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特集P6-7 英語でHalloweenを楽しもう！！ 

江戸川乱歩『怪人二十面相』 

Yumenoki ゆめのき 

あらすじ・著者紹介は裏表紙をご覧ください 
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巣鴨信用金庫担当者からのコメント 

私たちが生活する上で必ず出てくる

廃棄物。株式会社利根川産業様は、そ

の廃棄物をエネルギー原料や新たな製

品にリサイクルするなど地球環境の保

全と循環型社会の構築に力を入れてい

ます。事業系の廃棄物のことなら利根

川産業様へなんでもご相談ください。 

巣鴨信用金庫 鹿浜支店 

下村様 

『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。今年

度は、巣鴨信用金庫鹿浜支店とのコラ

ボレーションを行っております。 

現在行っている「あだちな縁結び」

は、取材を通じて地域の企業を応援す

る企画です。 

住  所：東京都足立区入谷８-3-8 

営業時間：午前 8 時～午後 5 時 

定 休 日：日曜日 

電話番号：03-3855-0732 

Ｈ  Ｐ：https://www.tonegawa-s.co.jp 

会社情報 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

株式会社利根川産業 

住みやすい環境の立役者 

 
株式会社利根川産業は廃棄物の収集運搬やリサイクル

を通じて廃棄物の削減、CO2 の排出量抑制に取り組んでい

る会社です。 

東京都内では最大の、再利用困難な廃棄物から固形燃料

を作る工場を保有しています。 

取材のきっかけはリサイクルを通して、SDGs の脱炭素

化を果たすという目標についてお話を伺ったことでした。 

最新の機械と独自の加工技術で、発電機等の熱源材料に

なる固形燃料や、不要なペットボトルを服や生活用品の原

料へリサイクルすることで、積極的にゴミの無いクリーン

な世界を目指しています。 

リサイクルでクリーンな世界をめざす 

 

廃棄物の運搬サービスでも、従業員一人一人が運搬車を

毎日新品同様に磨き、運搬中も悪臭がしないように地域環

境の保全に気を付けていると語る利根川部長。社会に必要

なインフラを担う重要な仕事として日々事業に取り組ん

でいます。ご興味のある方はぜひ、HP をご覧ください。 

ピカピカに磨かれた収集車で廃棄物を回収 

 

▲株式会社利根川産業の従業員の皆さん 

▲ペットボトルのキャップや不純物だけを除去する機械 

舎
人
駅 

←川口市 

環七北通り 

舎人→ 

取材のこぼれ話を SNS

で配信しています。 

こちらからご覧ください。 

新
砂
子
路
橋
通
り 

ハロウィンチャレンジ！ 
今回のシカチャレでは、3 つの形があると顔に見える

「シミュラクラ現象」を使って、身近なものをハロウィン

の仲間たちにしてしまう工作をご紹介します！ 

逆三角形の角に、縦に長い丸を置くと… 

 10/30（日）に開催するハロウィンカーニバル！！で、顔を

付けたもの、またはその写真を持って来てくれた方にプレ

ゼントをお渡しします。ぜひご参加ください！ 

こわーいおばけが現れた！ 

2  身近なものに貼ってみよう  

さらにチャレンジ！ 真似して書いたり、コピーしたりして使ってみよう。 

※貼るときは、貼っても

良いものか、必ずおうち

の人に確認しましょう。 

▲きゅうけつき ▲ねこ ▲ジャックオーランタン 

▲テープカッター ▲紙コップ 

1  おばけの顔を作ってみよう 黒い画用紙、またはペンなどで黒く染めた紙を切り抜こう。 

プレゼントは 

当日のお楽しみ！ 
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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。 

正反対に見える２人の主人公 

 この本の主人公はスポーツ万能でクラスの人気者の潤と、内気な

文学少女のあや。重なる部分は全くなさそうに思える２人ですが、

実はとある共通点があって……。 

 

