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『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。 

４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。 

 

▲レジカウンターにはたくさんの文房具を陳列 

巣鴨信用金庫 鹿浜支店 鹿浜地域学習センター  

新進
しんしん

ビジネス有限会社 

地域の人々に愛される文房具屋さん 

▲お客様が購入した画材で描いてくれたイラストです ▲お客様の希望に合わせて様々なはんこを作成してくれます 

新進ビジネス有限会社では、文房具の販売だけでなく、近

隣の小学校の体操着を販売し、保護者の方からは近場に体

操着を売ってもらえる文房具屋さんがあり、とても助かっ

ているとのお声があります。また、お客様がお店で購入した

画材で描いてくれたイラストの展示をしており、近隣の方

にも好評です。他にも地域の方のニーズに合わせて豊富な

種類の金封を取り揃えています。画材、文房具、用途に合わ

せた金封をお探しの方におすすめのお店です。 

新進ビジネス有限会社 
住  所：足立区鹿浜 5-2-8 

営業時間：平日  午前 9 時～午後 7 時 

     土曜日 午前 10 時～午後 6 時 

定休日 ：日曜日、祝日 

電話番号：03-3899-1344 

F A X：03-3899-0545 

鹿浜 SNS 

子どもたちの喜ぶ顔が見たくて 

新進ビジネス有限会社様 

担当 巣鴨信用金庫 鹿浜支店 

深瀬さん 

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。 

←川口市 

 鹿浜で 57 年間営業している、新進ビジネス有限会社。元々、はんこ職人をしていた初代社長が起業し、はんこや

文房具の販売も行っています。探している文房具をすぐに見つけてくれるきめ細かな接客サービスが好評で、お客

様からは「新進さん」「ビジネスさん」「新ビジさん」と親しみを込めて呼ばれているそうです。 

西新井→ 

日本語の日常会話や、読み書きなど

で困っている方のためのサークルで

す。見学だけでも歓迎です。 

日本語ボランティアサークル鹿浜 

▲サークルの皆様と日本語を学びにいらした参加者の方（右から 2 番目） 

代表 梅原様 

活動場所 鹿浜地域学習センター 

     第 1・2 学習室 

活動時間 第 1・3・4 月曜日  

午後 1 時～3 時 

第 1～4 火曜日  

午後 6 時～8 時 

入 会 金 なし 

月 会 費 100 円 

持 ち 物 筆記用具 

 外国から日本に来られた方が、 

学校や社会生活を過ごす上で、 

困ることは沢山あります。 

その中でまずぶつかるのが「ことば」。普段何気

なく使っている私たちにとっては、できて当たり前

です。でも日本語は読み書き、話すことがとても難

しい言葉のひとつだと言われています。日本語を母

語としない方への援助が少しでもできればと学習

センターの力もお借りしてサークルをスタートさ

せました。 

非力な私達ですが、三人寄れば文殊の何とかで、

どんな方も受け入れて行きたいと思っています。 

少しでもお役に立てれば 

日本語ボランティアサークルでは、参加者 1 人 1 人に「日本

語をどれだけ勉強したいか」などを聞き、その人に合わせた学

習を行っています。参加者は「会話をしたい」、「日本語検定に合

格したい」など様々な理由で訪ねて来られます。 

日本語を学びたいと考えている方や、お知り合いに外国の方

がいるという方は、「日本語ボランティアサークル鹿浜」を訪ね

てみてはいかがでしょうか。 

▲参加者に合わせて教える内容を決めています 

日本語学習の駆け込み寺 
代表からのごあいさつ 

右の看板が目印です！ 

日本語ボランティアサ

ークル鹿浜にご興味の

ある方は、鹿浜地域学習

センター窓口または電

話までお問い合わせく

ださい。 

℡03-3857-6551 

 地域の学校や企業には欠かせない

存在である新進ビジネス有限会社様

は豊富な品揃えを誇っていらっしゃ

います。文具をはじめ事務用品など

当金庫も困ったときには大変お世話

になっております。是非、一度足を

運んでみてはいかがでしょうか？ 

地域の頼れる文房具店さん 

日本語を一緒に 

勉強しよう！ 
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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。 

 育てて長く美味しく 

食べ終わった野菜の切れ端、捨てずに再利用してみません

か？この本は、使った野菜の切れ端や芽が出てしまった野菜な

どを再利用するための、再生栽培の仕方が紹介されています。

水につけておくだけで成長するものや、土と鉢植えを使って更

に量を増やしたり成長させたりするものなど、ハーブを含めた

34 種類を掲載。再び葉っぱが生えるものから、実ができるもの

まで、中には観賞用として長く育てられるものも紹介されてい

ます。また、野菜から種を採取する方法や種からの育て方も紹

介されており、育てることに視点を当てた 1 冊です。 

 

