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▲花いくとせの木村様。花を整える様子 

『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。 

 

巣鴨信用金庫 鹿浜支店 鹿浜地域学習センター  

▲フラワーアレンジメント品① 

造花を用いたフラワーアレンジメント 

▲フラワーアレンジメント品② 

より多くの人が楽しめる花 

株式会社大邦担当 

巣鴨信用金庫 鹿浜支店 

関根様 

 「和の心」を取り入れたデザイン、

生花では表せない彩でご家庭やオフ

ィスに華を添えることができます！

おうち時間の充実や職場環境の改善

にぜひご活用ください。当支店でも

展示させていただいています。 

SDGｓやアレルギー等に対応し

たフラワーアレンジメントです 

花いくとせ（株式会社大邦） 

 江北 3 丁目にあるカフェ＆花屋に窓口を設ける、花いくとせ。株式会社大邦の、造花にあたるアーティフィシャルフラ

ワー事業から誕生しました。まるで本物のような質感と、茎を様々な向きに曲げることで、生花が持つ自然な形や生え方

を見せる花たち。和洋様々な花を用いつつ、アレンジは生け花のような“和風”をテーマにしています。 

花いくとせは、アレルギーのため生きた花を楽しむのが難

しい方にも、花を楽しんでもらいたいという思いから誕生し

ました。また、造花は枯れないため、水やりや温度などを気に

することなく、室内でも気軽に置いておくことができます。 

窓口で実際に商品を見ることができ、Web サイトでも閲覧

可能です。完成品の販売や、色を選んで依頼するセミオーダー

メイドなど幅広く扱っています。ご自宅や職場の彩に、自分の

お気に入りの花々を飾ってみませんか。 

花いくとせの HP は 

こちら！ 

←川口市 西新井→ 

株式会社大邦 

住  所：足立区江北 3-29-9 

営業時間：月～金 午前 9 時～午後 5 時 

電話番号：090-1864-0104 

花いくとせ e-mail:hanaikutose@gmail.com 

花いくとせ HP: https://hanaikutose.com 

 

花いくとせ HP 

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。 
鹿浜 SNS 

▲ミートパイ 

『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 9 回 オーストラリア 

 

オーストラリアの食文化 

先住民や、様々な移民の食文化の

影響を受け、長い歴史の中で築かれ

た独自の食文化を持っています。 

気候が温暖なため、野外での食事

が多く、中でもバーベキューは生活

の一部になっているほど。家の庭は

もちろん、公園やビーチにもバーベ

キューができるようになっていると

ころがあるそうです。野外での食事

が多いなんて、景色の美しいオース

トラリアならではですね。 

身近な食べ物 

日本でいうおにぎりのように、ミ

ートパイはオーストラリアでは身近

な食べ物です。 

バーベキューと並んで国民食にも

なっているミートパイ。ひき肉と野

菜、グレービーソースを混ぜたもの

が基本となっており、ソースは各家

庭によって味付けが違ったりするそ

うです。オーストラリアには専門店

がたくさんあるそうなので、いろん

なお店のものを食べてみたいです

ね。 

もっと知りたい方はこちら！ 

しらべよう！世界の料理⑦ 

中央・南アメリカ・オセアニア 

メキシコ・ブラジル・ペルー・ 

オーストラリアほか 

青木ゆり子/監修・著 

こどもくらぶ/編  ポプラ社 
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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。 

「足立ブランド」に認定されたオーダーメイド自転車 

 この本の主人公である堀田健一さんは、ある出来事をきっかけ

に、息子さんのために作った踏み込み式の自転車が足の不自由な

方にとって便利なものだと気づき、体が不自由な方のための自転

車づくりを仕事にすることを決心しました。 

 しかし、注文が入らず息子さんの給食費も払えないほど生活が

苦しくなったり、商標登録を忘れてしまっていたために、使って

いた商品名が使えなくなってしまい、何百万円もかけて刷ったパ

ンフレットを全て捨てなくてはいけなくなったりと様々な困難に

直面します。 

  

『風を切って走りたい！ 

夢をかなえるバリアフリー自転車』 

高橋うらら/著 金の星社 

図書館には物語だけでなく、ノンフィクションや伝記など、様々な

ジャンルの本があります。読書感想文を書くのに読む本として、自分

の好きな分野の本も選択肢に加えてみてはいかがでしょうか？ 

『カラスのいいぶん 

人と生きることを 

えらんだ鳥』 

嶋田泰子/著 

岡本順/絵 

童心社 

 ごみを散らかしたり、人

を襲ったりと悪いイメージ

ばかりあるカラスですが、

本当はどんな鳥なのでしょ

うか？この本を読んだ後に

はイメージが変わっている

かもしれません。 

『ポリぶくろ、１まい、 

すてた』 

ミランダ・ポール/文 

エリザベス・ズーノン/絵 

藤田千枝/訳 

さ・え・ら書房 

 何の気なしにアイサト

が捨てた 1 枚のポリ袋。

ごみはどんどん増えて、

ついには 100 枚に。自分

たちで何とかしようと、

アイサトは仲間と一緒に

立ち上がります。 

 

