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改修工事中 

会場：伊興体育館 

日時：隔週火曜日 

日時：12:30～15:00 

会費：2,000 円 

 

 

 

江北地域学習センター

で毎週○曜日の何時～

何時まで活動をしてい

 サレジオクラブ 

 改修工事後 

会場：江北体育館 

日時：毎週火曜日 

日時：9:00～正午 

会費：2,000 円 

 

 

 

江北地域学習セン

ターで毎週○曜日

の何時～何時まで

お問い合わせは江北センター(03-3840-5163)まで！ 

写真：レシーブをするレポーターオオヤン 

 11 月 19 日(土)、20 日（日）に興本セン

ターでふれあいまつりが開催され、その中の

イベントとして、当センターの体育団体「サ

レジオクラブ」さんと、興本センターの体育

団体「O.C バレーボールクラブ」さんが、体

育館で親善試合を行ないました。 

中学高校大学とバレーボールの経験がある

オオヤンは、今回サレジオクラブチームとし

て試合に特別参加！ 

現役時代のようなプレーはできませんでしたが、チームのフォローもあり、試合は最終セットま

で突入。激しい攻防戦となりましたが、あと一歩のところで敗戦してしまいました。 

サレジオクラブのメンバー以上に悔しかったオオヤンは、これを機に、またバレーボールを始

めようと決意しました。 

 サレジオクラブ会員さんは皆、明るく、優しく、

初めて参加する方も直ぐに馴染むことができま

す。スポーツを始ようと思っている、運動不足を

解消したい、新たな友達がほしいそんな方にオス

スメ！サレジオクラブさんに入会して、バレーボ

ールをはじめてみてはいかがでしょうか。 

 

写真：試合風景。対戦相手の O.C バレーボールクラブさんには 

興本センターの所長が参戦！ 

株式会社ティー・エム・エンタープ

ライズは親切丁寧なコミュニケー

ションを通じてあなたの「学ぶ」「運

動する」「教える」を安全で清潔な

空間でサポートします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

レポーターオオヤン 

  今回はバレーボールサークル「サレジオクラブ」！！ 

興本センターふれあいまつりで、親睦試合をおこないま

した。レポーターオオヤンも参戦！！サレジオさんと一緒

にバレーボールを楽しみました。 

 

江北地域学習センター周辺地図  

江北とんとん 

平成 28 年 12 月 1 日発行 第 338 号 

発 行：江北地域学習センター   

所在地：足立区江北 3-39-4 

TEL 03-3840-5163 (休館中の臨時電話番号)     

FAX 03-3840-5165 (休館中の臨時 FAX 番号) 

指定管理者：（株）ティー・エム・エンタープライズ 

http://www.city.adachi.tokyo.jp/bunka/shisetsu/shogaigakushu/004.html 

 江北地域学習センター大規模改修工事中 

 江北地域学習センターは来年 3 月まで大規模改修工事を行なっております。工事期間中は、施設利用、講座

受講、図書館利用ができません。 

 なお、区民事務所でのお手続き、ブックポストへの返却はできますので、ご利用の方は是非お越しください。 

 

 
 

Facebook 
 

 
センター情報 

 

 

ホームページ 

 工事の進捗状況や、江北センターに関わる最新情報はフェイ

スブックやホームページにて更新していきます。 

フェイズブックページのいいねをお願いします！ 

 

  

西新井消防 検索 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nisiarai/index.html 

 西新井消防署 03‐3853‐0119 

コンセント部分

の清掃を定期的

に行う 

 ほこりが 

たまってるよ！ 

テーブルタップは決められ

た電気量内で使用する 
 たこ足だよ！ 

コードは束ねて

使用しない 

 束ねないで！ 

コードの折れ曲がり、家具類の

下敷きに注意する 

 重いよ！ 

電気コード火災に注意しましょう 
電気コードによる火災は、居住者は火を使っている意識がないため、 

気づかないうちに出火するのが恐ろしいところです。    
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ほ ん さ ぽ ん 
えほん よみもの 

