
 

 

                                                                                          

 

特集 P6-7 あだちな縁結び Vol.2 

▲P2 しか散歩「有限会社シルバー」アイロンがけの様子 
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足立で創業のクリーニング店 

 足立区創業の有限会社シルバーは、足立区・北区・川口市に複数の店舗を構える、クリーニング店『シルバーク

リーナース』を経営しています。衣服の仕上がりのきれいさや早さはもちろんのこと、水洗いとドライクリーニン

グの両方を行う水洗いダブルクリーニングで、汗と皮脂汚れがよく落ちることから、一度体験すると「着心地がい

い」とほとんどのお客様がまたこの洗い方を選んでくださるのだそうです。 

 

『しか散歩』は、地域の気になるお店や 

スポットを紹介するコーナーです。 

お客様の衣服を預かるからこそ 

 シルバークリーナースでは、受付と工場の意思疎通を大切にしています。工場とつながっている加賀店では、特

にお客様の要望をすぐに工場へ反映させることができます。閑静な住宅街の中にありますが、お客様は近隣の方だ

けでなく、車やバイクなどを利用して、埼玉県など遠方からわざわざ来てくださっています。 

▲シルバークリーナース工場外観 ▲洗濯で型崩れしないようスーツをネットに包んでいる様子 

▲洗濯の仕方や量によって使用する洗濯機が異なる 

今月号から巣鴨信用金庫鹿浜

支店とのコラボレーション企画

として、地域で活躍されている

企業やお店を紹介します。 

 

稲荷橋東 

首
都
高
速
川
口
線 

加賀児童遊園 

川口市方面 綾瀬方面 

シルバークリーナース 

工場店舗 

有限会社シルバー 
住  所：足立区鹿浜 5-25-21(本社) 

足立区加賀 2-12-16(工場店舗) 

足立区鹿浜 7-2-3(イイダ店) 

営業時間：9 時～17 時(工場店舗)  

     10 時～19 時(イイダ店) 

電話番号：03-3897-1851 

F A X：03-3855-0051 

H P：http://silver-c.jp 

有限会社シルバーの HP

はこちら！ 

有限会社シルバー 

   HP 

鹿浜 SNS 

今回の取材のこぼれ話

を、SNS で紹介してい

ます。こちらからご覧

いただけます。 

地域の求めに応じて変化する 

 テレワークでビジネス衣類の売り上げが業界全体で減少しているなか、鹿浜地域は、戸建てに住む若い子育て世

代が増えてきたと感じるという代表の篠田さん。地域や時代の流れに合わせたサービスをと、共働き世代に向けた

家事洗濯代行サービスを今後進め、地域の方たちの求めに答えられるように変化していきたいと語ってくれまし

た。 

巣鴨信用金庫 鹿浜支店 鹿浜地域学習センタ－  

『つくって遊べる！ 
小学生のおもしろ工作
３・４年生』 
立花愛子・佐々木伸/著 
メイツ出版 
 
ランプシェードの他に
も、簡単に作れて使える
工作が、たくさん載って
います。 

 

やわらかな光にほっと一息 

ランプシェード 
LED 電球を使ったランプシェードを手作りしてみましょう。 

電球が熱くならないので、紙で作っても安心です。 

材料 

ヨーヨー用水風船  １個 

お花紙       10 枚ほど 

ボンド       適量 

水         適量 

 

用意するもの 

筆 

ボンドを入れる水漏れしない容器 

LED キャンドルライト 

  

①水風船に空気を入れて、膨ら

ませます。これくらいの大き

さにしたいという好みの大き

さまで、膨らませてくださ

い。 

②ボンド２に対して１の割合く

らいの水で、ボンドを溶かし

ます。 

 作ったボンド液に小さくちぎ

ったお花紙を浸して、水風船

に貼り付けます。 

③水風船が見えなくなるくらい

まんべんなくお花紙を貼り付

けたら、2・3 日乾かします。 

 

お花紙の色は単色の方が、透けたときにきれ

いに見えます。色を複数使う場合は、バラン

スを考えて使いましょう。 

お花紙の他にも、麻ひもを使うなど、いろい

ろな作り方があるので、ぜひ試してみてくだ

さいね。 

④軽く叩いてコンコンと音がす

るようになったら、中の水風

船を針などで割って、取り出

します。 

 

⑤ＬＥＤ電球に被せられるよ

うに穴を調整して、被せた

ら完成です。 

詳しく知りたい方はこちら 
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「シカヨミ」は図書館職員がおすすめの本を紹介するコーナーです。 

