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古今亭ちよりんさんと林家ななこさんによる
落語を体感して下さい。

pm2時～

ご自由にお取り
ください。

ご自由にお取り
ください。

今
月
の
イ
チ
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シ
講
座

30人330円

花畑寄席花畑寄席

古今亭
ちよりん
古今亭
ちよりん

小学生以上

日本の伝統文化である落語を楽しもう！

林家
ななこ
林家
ななこ



子どもの造形美術教室Ａ/Ｂ 子ども運動能力向上教室 A/B

赤ちゃんとママのためのベビーマッサージ

4日制 5日制

キッズテニスＡ/Ｂ 5日制

親子・子ども向け講座

UP!

大人のぬり絵広場大人のぬり絵広場 美文字講座美文字講座

かんたんミニテニスかんたんミニテニス 5日制 ゆっくりミニテニスゆっくりミニテニス 5日制

一般・高齢者向け講座

5/26
AM9：00より

  受付開始︕

7/7 ～ 28の毎週木曜日

各 1,820 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

ベビーマッサージを通してお子様に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。

7/14（木）・28（木）
午前10時～11時30分
1回 1,130 円
高橋みちる / ぶどうの木・看護師
教養室
各10組

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。

7/1～29の
毎週金曜日
各1,700円
後藤 尚美
レクリエーションホール

各15人

Ａ:午後3時30分～4時40分
Ｂ:午後4時50分～6時

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。

6/28（火）
午前 10 時～正午
650円
石峰 恭子
工作室
16人

指先が器用で表現力も豊かな大人だからこそ楽しめるぬり絵
の広場です。

7/14（木）・21（木）
午後 7時 30 分～ 8 時 30 分
1,180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。

7/7 ～ 8/4 の毎週木曜日
午前 11 時～正午
4,120円
ネオインドアテニス西新井
体育館
12人

健康管理や運動不足解消に！テニスが初めての方や多少の
経験がありもう一度基礎からやり直したい方等おすすめです。

7/7 ～ 8/4 の毎週木曜日
午前 9時 30 分～ 10 時 30 分
4,120円
ネオインドアテニス西新井
体育館
12人

健康管理や運動不足解消に！テニスが初めての方や多少の
経験がありもう一度基礎からやり直したい方等おすすめです。

※おおむね60歳以上

講座案内
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

Ａ: 3歳～就学前の子ども
Ｂ: 小学生　

7/7 ～ 8/4 の毎週木曜日

各 4,120 円
ネオインドアテニス西新井

体育館
各12人

Ａ:午後3時30分～4時30分
Ｂ:午後4時45分～5時45分

ラケットの握り方や打ち方の基礎が習得できます。弾みにくい
ボールを使用しますので、初心者でもラリーが行なえます。

Ａ: 4 ～ 6 歳
Ｂ: 小学生　 ※2ヶ月～1歳未満の子どもと母親

Ａ: 4 歳～就学前の子ども
Ｂ: 小学 1 ～ 3 年生

時間・日付 費用講師 場所人数・対象1



認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

はつらつ体操教室はつらつ体操教室

園芸ボランティア活動支援園芸ボランティア活動支援

サーキットトレーニングサーキットトレーニング
女子トレ会「ピラティス」女子トレ会「ピラティス」

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 花畑の料理

      「冷やしうどんとサモサ」
花畑の料理

      「冷やしうどんとサモサ」「あんずジャムとスコーン」「あんずジャムとスコーン」

編み物好き向けあみぐるみ教室 3日制

骨盤＆姿勢エクササイズ骨盤＆姿勢エクササイズ 10日制浴衣着付け教室浴衣着付け教室 3日制

メリハリボディを作る簡単

6/23（木）
午前 10 時 30 分～正午
無料
地域包括支援センターはなはた
第1･2学習室
40人

認知症についての正しい知識と介助・サポートボランティア
としての意識を持ってもらう教室です。

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。

7/16・23・30 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・工作室

15人 ※かぎ針が使用できる方

6/14（火）・6/28（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軽度の筋力トレーニングを行います。

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、
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。