『キッチンからはじめる再生栽培』 

原由紀子/監修 

ブティック社 

健康的な食事に欠かせない、野菜。特徴や調理方法などを知るこ

とで、食べ方の幅も広がります。今月は、野菜の再利用や保存の仕

方、世界の野菜に関する本を集めました。 

『世界の不思議な野菜 

これって食べられるの⁉ 

驚きの姿のひみつ』 

湯浅浩史/作 

誠文堂新光社 

 名前を聞いたことはあっ

ても日本では馴染みがうす

い、または知られていない

野菜が世界には盛りだくさ

ん。外国でよく食べられて

いる不思議な姿形をした野

菜が、食べ方と一緒に紹介

されています。 

『野菜まるごと冷凍テク

ニック』 

島本美由紀/著 

パイ インターナショナル 

 

実は野菜は、細かく切っ

たり事前に火を通したりす

ることなく、まるごと冷凍

保存できるものもあるので

す。野菜の冷凍保存の仕方

や、解凍して美味しく食べ

る調理方法、レシピが紹介

されています。 

としょかんだより 
今月のテーマ『野菜を知る』 

日時：6/4・25 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 

  

おはなし会 

絵本などの読み語りを行います。 

日時：6/11（土） 

午後 3 時 30 分～４時 30 分 

定員：10 人 

対象：小学生 

料金：無料 

映画会＆工作教室 

昔話アニメーションを見た後に、

工作を行います。 

日時：6/2（木） 

午前 10 時 30 分～10 時 50 分 

定員：各 5 組 

対象：0 歳～3 歳の子どもと保護者 

料金：無料 

  

  

赤ちゃんおはなし会 

赤ちゃん向けの本のおはなし会を

行います。 

 

図 書 館  

イ ベ ン ト  

情 報  

図書館からのイチオシ情報をお届けします 

日時：6/19（日） 

午前 10 時 30 分～11 時 

定員：10 組 

対象：未就学児と保護者 

料金：無料 

英語おはなし会 

英語の絵本の読み語りや手遊びを

行います。 

▲昭和 32 年の給食 

出展：公益財団法人東京都学校給食会 

▲昭和 58 年の給食 

『食育にピッタリ！そうだったの

か！給食クイズ 100③日本の給食・

世界の給食編』 

松丸奨/監修  フレーベル館 

 

6 月は食育月間です 

学校の話をしていて、盛り上がる話題の一つに給食があります。 

子どもたちにおいしく元気に給食を食べてもらうため、足立区では 

食材や献立に配慮した様々な工夫をしています。 
 

今回私たちは、日本の学校給食の食器に注目しました。その歴史を

たどると、第二次世界大戦後から全員が同じ食器を使うようになった

そうです。さらに食べやすくするため、一つのプレートに載せるので

はなく、食品ごとに食器を分けるようになりました。 

6/1（水）より鹿浜図書館内で食育コーナーを設置予定です。昔懐

かしい給食を思い出して、食育について学んでみませんか？ 
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ポイント➌ 
音楽 を スマホ から  