 

『森のクリーニング店 シラギクさん』 

髙森美由紀／作 jyajya／絵 

あかね書房 

どんな汚れも落とすスゴ腕のシラギクばあさん。ただ、汚れ

を落とすだけではありません。シラギクばあさんは「心の汚

れ」を見抜いて、依頼者のお悩み解決までしてしまいます。巣

から出られなくなってしまった息子の勇気を引き出してほしい

フクロウのお母さん、家族とはぐれてしまったサル、自分をパ

ンダだと思い込んでいるクマがやってきて…。 

『ぐるぐるせんたく』  

矢野アケミ／作  

アリス館 

『あらいぐまのせんたくもの』 

大久保雨咲／作 相野谷由起／絵  

童心社 

まるい形の中にどろんこのくつした、ぼう

し、シャツ、ズボン、パンツをポン！洗剤とお

水を入れたら回しましょう。ぐるぐるぐるぐ

る、回して回して…さて、きれいになったか

な？うずまきの形を指でなぞって遊ぶこともで

きる楽しい絵本です。 

コインランドリーにやってきたおばあさん。そ

こへあらいぐまが現れて「ぼくのハンカチもいっ

しょにあらってほしいの」と言います。かなしい

ことがあるたびに涙を拭いていたら、「かなシミ」

というシミが取れなくなってしまったようで…。

果たして「かなシミ」はとれたのでしょうか？ 

としょかん  だより 

おはなし会 

絵本などの読み語りを行います。 

赤ちゃんおはなし会 映画会＆工作教室 

赤ちゃん向けの本のおはなし会を

行います。 

２月イベントのお知らせ 

こわーいおはなし会 

 

こわーい絵本の読み聞かせを行います。 

寒気がするのは冬の寒さのせいだけではないかも 

しれません。 
 

日時：2/16（水）  

①午後 3 時～3 時 30 分 

②午後 3 時 30 分～4 時 

※①と②は同じ内容です。 

定員：各 10 組 

対象：小学生以下の子どもと保護者 

カウンターまたはお電話にてお申込みください。 

 

昔話アニメーションを見た後に、

工作を行います。 

日時：2/5・26 各（土） 

午後 2 時～2 時 30 分 

定員：各 5 組 

対象：小学生以下の子どもと保護者 

   （子ども 1 人でも参加可能） 

料金：無料 

 

日時：2/3（木） 

午前 10 時 30 分～10 時 50 分 

定員：5 組 

対象：0 歳～3 歳の子どもと保護者 

料金：無料 

 

 

日時：2/12（土） 

午後 3 時 30 分～4 時 30 分 

定員：10 人  

対象：小学生 

料金：無料 

 

全て先着順の事前予約制です。お電話またはカウンターで 

受け付けております。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントが中止

または延期・変更になる場合がございます。 

 

今月は、読んだら心もすっきり洗われる、 

「洗濯」のお話をご紹介します。 
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 1 月号より３ヵ月連続の、地域に寄り添う巣鴨信用金庫鹿浜支店と、鹿浜地域学習センターのコラボレーション企

画。第 2 回目の今回は、「縁の市」「結の市」を通してできた地域や事業者の“繋がり“をご紹介いたします。 

巣鴨信用金庫  

キャラクター 

お地蔵様 

巣鴨信用金庫 鹿浜支店 鹿浜地域学習センタ－  

鹿浜地域学習

センター  

キャラクター 

しかちゃん 

【縁の市・結の市】 

 3 月号の特集ページでは、巣鴨信用金庫 鹿浜支店と鹿浜地域学習センターが 4 月か

ら共に行う取り組みについて、詳しくお知らせしていきます。 

 

事業者と事業者の繋がり より広く知ってほしい「縁の市」 

次号予告 

Vol.2 

巣鴨信用金庫 鹿浜支店「結の市」 × 鹿浜地域学習センター「しか散歩」 

クックピット株式会社は、「縁の市」のおすすめ商品紹

介ページ「縁り処(よりどころ)」にこだわりのラーメンス

ープを掲載しています。掲載以降、それを見たスーパーや

飲食店の方からお問い合わせをいただくようになりまし

た。「縁の市」への参加が日々、新たなご縁に繋がってい

ます。 

 中には、事業所内を新しくするために地元の事業者の方

に依頼したいと「縁の市」をご覧になり、工事依頼先を見

つけることができた事業者の方もいます。 

業種を越えた、同じ地域内という身近な場所で新たなご

縁に繋がりました。 

 