実際の文化祭の参考にも 

 潤とあやのクラスでは、お化け屋敷として怪談の朗読を行うこと

になります。候補となった作品や、飾り付け、より怖がってもらう

ためのアイデアなども準備を進める様子としてしっかり描かれて

いるので、お化け屋敷をやる際は真似してみても面白いかもしれま

せんね。 

 

『ふたりの文化祭』 

藤野恵美/著 KADOKAWA 

秋になり、文化祭を行う学校も多いのではないでしょうか？鹿浜地域

学習センターでも 11 月にふれあいまつりを開催する予定です。今月は

文化祭をテーマにした物語など、文化祭の参考になる本を集めました。 

『クラ T 大図鑑』 

主婦の友社/編 

主婦の友社 

 
 文化祭などでクラスや

部活でお揃いの T シャツ

を作って着た経験のある

方もいらっしゃるのでは

ないでしょうか？ 

 全国の中学・高校から

集まった斬新なアイデア

の詰まったデザインは、

見ているだけでも楽しい

ですよ。 

『みんなでつくろう！ 

大型クラフト 4 

遊具・ゲーム』 

檜山永次・中山秀樹 

野出正和/著 

水谷桃子/イラスト 大月書店 

ダンボールの巨大迷路や、

魚釣りゲームで使うリール

のついた本格的な釣りざお

などの作り方が、イラストや

写真を使って分かりやすく

紹介されています。 

今月のテーマ『文化祭』 

日時：10/1・22 各（土） 

午後 2 時～ 

2 時 30 分 

定員：各 5 人 

対象：小学生 

  

  

おはなし会 

赤ちゃん向け絵本の読み語り

や手遊びをします。 

日時：10/6（木） 

午前 10 時 30 分～ 

10 時 50 分 

定員：各５組 

対象：０歳～３歳の子供 

と保護者 

  

赤ちゃんおはなし会 

絵本などの読み語りや手遊び 

をします。 

 

映画会＆工作教室 

図 書 館  

イ ベ ン ト 情 報  
 

全て先着順の事前予約制です。 

 

日時：10/8（土） 

午後 3 時 30 分～ 

４時 30 分 

定員：10 人 

対象：小学生 

アニメーション映画を見た後、 

工作を行います。 

ASMR ってなに？ 

皆さんは ASMR をご存じですか？聴覚や視覚に刺激が加わるこ

とで、人が心地よいと感じるような反応のことを言うそうです。主

にリラックス効果や、ソワソワした感覚を引き起こすなどが考え

られていますが、この現象に関しては科学的な検証はされていな

いそうで、すべて個人の知覚に基づくものとされているようです。 

 

いろんな音が ASMR です。 

個人や企業の動画などで配信されている、ASMR。内容は様々で

雨音や焚火の音、工場などの機械音もあるようです。 

音で“おいしい”を感じることもできますね。その中の一つに咀

嚼音があります。唐揚げを食べる音などが人気で、聞いていてお腹

が空いてくるのだとか。 

本をめくる音も ASMR です。ぜひ体験してみてくださいね。 

 

 

日時：10/30（日）※①②同じ内容です 

① 午後 2 時～3 時 

② 午後 3 時 15 分～4 時 15 分 

定員：各 20 組 

対象：小学生以下の子どもと保護者 

料金：150 円 

 

 ハロウィンカーニバル！! 