としょかんだより 
なつやすみ宿題アシスト in 図書館 

調べ学習のテーマが決まらない、調べたいことが書かれている本

の探し方が分からないと悩んでいませんか？自分の興味に合った本

や、テーマについてより詳しく書かれている本など、図書館員が参考

になる本を一緒にお探しします！複数冊見比べることでより正確な

情報を得ることもできますよ。ぜひ、お気軽にご利用ください。 

 

「もんしんひょう」の内容から本をセレクト 

 本を探すにあたり、好きなことは何かや、どんなことに興味がある

かなどを「もんしんひょう」に記入していただきます。その内容をも

とに思いついたことや疑問を書き出し、調べ学習のテーマを決め、本

を探していきます。 

 

受付方法 

 図書館の床にシカの足跡があります。それを目印にして進んだ先

にある、受付用のカードをカウンターまでお持ちください。カードと

交換で「もんしんひょう」をお渡しします。 

 

今月のテーマ『夏休みに読みたい本』 

日時：7/3（日）・7（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。 

日時：7/9（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：7/2（土） 

午後２時～２時 30 分 

定員：20 人 

対象：小学生 

料金：無料 

  

  

七夕おはなし会 

七夕の絵本などの読み語りを

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：7/17（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。 

日時：8/1（月）～25（木） 

   （8/8 を除く） 

午後１時～5 時 

対象：小学生 

料金：無料 

※同時に 2 人まで 

 1 人最長 30 分 

  

なつやすみ宿題アシスト 
in 図書館 

日時：7/23（土） 

午後 2 時～2 時 30 分 

定員：20 人 

対象：小学生 

料金：無料 

  

  

おはなし会 

絵本などの読み語りを行います。 

 

 

全て先着順の事前予約制です。 

福祉や物作りに興味のある方へ 

環境問題に興味のある方へ 生物に興味のある方へ 
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「夏休み宿題まなぼー広場」では、講師が子どもたちの夏休みの宿題

をサポートします。宿題でわからない問題や気になる科目があれば、子

どもたちが理解するまで講師が指導していきますので、ぜひ今年の夏は、

夏休み宿題まなぼー広場で苦手を克服しましょう。 

 