Teens お 金 

にわとりに おいかけられた おうさまが へやにもどる

と、すみで ごそごそと 音がしました。なにが かくれて

いたのでしょうか。 

 【ヒント】この本をよめばわかるよ！ 

   『おしゃべりなたまごやき』 

寺村 輝夫/作 長 新太/画 福音館書店  

おもしろい本を 

たくさんおぼえて 

ふむふむしよう。 

ふむふむふむふむう。 

発行日：平成 28 年 12 月 1 日 発 行：株式会社ﾃｨｰ･ｴﾑ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 

発行所：江北図書館 ℡ 03 - 3840–5164 

『自分を見つめる 

もうひとりの自分』 
柳田 邦男／著 

佼成出版社 

２０１６ 

12 月号 

今年もありがとうございました。 

『街の木ウォッチング 
オモシロ樹木に会いにゆこう』 

岩谷 美苗／著 

東京学芸大学出版会 

ミニ版 

“人間は物語を生きている。耐え難いほど辛いこと

や悲しいことがのしかかってきて絶望的になってしま

っても、それは長い人生の物語の中の「章」の一部だ

と考えれば、光射す時がくるに違いないと思えるよう

になる”と筆者は言う。本書を手にした読者に難事を

乗り越える道をみつけてほしいという筆者の思いが、

静かに伝わってくる。 

 

本 散 歩 
エッセイ 

 今年もあとわずかとなりました。 

 足立区のすべての図書館は、（一部の受渡窓口を除き） 

１２月２８日(水)～１月４日(水) 
の期間はお休みです。 

 江北図書館は今年の７月２日から改修工事のため休館しており

ます。改修工事終了まで、仮設のブックポストを設置しております

が、上記の期間中は、こちらのブックポストも閉鎖いたしますので、

ご注意ください。 

開館まで、あともう少しです！来年もよろしくお願いします！ 

道端やマンション近くで、ねじれた木や変な葉をつ

けた木を見かけたことはありませんか。この本では、

樹木医が街でみつけたオモシロイ木を紹介し、成長過

程を解説しています。必死に葉を伸ばそうとして幹が

捻じれた木、根を伸ばそうとコンクリートを盛り上げ

る木など、人間の都合で成長を妨げられても健気に生

きる姿に、生命の力強さを感じます。 

樹木 

ぼくとおかあさんは、100 円で なにがかえ

るのか、しょうてんがいを たんけんした。にく

やさん、さかなやさん、やおやさん、おすしや

さん、ケーキやさん、たからくじやさん…。100

円ぶんだけ かうとしたら…。 

どれもおなじ 100 円だから、おなじねうち 

っていうことなんだね。 

ローランドは クリスマスプレゼントが ちい

さかったので がっかりしました。そこで もっ

とおおきなプレゼントを おねがいすると プレ

ゼントは おおきくなりました。ところが ロー

ランドは プレゼントが おおきくなっても ま

んぞくできません。さらにおねがいすると プレ

ゼントは いえより おおきくなり…。 

年とった大きなぶちネコの お店〈ねこじゃら商店〉

は、どんなものでも 売っています。神社の おいなり

さんに つかえるキツネが「雨」を買いに来たり、お

サルが「１７３びき分のごちそう」を 買いに来たり。

いろいろなお客さんが やって来ます。 

クリスマスも近いある日、サンタクロースがやって

来ました。どうしても用意できないプレゼントがある

から買いに来た、というのです。 

『100 円たんけん』 
中川 ひろたか/ぶん 

岡本 よしろう/え 

くもん出版 

 

 

『ねこじゃら商店 

世界一のプレゼント』 
富安 陽子／作 

平澤 朋子／絵 

ポプラ社 

『いちばんちいさな 

クリスマスプレゼント』 
ピーター・レイノルズ／ぶん・え 

なかがわ ちひろ／やく 

主婦の友社 

『夜中に犬に起こった奇妙な事件』 
マーク・ハッドン／著 

小尾 芙佐／訳 

早川書房 

 

父親と二人暮らしのクリストファーは、隣の家の

犬が殺されているのを発見する。シャーロック・ホ

ームズに憧れているクリストファーは、犬を殺した

犯人を捜そうと周囲に聞き込みを進めるうちに、死

んだはずの母親が生きていることを知る。自閉症の

主人公が、事件を本にまとめたという設定で語られ

る成長の物語。 



 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     

 