6/7 ～ 28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

7/5 ～ 9/27 の毎週火曜日
午前10時～11時30分
5,600円
林田 玲子

レクリエーションホール

20人

出産や加齢に伴い歪みを生じた骨盤と姿勢を改善する
ストレッチやエクササイズを行います。

6/24（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

6/26（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学びます。

※16歳以上の女性の方

※16歳以上の女性

※65歳以上の方

7/5（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

野菜や果物などを活用した健康志向の料理教室です。

7/14（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

足立区栄養士会所属の講師によるバランスの良い料理教室です。

※7/19・8/16・9/20 を除く6/29・7/6・13 のいずれも水曜日
午前 10 時～正午
990円
橋本 翠
教養室（和室）

15人

夏の風物詩である「浴衣」の着付け方法を学習して外出して
みましょう！初心者から習い直したいという方、大歓迎です。

※16 歳以上の女性

2



当日 当日

当日 当日 当日

花畑おもちゃ病院絆はなはた

「うたごえ仲間」 ユーモア川柳
歌って楽しく健康に

昭和歌謡曲ショートコンサート

花畑地域学習センター：6月20日（月）
花畑図書館：6月20日（月）
　　　　　　6月30（木）
花畑住区センター：6月20日（月）・日曜
花畑区民事務所：土曜･日曜

休館日の
お知らせ

当日に参加ができます

ITサロン

美しい姿勢を作るフラメンコ 入門 5日制基礎から始める太極拳教室基礎から始める太極拳教室 10日制

音楽レクリエーションでずっと元気教室音楽レクリエーションでずっと元気教室

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

日常の生活で歪んでしまった身体をフラメンコを通じて
整えていきます。ステップの基本練習などの初心者向けです。

7/16 ～ 8/13 の毎週土曜日
午前9時 45分～10時 45分
2,250円
宮内 さゆり
レクリエーションホール
20人

6/30（木）
正午～午後 0 時 30 分
無料
からたちの花
センターホール
どなたでも

センターホールで聴けるシルバーデュオ「からたちの花」
によるギターと電子ピアノを使った演奏です。

7/4 ～ 9/26 の毎週月曜日
午後1時30分～3時
3,400円
青木カヤ /足立区武術太極拳連盟
レクリエーションホール
20人

太極拳に必要な柔軟・筋力づくりを行います。肩の力の抜きかた
胸の開き方・腰の使い方を学ぶことができます。

参加者同士でテーマを決めずに
会話を楽しみます。

6/1～ 29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

6/24（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

こわれた「おもちゃ」を基本無料
で修理します。

6/14（火）・28（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。

6/12（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。

午後2時50分～4時30分

※7/18・8/15・9/19 を除く

6/22（木）
午後1時30分～2時30分
340円
矢島 絵里子
レクリエーションホール

20人

音楽を使った指先の運動や体操、頭を使うクイズ等を行い、口や
体を動かして健康維持に向けたレクリエーションを行います。

6/4（土）・6/17（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。

3 時間・日付 費用講師 場所人数・対象

※おおむね60歳以上

※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。

川川

柳



イ ベ ン ト 情 報 ︕

図書館ボランティア
　　　　 　参加募集！
図書館ボランティア
　　　　 　参加募集！

ティーンズ

時間
一般

今月の今月の

日本いがいのどこか

特集コーナー特集コーナー
じどう

2016
月号

ハナハト おはなし 工作会
おはなしを聞いて紙ひこうきをつくろう！

がいこくごおはなし会がいこくごおはなし会

4

毎月第 4土曜日　
ＰＭ3：20～ 3：50

花畑図書館　ようじしつ

4歳～小学生

無料

外国の絵本を読んだり、外国語を使ったかんたんな
ゲームをするよ。遊びにきてね♪

毎月第 3土曜日　
ＰＭ1：00～ 5：00

花畑図書館

中学生・高校生

紙ひこうきを作ったこと、あるかな？
いろいろなかたちがあるけど、どの形がよくとぶのかな？
ひこうきができあがったら、みんなで飛ばそう！

はなはた図書館ようじしつ

4歳～小学生

無料

はなはた図書館　03-3850-2601

本の装備・修理、特集コーナーの企画、本の読み
語りボランティア通信の発行など、図書館の仕事を
体験してみませんか？

03-3850-2601

※直接会場にお越しください

花畑図書館　　　03-3850-2601 花畑図書館
カウンター・電話にて受付中

6月29日（水）
ＰＭ3：20～ 3：50

「ハナハト」

お問い合わせ

お問い合わせ
お申込み

雨
あめ

6 ３9



『彼女のためにぼくができること』 クリス・クラッチャー／著
西田　登／訳　あかね書房

ティーンズ

Ha
ppy

 Bi
rth

da
y!