子どもたちの学びへの興味や意欲の向上を目指す講座シリーズ「まなぼー」。夏休みの宿

題をお手伝いする「宿題まなぼー」と、工作や実験などから学ぶ「ドキドキまなぼー」があ

ります。今回は夏休みに行う 2 つのまなぼーをご紹介します。 

講師は地元の大学生 

ドキドキまなぼー「おがくず粘土で小物入れをつくろう」で

は、講師にあだち再生館の職員をお呼びして、おがくず粘土で

オリジナルの小物入れを作ります。 

おがくず粘土は、鉛筆を製造する際に出る木くずを活用して

できた、地球にやさしいリサイクル粘土です。 

足立区中央本町にある環境情報の発信や３R 活動の推進を行

っている区の施設です。SDGs や環境問題の関連図書を扱った

図書コーナーも設置しています。区民を対象にリサイクルやエ

コといった環境をテーマとした講座を開催しています。 
▲宿題まなぼー広場の様子（写真は 3 月に行われた講座のもの） 

宿題が終わった子には、センターからオリジナルの学習プリ

ントを用意。低学年から高学年向けの課題を取り揃えているの

で、皆で一緒に苦手分野を克服しましょう。講座の最後には、

参加者全員に缶バッチとポストカードをプレゼント。 

オリジナルの学習プリントで苦手を克服 

「足立区リサイクルセンターあだち再生館」ってどんなところ？ 

 今回ご紹介した講座は、全て事前受付・定員制の講座となっております。お申し込みは、 

窓口・お電話・インターネットまで。鹿浜センター ℡：03-3857-6551 ▲宿題が終わった子は学習プリントにチャレンジ ▲鹿浜センターHP 

▲あだち再生館外観 

夏休み宿題まなぼー広場  

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 

「夏休み宿題まなぼー広場」の講師は鹿浜地域学習セ

ンター・図書館職員の他に、お呼びした近隣の大学生が勉

強を教えてくれます。宿題や学習プリントの問題の解き

方やアドバイスを聞くのはもちろん、勉強の仕方につい

てのアドバイスもします。この機会にどんどん質問して

みてください。 

リサイクル・森林保護・二酸化炭素について学ぼう 

楽しい小物入れの工作の後には、講師の

あだち再生館職員から楽しく地球環境を

学べるお話しもあります。内容はおがくず

の粘土にちなんで、リサイクル、森林保護、

二酸化炭素についてのお話しを予定して

います。 

ドキドキまなぼー「おがくず粘土で小物

入れをつくろう」は SDGs（※1）の要素

を含んだ講座となっておりますので、子ど

もだけでなく、保護者の方にもぜひオスス

メです。 

ドキドキまなぼー「おがくず粘土で小物入れをつくろう」 

▲おがくず粘土で作った小物入れ 

住  所：足立区中央本町 2-9-1 

営業時間：午前 9 時～午後 5 時 

休 館 日 ：毎週月曜日・祝日休館・年末年始 

（月曜日が祝日の時は火曜日も休館） 

電話番号：03-3880-9800 

「あだち再生館」とのコラボレーション 

わからないところを教えてもらおう 

夏休みイベント学び体験  

in 鹿浜センター 

▲缶バッチとポストカード 

▲しかちゃん 

（※1）2030 年までの達成をめざす国際目標として国連サミットで採択された、持続可能な開発目標。 

日時：8/6（土） 

午後 2 時～4 時  

定員：10 組 

対象：小学生と保護者 

   （４年生以上は１人でも参加可） 

料金：無料 
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ドキドキまなぼー「けずって描こうスクラッチボード」 

夏休みの自由研究・工作の題材をお探しの小学生に 

スクラッチボードとは 

絵を描く道具や材料は世の中にたくさんありますが、その道具や材料に合わせ

た絵を描く方法を「技法」といいます。スクラッチボードは、画面に黒い特殊な

絵の具が塗ってあるボードを、とがった針であるニードルでひっかいて描く技法

の絵画です。鉛筆やクレヨンとはまた違った雰囲気の絵ができます。 

今回は、ニードルを使って描くためには、どのような絵柄が向いているのか図

書館で資料を探して制作する、美術×図書館ワークショップを開催します。描く

道具を生かした絵柄を選んで描くと、よりかっこよく仕上がります。「道具や技法

を知る→技法に合わせた題材を図書館で調べる→制作する」を通して、夏休みの

宿題「調べ学習」と「工作」に取り組んでみましょう！！ 

制作方法 

①カーボン紙でスクラッチ

ボードに写す 

②ニードルで削る ③完成！ 

８月に、スクラッチボードを制作する講座を開催いたします。技法や

題材について美術の講師と一緒に考え、技法に合った題材を図書館の本

から探します。本探しは、図書館職員がお手伝い。夏の「調べ学習」も

「工作」も一石二鳥な、充実のワークショップです！ 

図書館で調べものをするポイント 

①辞書・事典、図鑑などからスタート 

 まずは、事典などを使って、大まかな情報を調べましょう。キー

ワードを見つけて、もっと詳しい本を探していきます。 

②たくさん情報を見つけよう 

 図書館の本は、分野ごとに並んでいます。図書館の案内図を見て、

調べたい分野の棚を探しましょう。何冊も集めて情報を見比べて調

べます。新しい情報を調べるときは新聞や雑誌を使うと便利です。 

③図書館の人に聞いてみよう 

悩んだときは、図書館の人に気軽に聞いてみてください。 

▲スクラッチボードで書いた猫 

講座では調べもの学習も行います。そこで、たくさんの本があ

る図書館で調べものをするポイントを説明します。 

日 時 ：8/9(火) 

午前 10 時～正午 

対 象 ：小学生 

定 員 ：16 人   料 金 ：1,000 円 

受付方法：電話・窓口・インターネット 

今まで知らなかったことが分かると、とても

楽しい気持ちになりませんか？ささいなこと

に、びっくりするような情報が見つかることが

あります。ぜひ図書館で、楽しく調べものをし

てみませんか？ 

 図書館での調べものとアートの技法を１度

に体験できるドキドキまなぼー「削って描こ

うスクラッチボード」。夏休みの宿題の参考に

もなると思います。ぜひご参加ください。 

図書館長からのコメント 
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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。 

 

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 

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：7/29（金） 

①午前 10 時～ ②午後 4 時～ 

定員：各 10 人  

対象：どなたでも 

料金：無料 

人権啓発 DVD 上映会 

人権問題に関するビデオを上映い

たします。 

親子向け 

 

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 

産後のダイエットで 

赤ちゃんと触れ合います。

す。。 日時：9/14・28 各（水） 

午前 10 時 30 分～11 時 30 分  

定員：各 10 組 

対象：2 ヵ月～3 歳の子どもと母親 

料金：各 1,000 円 

 

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：9/7（水）・17（土） 

午後１時 30 分～3 時 30 分   

定員：各 30 人 

対象：16 歳以上 

料金：各 500 円 

 