 登録すると、高校生以上であれば 1 回

300 円でどなたでもご利用できます。また、

70 歳以上の方は『いきいきフリーパス』を

発行いただくと、無料になります。 

※いきいきフリーパス発行には、身分証明書が 

 必要。足立区在住・在勤・在学者が対象。 

登録の流れ 

①「新規講習」を予約して、約 2 時間の講習を受ける 

②「新規講習」後、「トレーニングアドバイス」を予約

し、約 2 時間の講習を受ける。指導員の認定を受け

るまで「トレーニングアドバイス」の予約が必要 

③指導員から 1 人で使用できる認定を受けるとトレー

ニングカードが発行される 

④トレーニングカードがある方は、センターが開館し

ている時間であれば、フリータイムでご利用可能 

予約方法：窓口または電話 ℡03-3857-6551 

ここ見て！ 鹿浜！ 

 大規模改修工事で各部屋の新しくなった設備を、もっと地域の皆様に知っていただき、ご利用いただきたい！

3 回にわたって紹介してきた『ここ見て！鹿浜！』。最終回になる今回は、屋内で身体を動かせるトレーニングル

ームと体育館の生まれ変わった点をご紹介します。お客様の声を様々なところに反映いたしました。ぜひ、お気

軽にご利用ください。 

ストレッチスペース が 誕生！ 

 お客様からの声にお応えして、トレーニングルームの

奥に新たにストレッチスペースが誕生しました。壁全面

が鏡となっていますので、全身の動きを確認しながら、の

びのびとストレッチすることができます。また、昨年マシ

ンが全て新しく変わりました。開館時は、いつでも見学で

きますので、初めての方はもちろん、以前ご利用されてい

た方も、ぜひご見学にいらしてください。 

ポイント❶ 
壁に 大きな鏡 

 体育館は、大会やサークル活動など、事前

予約で様々なスポーツでのご利用が可能で

す。 

※利用不可の種目もございますので、センター 

 までお問い合わせください。 

 個人利用とは、個人のお客様同士が利用すること

ができる時間枠のことです。団体利用のないとき、

または、事前に決められている時間枠があり、大人

300 円、中学生以下 100 円でご利用いただけます。

当日の利用時間 10 分前から、先着順で受付いたし

ます。中学生以下の夜間利用は 16 歳以上の保護者

同伴が必要です。種目によって定員が異なりますの

でご注意ください。鹿浜地域学習センター公式 HP

で 1 週間先の体育館の利用状況が確認ができます。 

※定員があるため、当日ご利用できない場合がございま  

 す。ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

持ち物：室内用運動靴、運動ができる服装 

    （スカート、Ｇパン、キュロット不可） 

 

 

予約なし で 利用できる！ 個人利用 

 Ａ面側の壁は、扉を開けると全

身を確認できる大型の鏡があり

ます。 

 ダンスなどの動きやフォーメ

ーションの確認などに、ぜひご活

用ください。 

 

 鹿浜の体育館には、ギャラリー席が設

置されています。イスも新しく変わりま

した。講座や大会などの見学ができるよ

うになっています。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた 

 め、間隔を開けてのご利用をお願いしてお

ります。 

 音楽を流しながらの練習ができ

るよう、オーディオコンセントが両

面の壁に複数ございます。コードを

使用すれば、スマートフォンなどか

らでも音楽が流せます。 

※音響設備ご利用の際は、全面でのご  

 利用をお願いしております。 

ポイント➋ 
ギャラリーが ある 

【トレーニングルーム・体育館  】 
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  『イマドキ』は、職員が注目しているヒト･モノ･コトを発信するコーナーです。 

デジタル化の進む今だからこそ！ 

心を落ち着けて文字を書く 

美文字 今月は「注目のコト」 

まっすぐに背筋を伸ばして美しい文字を書く。幼いころ通っていた書道の先生の

姿にあこがれていました。今でも美しい文字を書く人を見ると尊敬しますし、自分で

も納得いく文字が書けると気分が上がります。 

デジタル化が進み文字を書くことは減ったように思えますが、大切な書類や郵便

の宛名書きなど、まだまだ手で文字を書く機会は多く、そんな時に美しい文字が書け

ると自信につながります。 

いわゆる『ペン字』と呼ばれるボールペンや万年筆で書く文字のことを、筆で書く

毛筆に対して硬筆と呼び、文部科学省後援硬筆書写技能検定という公的な資格もあ

るので、興味がある方は挑戦してみてはいかがでしょうか？ 

 

もっと知りたい方はこちら! 

書店に行くとたくさんのペン字練習帳がありますが、ただ文字の練習をすれば美

しい文字が書けるというわけではありません。書道において文字を書くのに大切な

のは「心・技・体」が整っていることと言われています。技能を磨くだけでなく、文

字を書くときは心を落ち着けて、正しい姿勢で書くことを意識することも大切です。 

タイピングやフリック入力もいいですが、たまには心を落ち着けて姿勢を正して

自分の文字と向き合うのも良いのではないでしょうか？ 

 

『美文字のすすめ』 

中塚翠涛/著 

幻冬舎 

美文字から得る自信 

文字で心を整える 
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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 

 

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！ 

※親子向け講座「骨盤ケア＆ベビトレヨ

ガ」・「骨盤ケア＆ベビーマッサージ」は 1

クラス 1,000 円です。 

〈レッスンメニュー〉 

NEW! アフリカンダンスレッスン 

NEW! 美整体ヨガ 

NEW! 骨盤ケア＆ベビトレヨガ 

NEW! 骨盤ケア＆ベビーマッサージ 

鹿浜スポーツクラブの、 

スケジュールはこちら！ 

※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 

親子向け 

 
日時：6/18（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：8/3（水）・20（土） 

午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

定員：各 30 人  

対象：16 歳以上 

料金：1 回 500 円 

 