あかちゃんおはなし会
にて紹介いたしました︕

『とんとんパンやさん』 白土　あつこ／作　ひさかたチャイルド

赤ちゃん

しらと

『しんくんとのんちゃん　雨の日のふたり』

児童

とりごえ　まり／作　アリス館

5

　とんとんパンやさんは、とても人気のパンやさんです。

　今日もパンが焼き上がる前からお店にはお客さまが並んで待って

います。とんとんパンやさんはどんなパンを焼いているのでしょう？

お客さまにそっくりでいろんな味のおいしいパンを焼いています。

　ページをめくるたびに変化するしかけ絵本をお楽しみください。

　超デブの高校生エリックと虐待を受け顔と

腕に大火傷をおったサラの、理不尽な現実に

抗う物語です。

　エリックとサラは、互いに頭の良さを認め

合う親友です。特に、サラは強者にも、その

頭の良さと毒舌を武器に立ち向かっていく

勇敢な女の子でした。

　ある日突然、サラは心を閉ざし、入院して

しまいます。エリックはサラのために何が

できるでしょうか。

　「妊娠」「中絶」や「死」など、重い

テーマを取り上げていますが、ユーモアの

ある掛け合いでテンポよく読めます。

　中高生にぜひ、読んでほしい１冊です。

　リスのしんくんとのんちゃんは、とってもなかよし。のんきなのんちゃんは

やくそくの時間になっても、なかなかやってきません。しんぱいしょうの

しんくんは、「道にまよったのかな、それともすべってあなにおちちゃった

のかも・・・。」とかんがえ、雨のふるなか、のんちゃんをさがしに行き

ます。

　２人のほほえましいやりとりに、しんくんのやさしさや、のんちゃんの

あかるさがかんじられます。雨の日の小さな２人の、かわいいお話です。

６月生まれの作家 　太宰　治 
　１９０９（明治４２）年６月１9日生まれ。太宰の作品にはあまり馴染みがないと
いう人でも、『走れメロス』の冒頭「メロスは激怒した」は耳にしたことがあるのでは
ないでしょうか。太宰が亡くなって百年余、教科書に作品が掲載されていたり、文学賞
受賞者から話題が出たり、命日の桜桃忌には多くのファンが墓参りに訪れるなど、今も
なお人々に慕われている作家です。足立区の図書館には太宰治関連の本が５００タイ
トル以上あり、人気の高さがうかがえます。

だ　ざい　　　　おさむ



イ.香れる　ロ.残れる　ハ.映れる

のらのら 

ジュリー・コカール／著
林　良博／監修　世界文化社『不思議で美しいミクロの世界』

雑誌アラカルト

株式会社農文協プロダクション

家族で楽しむ
　こども農業雑誌

（答えは、つぎのページを見てね）
6

ほととぎす　鳴きつる方を　ながむれば

　　ただ有明の　月ぞ　　　　

後徳大寺左大臣

　「雑誌」というと、大人の読みものという印

象が強いですが、実は、子どものための雑誌

があるという事をご存知でしょうか。

　のらのらの『のら』というのは、野良という意

味があり、家の近くの田んぼや畑、野原、山、

川、海辺など、人が関わる身近な自然のこと

をいいます。日常生活の中で自然と共存でき

るような子どもを育て、応援する雑誌です。

　この雑誌では、農業を中心に、自然、食、

家畜、栽培、機械という５つのコーナーを毎

号掲載しています。

　『のらのら』は1998年の夏に創刊し、春、

夏、秋、冬号の年４回出版しています。

　花畑図書館では、過去２年の

のらのらを保存しており、児童

コーナーの雑誌棚にあります。

是非手に取って、読んでみて

ください。

　表紙を飾る美しい色彩とデザイン。

しかし、その正体は顕微鏡に写った植物や

動物、細菌、物質の一部分です。

　自然に形成された美しさや不思議さと、

その正体が分かった時の驚きと怖さがこの本

では紹介されています。

 例えば、三角形が幾つも積み重なって

出来た「腎臓結石」を見て、これが体内

から排出される痛みを想像すると、説明文に

予防策と書いてある水分補給を行う大切さを

感じます。

　写真を見ると「卵状の形」「洞窟の様に穴

が開いている」「蜘蛛の巣のように広がる線」

など、普段私たちの身近にある物と似ていま

す。自然の神秘・不思議さが分かるお薦めの

１冊です。

おすすめ
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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
毎月第4土曜日