コラボレーション企画 

ー「知る」から繋がるご縁ー 

「縁の市」・「結の市」は、新たに地域で「縁」が「結」ば

れ、広がっていけたらという願いで始まった巣鴨信用金庫

の活動です。「縁の市」とは事業者の方の情報が掲載された

ウェブサイトのこと。「結の市」は地元の事業者を紹介する

ポスターが貼られた店内掲示板のことです。縁の市・結の

市を通して、それまで繋がりのなかったお店同士の繋がり

やお店と人との繋がりが、日々広がっています。 

鹿浜支店の「結の市」には、常時 25 件以上の店舗が掲載されて

います。その中の「天晴米本舗(あっぱれまいほんぽ)」では、毎月

特売日のお知らせを「結の市」に掲載しています。特売日当日には

「結の市」を見たという方が来店し、お米を購入されました。 

▲毎月結の市に掲載しているポスター ▲天晴米本舗 お米売り場 

 

 

イチオシ商品を縁の市で紹介 

 

▲シルバークリーナース 作業中の様子 

地元企業を縁の市から見つけられる 

縁の市を詳しくお知りにな

りたい方、お問い合わせや

参加のお申し込みなど、詳

しくはこちら！▶ 

来店された方は、天晴米

本舗がこんなに身近な場所

にあったことを「結の市」

をご覧になるまでご存じな

かったそうです。 

他にも、製造業の方が新

製品を文房具店に納品した 

人と事業者の繋がり 知らなかった地元の情報「結の市」 

▲１月号で詳

しく縁の市・

結の市をご紹

介 し て い ま

す。電子版は

こちらからア

クセス！ 

▲クックピット株式会社外観 

 鹿浜地域学習センターでは、「地域で頑張る企業を知ってもらいたい」という

思いから、地域情報紙『ゆめのき』の中で、「しか散歩」という連載を組み、た

くさんの企業やお店を取材し紹介してきました。 

 紙面では職員が取材を通して伺ったことを中心にお届けしていましたが、こ

れからは、巣鴨信用金庫鹿浜支店の「結の市」の情報も掛け合わせ、皆様に発

信していきます。 

 今後は、仕事へのこだわりや、素晴らしい技術、それを維持する企業努力な

どをより深くお伝えできるようにし、熱い思いも伝わるようなパワーアップし

た紙面で、地域の皆様により企業やお店に親しみを感じていただけたらと思い

ます。 

 知らなかった地元の情報や活動を知ることで、新たな縁が結ばれて広がる

「縁の市」・「結の市」。そして「しか散歩」でも、そのきっかけ作りに取り組ん

でいきます。ご興味を持った方はぜひ一度「縁の市」・「結の市」または「しか

散歩」をご覧になり、地元の企業やお店を訪れてみてください。 

新たな出会いは、ご近所にある！ 

 

▲結の市ポスター 

事を「結の市」にコラボレーション情報として掲載。すると、それをご覧になった方が文房具店へ来店し、その

新製品を購入されたそうです。 

このように、地元の方でも生活圏から離れたところの情報は、ご存じでない場合もあります。知っていただけ

る機会が増えることで、お店と地域の結びつきに繋がっています。 

P2 では、コラボレーション企

画「しか散歩」第 1 弾で、シルバ

ークリーナースをご紹介していま

す。ぜひご覧ください。 
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▲アルプス地方の伝統料理『チーズフォンデュ』 

 

『世界の料理』は、近年のグローバル化にちなんで、世界

の多様な食文化について情報を発信するコーナーです。 

 

第6 回 アルプス地方 

 