産後のダイエットで 

赤ちゃんと触れ合います 

日時：8/24（水） 

午前 10 時 30 分～11 時 30 分 

定員：10 組 

対象：2 ヵ月～3 歳の子どもと母親 

料金：1,000 円 

 

ママと赤ちゃんで楽しむ産後 

骨盤ケア＆ベビーマッサージ 
 

子ども向け 

 

夏休み宿題まなぼー広場 

夏休みの宿題を持ちよって

センターで勉強します。 

 日時：8/4（木）・10（水） 

午後 2 時～4 時  

定員：各 10 人 

対象：小学生 

料金：無料 

日時：8/28（日） 

午前 10 時～10 時 45 分  

定員：10 組 

対象：6 ヵ月～3 歳の子どもと保護者 

料金：990 円 

 

日曜日も親子で 
ハワイアンリトミック 

 

五感を育むハワイアン音楽 

を親子で楽しみます。 

 

日時：8/3（水） 

   午前 10 時 30 分～11 時 30 分 

定員：10 組 

対象：2 ヵ月～3 歳の子どもと母親 

料金：1,000 円 

ママと赤ちゃんで楽しむ産後 

骨盤ケア＆ベビトレヨガ 

産後のダイエットで 

赤ちゃんと触れ合います。 

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：6/11・25 各（土） 

午後 3 時～4 時  

定員：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。 

 

社交ダンスエクササイズ 

ズンバレッスン 

ベリーストレッチエクササイズ 

美ボディエクササイズ 

リラックスヨガ 

はつらつ教室 
※6/15（水）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：7/14（栄養 C）・21（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 

ドキドキまなぼー 

けずって描こうスクラッチボード 

 
ニードル絵画作りを通して

アートを学びます。 

 日時：8/9（火） 

午前 10 時～正午  

定員：16 人 

対象：小学生 

料金：1,000 円 

日時：8/12（金） 

午前 10 時 30 分～11 時 30 分  

定員：10 組 

対象：首の据わった 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 

抱っことダンスで絆を深め

ます。寝かしつけ効果に。 

 

楽しく学ぶ 

小学生イングリッシュ（3 日制） 

 

小学生向けの、英語を楽しく学べる講座

です。英語を学ぶ楽しさを養い、英語に

対する苦手意識をなくすことにも繋がり

ます。 

 

日時：8/3～24 毎（水） 

   （8/17 を除く） 

午後 3 時 30 分～4 時 30 分  

定員：6 人 

対象：小学生 

料金：3,000 円 

日常的に使える英語を学び

ます。 

日時：8/5～26 毎（金） 

（8/12 を除く） 

午後 2 時～3 時  

定員：6 人 

対象：16 歳以上 

料金：3,000 円 

誰でも気軽にイングリッシュ 
（3 日制） 

 

親子で楽しく英語を学びま

す。 

日時：8/5～26 毎（金) 

   （8/12 を除く） 

午前 10 時～10 時 45 分 

定員：5 組 

対象：1 歳～3 歳の子どもと保護者 

料金：3,000 円 

親子で楽しく英語で遊ぼう 
（3 日制） 

 

▲アフリカンダンスレッスン 

▲ズンバレッスン 



                                                                                                                                                                                                          

 
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。 

 

《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 

足立区鹿浜地域学習センター・体育館・図書館 「ゆめのき」6 月号（毎月１日発行） 

休館日/地域学習センター 6/13(月) 図書館 6/13(月)・30(木) 
 
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」 

足立区 鹿浜センター 

 
Twitter・Instagram 

LINE はこちら！ 

 

SNS ページ 

吉原遊郭の近くの町に住む子どもたちは、2 つのグループに分かれ対立して

いました。遊女の妹である美登利と僧侶の息子である信如は、互いに好意を持

ちつつも、以前に仲をからかわれたことから、言葉も交わせずにいます。そん

な中、2 人とも対立に巻き込まれ、より心の距離が遠くなってしまい……。 

お札の肖像にもなった短命の作家 

樋口一葉は、現在の千代田区出身で、本名を奈津といいます。樋口家

の戸主であった兄の泉太郎が 1887 年に病死し、その翌々年に父の則義

が他界。一葉は僅か 17 歳で一家を支えなければならなくなりました。 

19 歳で小説家になることを決意し、23 歳で発表した「たけくらべ」

は森鴎外や幸田露伴などから絶賛されます。しかし、人気作家としての

道を歩み始めた矢先、1896 年に肺結核により 24 歳という若さで亡くな

りました。「たけくらべ」や「にごりえ」といったほとんどの代表作が

死の直前に書かれており、「奇跡の 14 ヵ月」と言われています。 

『たけくらべ』樋口一葉 

今月の 

表紙 