PM3︓20～3︓50
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

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

初めて 参加してみました◯◯

『図説　お経の本』
内藤孝宏、芹澤健介

篠賀典子／著
洋泉社

4

11

18

25

雨の日が多くなります。本は、水に弱いので
袋入れるなど気をつけて、ご利用ください。

図書館からのお願い

　4月29日から5月5日

まで開催していた寺社

フェス向源（こうげん）に

参加してみました。寺社

フェスとは宗派を超えた

日本の伝統文化を体験

できるイベントです。

　私はこのイベントで声明（しょうみょう）公演

を鑑賞しました。声明をライブ感覚で聞く機会は

なかなかありません。簡単に言うとお経ライブ

です。日蓮宗、天台宗、真言宗の僧侶が響かせる

仏教音楽は神秘的で荘厳でした。独特なお線香の

香りと音楽の響きが体中に染み渡る空間を体験

しました。
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※クイズの答え　ロ：残れる
  「有明の月」は夜が明けても空に
　残る月のこと。

発行：指定管理者 ＴＭ・アズビル共同事業体
足立区立花畑図書館 〒121－0061 足立区花畑4－16－8 
電話:03－3850－2601

参考にした本

マル

初
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第 2 ・ 4 土曜日
13：00 ～ 17：00

入会金：3,000円
月謝：1,750円
※入会時に工具、ガラス等の初期費用がかかります。

工作室

サークルレポート

素敵な作品を作りませんか？

ステンドグラス
シャイン

登録団体として再スタート

ガラスの色選びに個性が

作業は真剣に お喋りは楽しく

昨年のふれあいまつりで
展示された作品

はんだごてで色ガラスを
くっつける作業

　今まで住区センターで活動してきましたが、活動
場所を当センター工作室に変え、新しく登録団体と
してスタートしました。

　ステンドグラスは、まず作品
を イ メ ー ジ し な が ら 図 案 を
作るところから始まります。
その後、図案に合わせた色ガラス
を選びます。色ガラスも1色だけ
のものから、グラデーションに
なったもの、模様が刻まれた
ものなど、様々な種類があり、
選ぶ人の個性が表れます。

その後選んだガラスを専用のカッターでカットして
磨き、銅のテープで巻いた後、はんだ付けして組み
立てていきます。その作業はまるでパズルのよう。
なかなかぴったりと合わせるのは難しいとの事で
したが、出来上がった作品は光の加減で様々な表情
を見せるようになります。

　布の作品などとは違い、ガラスを扱うステンド
グラスは、自宅ではなかなかできないものです。
パネルやランプなど、技術力に応じて作成できま
す。仲間と一緒に、自分の作品を作りませんか？
見学も大歓迎です。

　この日も、ガラス板に銅線
を巻く細かい作業をしてい
る方や、はんだごてを手に真
剣な表情をしている方、先生
からのアドバイスを聞いて
いる方、図案を見ながら作品
のイメージを固めている方、
そ れ ぞ れ 自 分 の 作 り た い
作品を制作していました。
合間のお喋りも楽しい時間
です。

仲間と一緒に
自分の作品を作り
ませんか？
見学も大歓迎です。

※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。

大きなイベントですと、8月に行う『夏休み
体験フェスティバル』は大人から子どもまで
誰でも無料で楽しめます。昔の遊び（竹馬
コマ回し等）が体験できます。その他、夏休み
は子ども向け講座も多数企画しております。
ぜひご参加ください。

挨拶がとっても気持ちいいです。

子どもでも参加できるようなイベントって

ありますか？

いつも花畑地域学習センターをご利用いただき
ありがとうございます。今後も「気持ち良い」
と思っていただける挨拶でお迎えいたします。
よろしくお願いいたします。
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かんたん気功法で