アルプスが生んだ最高のチーズ 

アルプス地方とは中央ヨーロッパ

に位置するフランス、スイス、イタ

リア、ドイツ、オーストリア等を指

します。広大な大自然で育てられた

家畜のチーズが特産で、チーズ料理

の種類は世界でもトップクラスで

す。特に山羊の乳を使ったチーズは

濃厚な風味で独特な味がし、焼き立

てのパンの上に溶かしたチーズを乗

せる食べ方が、親しまれているのだ

とか。気になる方はぜひ味わってみ

てください。 

寒い季節にピッタリなチーズ料理 

電気が普及する前の時代、アルプ

ス地方では冬になると厳しい寒さの

影響でパンやジャガイモがあっとい

う間にカチカチに固くなってしまっ

ていたそうです。その凍った食材を

柔らかくして食べる方法がチーズフ

ォンデュです。 

熱々のチーズに、凍ったパンやジ

ャガイモを浸せば、柔らかくして食

べることができます。今では世界中

の人々に家庭やパーティーで楽しめ

る料理として愛されています。 

もっと知りたい方はこちら！ 

チーズの教本  

「チーズプロフェッショナル」 

のための教科書 

チーズプロフェッショナル協会/著 

旭屋出版 
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【受付時間】 

窓口・電話   ：午前 9 時～午後 8 時 

インターネット ：終日（申込受付初日のみ午後 1 時から） 

【受付アイコン】 

 各講座の対応アイコンをご確認ください。 

 「鹿メン」は、鹿浜メンズクラブのポイントが貯まる講座です。 

大人向け 

 

どなたでも 

 

※新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため、

講座が中止または、延

期となる場合がござい

ます。 

電話 窓口 インターネット 鹿メン 抽選受付 当日受付 

皆さんにぜひ知って頂きたい！

参加して頂きたい！ 

職員がオススメする講座です。 

 

日時：2/12・26 各（土） 

午後 3時～4 時 

定員：各 10 人  

対象：どなたでも 

料金：無料 

はじいて遊ぼう 

おはじきサッカー体験会 
 

指で弾いて遊ぶテーブルサッカー

ゲームを体験できます。 

親子向け 

 

日時：2/19（土） 

午後 1時～4 時 

定員：10 人  

対象：どなたでも 

料金：無料（部品取り寄せの場合有料） 

 

おもちゃの病院 

トイドクターがおもちゃの 

修理をしてくれます。 

鹿浜スポーツクラブ 

空いた時間になにかしたい。そんな方に

オススメ！プロの講師のレッスンが、1

クラス 810 円で受けられます！当日申込

も OK！毎月の日程はパンフレットまた

はホームページでお知らせしています。

お気軽にお越しください！ 

ズンバレッスン 

美ボディエクササイズ 

リラックスヨガ 

ベリーストレッチエクササイズ 

社交ダンスエクササイズ 

鹿浜スポーツクラブの、 

スケジュールはこちら！ 

鹿浜うたごえサロン 

講師と参加者で、 

懐かしい曲を歌います。 

日時：4/6（水）・16（土） 

午後１時 30 分～3 時 30分   

定員：各 20 人 

対象：16 歳以上 

料金：1 回 400 円 

 

はつらつ教室 
※2/15（火）受付開始 

介護を必要としない体づくり 

を目指す体操教室です。 

日時：3/10（栄養 C）・24（運動 B）各（木） 

午前 10 時～11 時 30 分   

定員：各 30 人  

対象：足立区在住の 65 歳以上の方で、介護保

険の要介護・要支援を受けていない方 

料金：無料 

抱っことダンスで絆を深め

ます。寝かしつけ効果に。 

日時：4/8(金) 

午前 10時 30 分～11 時 30分 

定員：10 組 

対象：首がすわった 3 ヵ月～1 歳 6 ヵ月の 

子どもと保護者 

料金：820 円 

抱っこで親子ベビーダンス 

日時：4/15（金） 

午後 3時 30 分～4 時 30 分 

定員：15 人 

対象：年少～年長まで 

料金：450 円 

元気いっぱいキッズ体操 

お試しレッスン 

運動能力を養う未就学児 

向けの体操教室です。 

ジュニア体操 基礎体力編 

(4 日制) 

運動能力を養う小学生 

向けの体操教室です。 

日時：4/8～5/13 毎（金） 

(4/22・29 を除く) 

午後 4時 40 分～5 時 40 分 

定員：45 人 

対象：小学生 

料金：1,800 円 

子ども向け 

 

バランス能力アップきっず 

トランポリン お試しレッスン 

トランポリンを使って社交

性、協調性を学びます。 

日時：4/13（水） 

午後 4時～5 時  

定員：24 人 

対象：5 歳～小学生 

料金：450 円 

 

不思議な触れる水のボール

を作ります。 

日時：3/27（日） 

午前 10 時～正午 

定員：12 人 

対象：小学生 

料金：350 円 

鹿浜ワークショップ 

「さわれる水のボールを作ろう」 

いきいき健康体操 
お試しレッスン 

運動不足の解消と、日常の

ケガの防止を目指します。 

日時：4/13（水） 

午前 10 時～11 時 30 分 

定員：30 人 

対象：おおむね 60 歳以上 

料金：510 円 

運動不足の解消と、日常の

ケガの防止を目指します。 

 
日時：4/27～5/25 毎（水） 

(5/4 を除く) 