はつらつ教室 
※7/15（金）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：8/11（運動 A）・25（口腔 D）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 

産後のダイエットで 

赤ちゃんと触れ合います。 

ママと赤ちゃんで楽しむ産後骨盤ケア 

＆ベビトレヨガ 

日時：9/7・21 各(水) 

午前 10 時 30 分～11 時 30 分 

定員：各 10 組 

対象：2 ヵ月～3 歳の子どもと母親 

料金：各 1,000 円 

骨盤のストレッチで健康な

身体づくりを目指します。 

日時：9/9～10/28 毎（金） 

   （9/23 を除く） 

午前 10 時 30 分～11 時 30 分 

定員：20 人  

対象：16 歳以上 

料金：5,670 円 

しなやかな身体をつくる 
ペルビックストレッチ(7 日制) 

運動能力を養う未就学児 

向けの体操教室です。 

 日時：9/16～10/28 毎（金） 

   （9/23 を除く） 

午後 3 時 30 分～4 時 30 分 

定員：40 人 

対象：3 歳～未就学児 

料金：2,700 円 

子ども向け 

 

ジュニア体操 

お試しレッスン 

運動能力を養う小学生 

向けの体操教室です。 

日時：9/9（金） 

午後 4 時 40 分～5 時 40 分  

定員：15 人 

対象：小学生 

料金：450 円 

 

トランポリンを使って社交

性、協調性を学びます。 

日時：9/14（水） 

午後 4 時～5 時 

定員：24 人 

対象：5 歳～小学生 

料金：450 円 

楽しく学ぶ小学生 

イングリッシュ（5 日制） 

楽しく英語を学んで苦手意

識を減らしてみましょう。 

日時：9/7～10/5 毎（水） 

午後 3 時 30 分～4 時 30 分 

定員：6 人 

対象：小学生 

料金：5,000 円 

親子で体を動かしながら、楽しく英語を学

べる講座です。お子様の英語に触れる機会

作りと頭と体の体操に、ぜひいかがでしょ

うか。 

日時：9/2～10/7 毎（金） 

   （9/23 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：5,000 円 

親子で楽しく英語で遊ぼう 
（５日制） 

しなやかな身体をつくる 

ペルビックストレッチお試しレッスン 

骨盤のストレッチで健康な

身体づくりを目指します。 

 日時：9/2（金） 

午前 10 時 30 分～11 時 30 分 

定員：20 人 

対象：16 歳以上 

料金：810 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。 

 日時：9/9（金） 

午後 3 時 30 分～4 時 30 分  

定員：15 人 

対象：3 歳～未就学児 

料金：450 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：9/25（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 

 

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。 

日時：9/11（日） 

午後 2 時～3 時  

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 

 

誰でも気軽にイングリッシュ 
（５日制） 

日常的に使える英語を学び

ます。 

日時：9/2～10/7 毎（金） 

   （9/23 を除く） 

午後 2 時～3 時   

定員：6 人 

対象：16 歳以上 

料金：5,000 円 

 

日時：9/16～10/28 毎（金） 

   （9/23 を除く） 

午後４時 40 分～5 時 40 分 

定員：45 人 

対象：小学生 

料金：2,700 円 

ジュニア体操 

 持久力アップ編(6 日制) 

運動能力を養う小学生 

向けの体操教室です。 

 

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 

元気いっぱいキッズ体操 

（6 日制） 



                                                                                                                                                                                                          

 

《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 

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。 

 

足立区鹿浜地域学習センター・体育館・図書館 「ゆめのき」7 月号（毎月１日発行） 

休館日/地域学習センター 7/11(月) 図書館 7/11(月)・29(金) 
 
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 
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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 

 主人公の私は、借金のせいで生活が苦しく、不安と焦燥に駆られていた。私

は虚無感を抱えながら、街から街へ浮浪し続ける日々を過ごす。 

 裏通りを歩いたり、乾物屋の商品を眺めたりしていた。ある日、とある果物

屋で足を止め、美しく積まれている檸檬を 1 つ買うことにした。 

唯一無二の言語センス 

梶井基次郎は 1901 年の大阪で生まれ、肺結核により 31 歳という若

さで亡くなりました。短い作家人生の中で残した短編小説は、珠玉の名

作と言われ、数多くの作家たちに称賛されています。 

五感が非常に優れており、離れた場所にある花の匂いで名前を当てた、

汁物にほんの少し混ざってしまった砂糖を判別したなど、多くのエピソ

ードが残っています。また、梶井ならではのセンスで言語化された文章

は、表現の正確さだけでなく、繊細で美しい描写を生み出しています。

感性の鋭さと類稀なる言語で表現された作品を読んでみませんか。 

HP 

『檸檬』梶井基次郎 

今月の 

表紙 