              肩こり解消
すぐわかる筋肉 其の20

手を振る気功法 『スワイショウ』

10月10日開催予定！

ユニバーサルスポーツ

ふうせんバレーボール

セロトニンの効果

立った姿勢で手を振るだけ

足を肩幅と同じくらいに開き
つま先を正面に向けます。

腕や肩の力はなるべく抜いて、両手を
一緒に前後にぶらぶらと降ります。

※前は胸の高さぐらい
   後ろは無理をしない
   程度に1 2

　スワイショウとは、手を振る
気功法です。腕も力を抜いて振る
だけ、いつでもどこでもできて、
お金もかかりません。肩まわりの
血行がよくなるだけでなく、手を
振ることで邪気（マイナスエネ
ルギー）が指先から出ていくと
言われています。

　リズミカルな運動と呼吸を合わせることにより、
セロトニン神経が活性化され気分が落ち着き、意識
がはっきりとする効果もあるようです。

・自然な速さで。
・回数や時間は決まっていない。
  （１回３分程度を１日２回くらい行うのがおすすめ）

※腕を後ろに振るときに体が前に傾かないようにしましょう。

　当センターでは、障がい者・健常者みんなが一緒に楽しく暮らせる
社会の実現に向けてとして体育の日のイベントに、ユニバーサルスポーツ
をテーマにした無料体験会を10月10 日に行います。
ぜひ競技の面白さ、楽しさを今年10月10日の体験会の前に知っていた
だきたいと思い３ヶ月にわたり記事にしてまいります。

　ユニバーサルスポーツとは、高齢になっても障がいがあっても、大人
でも子どもでも、みんなが一緒に参加できます。競技性の強い元気で若い
人中心の一般的スポーツや、パラリンピックを代表とした障がい者スポーツ
のちょうど中間に位置するようなスポーツです。
　障がいのある人のない人も共にできるスポーツであり、スポーツの得意
な人もそうでない人も一緒にできる、レクリエーションやコミュニケー
ションを目的としたものも含み、※1ノーマライゼーション意識の向上を
図ります。

　障がいのある人とそうでない人が一緒にプレーできるように考えられて
いるため、年齢を問わず、だれでも一緒に参加できる、やさしいスポーツです。
　また、参加者すべてがふうせんに触れてからでないと、相手コートへ返し
てはいけないルールのため、参加者同士で自然とコミュニケーションが
とれ、人と人の距離を縮め、心と心を結びつけることができます。

エクササイズ
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膝の曲げ具合で、足腰に対する運動強度を調節できます。

ブラインドサッカー風船バレーボール

トランポリン

ユニバーサル
スポーツ

障がい者
スポーツ

一般的な
スポーツ

社会生活 日常生活

障がいをもつ者ともたない者とが平等に生活する社会を実現させる考え方。※1

気分が
落ち着く

意識が
はっきり



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。

どのくらい学習センターに人が来ているか気になりませんか？

図書館の入館数が7割を占める！

料理室

工作室

体育館

図書館

教養室

トレルーム

第1学習室

第2 学習室

第3 学習室

レクホール

花畑フレンズ 花畑地域学習センター

はじめました！

　花畑地域学習センター・図書館では、区民の方へ様々な生涯
学習の提供や読書推進を行い、ご来館される方が安全で快適に
ご利用できるよう管理運営を行っています。
　日々、多くの方々にご利用をいただいておりますが、平成２７
年度の利用統計をご紹介します。
　図 書 館 を 含 め て、こ の １ 年 間 で ご 来 館 さ れ た 人 数 は
279,472 人でした。開館日数が346日でしたので、１日当たり
807 人以上の方がご来館されています。図書館を除く、体育館・
学習施設等を合わせた１年間の利用者数は、98,030 人です。
また図書館での入館者総数は、181,442人ですので、１日あたり
約 549 名の方が、ご来館されています。

　センターへの入館者数が 7 割を占める図書館では、個人のお客
さまへ図書資料を貸出した冊数が、一般図書 122,772 件、 児童
書 70,757 件でした（平成 26 年度実績）。貸出冊数の合計は
201,291 冊、１日当たりでは 609 冊でした。また平成 27 年度
中に本を借りるために図書館カードの登録をした人は 10,566 人
でした。予約件数（WEB 予約を除く）については、年間で
11,253 件でした。