午前 10 時～11 時 30 分 

定員：30 人  

対象：おおむね 60 歳以上 

料金：2,040 円 

 

いきいき健康体操（4 日制） 

心も身体もすっきり太極拳 
お試しレッスン 

日時：4/7(木） 

午後 1時 30 分～3 時 

定員：25 人  

対象：16 歳以上 

料金：500 円 

 

人気の太極拳で心身の 

健康アップを目指します。 

日時：4/14～6/23 毎(木) 

(4/21・5/5・6/2を除く) 

午後 1時 30 分～3 時 

定員：25 人  

対象：16 歳以上 

料金：4,000 円 

 

心も身体もすっきり太極拳 
(8 日制) 

人気の太極拳で心身の 

健康アップを目指します。 

日時：2/12（土） 

午後 1時 30 分～3 時 

定員：20 人  

対象：どなたでも 

料金：無料 

 

パラリンピック正式種目「ボッチャ」の

体験講座です。 

「ボッチャ」とは的となる白球に向かっ

て、赤、青球を投げ、白球との近さを競

います。 

 子どもからお年寄りまで、障がいのあ

る方もない方もみんなで楽しめるスポー

ツです。 

パラスポーツを体験しよう！ 
ボッチャ広場 

▲ボッチャ広場 

骨盤のストレッチで健康な

身体づくりを目指します。 

 

しなやかな身体をつくる 
ペルビックストレッチ お試し 

日時：4/8・15 各（金） 

午前 10時 30 分～11 時 30分 

定員：各 20 人 

対象：16 歳以上 

料金：各 810 円 

 

簡単に作れるペットボトル 

空気砲のワークショップです。 

鹿浜ワークショップ 

「ペットボトル空気砲を作ろう」 

日時：3/28（月） 

午後 2時～3 時 

定員：15 人 

対象：小学生 

料金：100 円 

▲キッズ体操 



 

                                                                                      

【面接参考動画】 

 鹿浜地域学習センター・図書館ホームページにて、「面接参考動画」を配信しています。 

「面接の時って、どう話せばいいんだろう…」、「入室の仕方ってどうするんだろう…」と不安な方はぜひア

クセスしてください。また個人面接練習に役立つ「スコアカード」の配布や、受験生への応援メッセージを

募集しています。ぜひご活用ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足立区鹿浜地域学習センター・体育館・図書館 「ゆめのき」２月号（毎月１日発行） 
 

発 行／足立区鹿浜地域学習センター・体育館・図書館 

発行所／〒123-0864 東京都足立区鹿浜 6-8-1 

    ℡03-3857-6551 Fax03-3855-3649 

 

 
 

 

責 任／ヤオキン商事株式会社 

    「ヤオキン商事は、生涯学習を通し、お客様に心のこもったサービスを提供します」 

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。 

 

 

 

 
Twitter・Instagram・

LINE はこちら！ 

 

SNS ページ HP 
足立区 鹿浜センター 

【 ２ 月 の 休 館

日】 

 

 

地域学習センター  2/14（月）   図書館  2/14（月）・2/28

（月） 

《西新井駅西口から》 
東武バス 都市農業公園行き「鹿浜四丁目北」下車 

東武バス 皿沼循環「鹿浜中学校前」下車 

国際興業バス 荒川大橋経由 赤羽駅東口行き 

「鹿浜四丁目北」下車  いずれも徒歩 3 分 
 
《西新井駅東口から》 

コミュニティバス はるかぜ 都市農業公園行き 

「鹿浜センター南」下車 徒歩 2 分 
 
《北千住駅西口から》 

コミュニティバス はるかぜ 鹿浜五丁目団地行き 

終点下車 徒歩５分 
 

《日暮里・舎人ライナーから》 

「西新井大師西」下車 徒歩 15 分 

【高校受験生の皆様へ】 

鹿浜地域学習センター・図書館では、毎年中学 3 年生対象の「鹿浜高校受験生応援団」を通して、高校

受験を控えた生徒を応援してきました。コロナ禍の中皆様に集まって頂くことはできませんが、今年も高

校受験生を応援します。 

【面接応援冊子】 

 鹿浜地域学習センター・図書館窓口にて、面接で役立つポイントをまとめた「面接応援冊子」をお配り

しています。受験生はもちろんのこと保護者様もご活用ください。 

面接参考動画はこちら

からアクセス！ 

＜鹿浜高校受験生応援団のお知らせ＞ 


