったクラフトなど、春ならではの自然の
見どころや遊びを園内に出す屋台で紹介するよ。

4月3日（日）・17日（日）・24日（日）・29日（金祝）　
14:00 ～ 14:30

どなたでも
無料

4月9日（土）
10:00～12:00
20名（抽選） 高校生以上
無料

園内のため池やハス田などの水辺環境を、生き物が利用しやすいように
整える管理ボランティアを募集するにあたり、参加希望者に向けて
説明会を行います。

申込〆切：4月 5日（火）必着
申込方法：往復ハガキまたは FAXに参加希望者全員の住所、氏名（ふりがな）
　　　　　年齢、電話・FAX番号及び「公園管理ボランティア説明会参加希望」
　　　　　と明記の上、当公園へ送付もしくは、直接窓口へ。