　学習施設では、利用数が前年度から 2,234 人増え、11.1% 増加
しました。体育館の利用については、利用数が前年度から 5,783
人増え、6.26% 増加しました。
　今後とも、当センターはサービスの向上と充実を図り、ご来館
される方がいつでもどこでも気軽に学べるに生涯学習を推進し、
スポーツや学習活動を支援するため、更に努力をいたします。

数字で見る花畑センター
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 体育館・学習施設など利用状況 

区分 

年度 

地域学習センター  体育館  総数 

第１ 

学習室 

第２ 

学習室 

第３ 

学習室 
教養室 工作室 料理室 

レク 

ホール 

トレ 

ルーム 

アリー

ナ 
  

26 7,647 6,269 6,621 2,863 2,907 2,336 18,976 7,778 36,824 92,247 

27 9,312 6,724 7,057 4,192 3,189 2,525 21,210 7,658 36,136 98,030 

                        ※ レクホール⇒レクリエーションホール  トレルーム⇒トレーニングルーム 

                             ※ ６月から９月までの体育館休館期間は含んでいません。 

 図書館利用状況 

区分  

 

年度 

個人貸出 団体貸出 

入館者数 登録者数 利用者数 貸出冊数 予約件数 登録団体 貸出冊数 

26 173,795 10,764 50,155 193,529 15,986 154 11,500 

27 181,442 10,566 51,701 201,291 11,253 157 11,198 

 



当日申込み

当日申込み 当日申込み

ミニプログラム

「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。

20人（先着順）
どなたでも（未就学児は保護者の参加が必要）

どなたでも（未就学児は保護者の参加が必要）

『ちびっこ自然体験』

6 月 1日（水）・15日（水）
10:00 ～ 10:50

生き物探しや草花遊びなど、家族でちょこっと自然に触れる体験
をしてみよう。

10組（先着順）
未就学児とその保護者

20人（先着順）
どなたでも（未就学児は保護者の参加が必要）

※イベントの受付は不要。
　当日直接会場へ

※イベントの受付は開始１５分前から
　になります。

※イベントの受付は開始１５分前から
　になります。

※イベントの受付は開始１５分前から
　になります。

『野草の押し花アートをつくろう』

6 月 12日（日）
14:00 ～ 14:30

好きな色や形の野草を見つけて押し花にし、台紙に飾って絵の
ように仕上げよう。

『オオガハスの絵手紙をつくろう』

7 月 3日（日）
14:00 ～ 15:00

ゆっくりとオオガハスを見ながら、ハスの絵や文を描いて絵手紙
をつくろう。

『自然のあそび屋台』

6 月 5日（日）・ 19 日（日）　
14:00 ～ 14:30

園内に出す屋台で、季節の自然を楽しもう。6月は、生き物探し、自然発見
ビンゴ、魚観察の中から好きなプログラムを選んで挑戦できるよ。

無料無料

ビオトープ便り
月のイベント情報月のイベント情報

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

事前
申込

『ため池ボートクルーズ』

6～76～7

ロープを手繰りながらゴムボートで
ため池を進んで、水辺の生き物など
を観察してみよう。

7月17日（日）・18日（月祝）

各日12組 24名（各回4組、抽選）

事前
申込

『植物染めで布うちわづくり』
園内の植物を煮出して染液を作って布を
染め、その布を使ってうちわを作ろう。
うちわには、好きな模様もつけられるよ。

6月26日（日）10:00～ 15:00
20名（抽選）どなたでも（小学2年生以下は保護者の申込も必要）
200円（材料費） 作品例

申込〆切：6月14日（火）必着
申込方法：当公園のあやせ川清流館窓口へ。もしくは往復ハガキまたは 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「植物染めで布うちわづくり参加希望」と明記の上、当公園へ送付。

申込〆切：7月5日（火）必着
申込方法：当公園のあやせ川清流館窓口へ。もしくは往復ハガキまたは 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・参加希望日時（最大第6希望まで）及び「ため池ボートクルーズ参加希望」と明記の上、当公園へ送付。

両日とも①10:00 ～ 11:30
※どの回のご参加となるかは当公園で決めさせて頂きます。

②12:30 ～ 14:00  ③14:30 ～ 16:00

無料
どなたでも（2人1組での参加、小学生以下は保護者と組みでの申込が必要）

無料 無料