英語絵本の読み語りやハロウィンに

ちなんだ工作を行います。 

をします。 

書影許諾申請中 

『おいしいおと』 

三宮麻由子/ぶん 

ふくしまあきえ/え  

福音館書店 

表現豊かな食べ物の音がた

くさんです。 

食べ物に関係する本をご紹介。今月

は食べ物と音について。 

ASMR でおいしい音 
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「ハロウィン」って何？ 

元々はヨーロッパが発祥のお祭りです。昔は新年始

まりの日の前日 10 月 31 日に亡くなった魂が戻って

くると信じられていました。そこで、お化けや動物の

仮装をして、焚火を炊き悪霊を追い払う儀式を行って

いました。 

後に移民が北アメリカ大陸に文化を継承したこと

で、アメリカにも広がりました。 

現代では子ども達がコスチュームを着て近所で

trick or treat（トリックオアトリート）したり、jack-

o’-lantern（ジャックオーランタン）を作ったり、お化

け屋敷に行くなど、楽しいイベントになりました。 

Trick or treat ってどういう意味？ 

子ども達がコスチュームを着て、近所の家を周り、

「trick or treat（お菓子をくれないといたずらするぞ）」

と言うと、家の人が出てきてお菓子をくれます。訪ね

ていいのは家の灯りがついている家だけというルール

があります。 

どんな仮装をするの？ 

悪霊を追い払うためにお化けに仮装していたため、

魔女やお化け、ピエロ、吸血鬼、ゾンビなどのモンス

ターのコスチュームが定着しています。 

しかし最近では、プリンセスやスーパーヒーロー、

キャラクター物が人気になっています。 

How to say in English? 
おばけの名前は英語でなんて言うの？ 

小学校教師としてアメリカで働

き、パナマ共和国で言語教師を経験。

現在は、幼児から社会人までの英語

講師として日本で活動中。 

「考える英語」がモットー。2 歳

の子どもの母親として育児奮闘中。 

ハロウィンについて教えて下さったのはこの方 

 

村上愛先生(英語教師) 

楽しく学ぶ小学生 
イングリッシュ(4 日制) 

大人・親子向けの講座もございます。 

デビル 

Devil(悪魔) 

ゴースト 

Ghost(おばけ) 
クラウン 

Clown(ピエロ) 

ヴァンパイア 

Vampire(吸血鬼) 

ウィッチ 

Witch(魔女) 

マミー 

Mummy(ミイラ) 

村上先生担当講座紹介 

日時：11/2～11/30 毎（水） 

     （11/23 を除く） 

午後 3 時 30 分～4 時 30 分 

定員：6 人 

対象：小学生 

料金：4,000 円 
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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。 

今年 2022 年は、1872 年 10 月

14 日に新橋－横浜間を結ぶ日本初

の鉄道が開業してから 150 年を迎

える記念の年です。そこで今回は、

鉄道の原点である、蒸気機関車に焦

点を当ててみました。 

蒸気機関車は、号車ごとに動く電

車と違い、ボイラーという心臓部分

が動くことによって列車全体が同

時に動き始めます。そのため、無機

質でありながらも、生命的な躍動感

がある点に魅力を感じる方が多い

そうです。 

そんな魅力的な蒸気機関車を北

鹿浜公園で見ることができます。 

 

 北鹿浜公園では、昭和 4 年に製造

された、蒸気機関車 C5075 を間近

に見ることができます。 

 現役時代は関西で走っており、平

成4 年に北鹿浜公園にて保存される

こととなりました。 

有志団体の方々が塗装や溶接を

定期的に行っているため、ミニ列車

の運行・展示室のジオラマにて秘蔵

列車の運行を行うミニ列車まつり

では、蒸気機関車の中に入ってみる

ことができるそうです。 

 ぜひ、迫力ある蒸気機関車を見

に、北鹿浜公園へ足を運んでみては

いかがでしょうか。 

衰えない、力強い魅力 北鹿浜公園のシンボル 

蒸気機関車 

鉄道開業１５０周年 

今も昔も人々を魅了する 

▲北鹿浜公園にある蒸気機関車 

今月は注目のモノ 

北鹿浜公園 
〒123－0864 

足立区鹿浜 3－26－1 

開園日：月によって異なります。 

    詳しくは HP まで 

閉園日：12 月 29 日～1 月 3 日 

TEL: 03-3897-8030 

HP : http://parks.prfj.or.jp/ 

kitashikahama/ 
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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。 

子ども向け 親子向け 

大人向け 

どなたでも 

窓口 電話 インターネット 鹿メン 抽選受付 当日受付 

インターネットからのお申込方法 

足立区公式ホームページ→メニューをクリック 

→文化・スポーツ→講座サークル・生涯学習→施設利用方法

→講座予約システム（生涯学習施設・スポーツ施設） 

→講座予約システム（外部サイト）をご選択ください。 

※講座の詳細はセンターまでお問い合わせください。 

※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。 

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：12/11（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 

はつらつ教室 

※10/15(土)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：11/10・24 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 

人権に関係する DVD の上

映会を行います。 

日時：10/31（月） 

➀ 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 

トイドクターがおもちゃの 

修理をしてくれます。 

日時：10/15 (土） 

午後 1 時～4 時 

定員：10 人 

対象：どなたでも  

料金：無料 

鹿浜おもちゃの病院 

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。 

日時：12/7・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 

ドキドキまなぼー 

暗闇で光るスライム作り 

暗闇の中で発光するスライ

ムを作ります。 

日時：12/11（日） 

午後 2 時～3 時 

定員：10 人 

対象：小学生 

料金：300 円 

産後のダイエットで 

赤ちゃんと触れ合います。 

 

日時：12/14（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 

抱っことダンスで絆を深め

ます。寝かしつけ効果に。 

日時：12/11（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 

 

抱っこで親子ベビーダンス 

今日から始めるシニア向け 

スマートフォン講座 

スマートフォンの使い方を

わかりやすく基本から学び

ます。 

日時：12/9（金） 

午前 10 時～正午 

定員：20 人 

対象：60 歳以上 

料金：無料 

図書館のおはなし会 

などの講座情報は、 

P4 をご覧ください 

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。 

日時：10/8・22 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 

平日の朝に鹿浜体育館で

ラジオ体操を行います。 

日時：10 月の平日 

午前 8 時 40 分～8 時 50 分 

定員：各 15 人 

対象：どなたでも  

料金：無料 

鹿浜ラジオ体操 

 

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：12/17（土） 

午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

定員：30 人 

対象：16 歳以上 

料金：500 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：12/7（水） 

午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

定員：30 人 

対象：16 歳以上 

料金：500 円 

鹿浜スポーツクラブ 

プロの講師レッスンが、1 クラス

810 円で受けられます！ 

当日申し込みも OK です。 

レッスンメニュー 

 

 ズンバレッスン 

 社交ダンスエクササイズ 

 リラックスヨガ 

 美整体ヨガ 

 骨盤ケア＆ベビトレヨガ 

 骨盤ケア＆ベビーマッサージ 

料金：基本 810 円 

※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。 

▲ズンバレッスン 

鹿浜スポーツクラブの開催

スケジュールはこちらから

ご覧ください！ 
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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」  

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 鹿浜センター 

 
Twitter・Instagram 

LINE はこちら！ 

 
SNS ページ 

ちまたで噂の誰も本当の顔を知らない変幻自在の

怪盗『二十面相』。実業家の羽柴家に届いた予告状。

二十面相と日本一の名探偵明智小五郎＆助手の小林

少年による知恵と知恵の初対決の物語。 

日本の推理小説のパイオニア 

江戸川乱歩、本名平井太郎は、1894 年の三重県で生まれました。ペ

ンネームの江戸川乱歩は、世界初の推理小説を生んだ、アメリカの作

家エドガー・アラン・ポーをもじったものです。 

乱歩は、自身の執筆だけではなく、推理小説雑誌の編集も手掛け、多

くの後進の育成にも力を入れていました。日本のミステリー界におけ

る乱歩の功績は、はかり知れません。明智小五郎や少年探偵シリーズ

など、様々な推理小説やミステリー小説を生み出し、日本の推理小説

の礎を築いた乱歩の奇妙で奇想天外な物語を読んでみませんか。 

HP 

『怪人二十面相』江戸川乱歩 

今月の 

表紙 

 背景は６個のダイヤモ

ンドが盗まれる邸宅です。

怪人の怪しさを表現する

ため「逢魔が時」をイメー

ジしています。 

Access アクセス方法 

休館日 /  地域学習センター 10/16(日) 

図書館   10/16(日)・31(月) 


