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印刷の仕組みがわ

かるワークショップを

通 して、印 刷で価値

を作 り出 す楽 しさを

体験しよう！  

印刷業  
特殊印刷でハンコづくり  

自 分 で結 婚 式 を

考えるワークショップ

を通して、あこがれの

結婚式の裏側をのぞ

いてみよう！  

ウエディング 

プランナー 

結婚式をコーディネート！  

キーホルダー作りで  

本革に触れてみよう  

赤ちゃんの革ぐつは

どうやって手 作 りする

のかな？革製品の特性

を生かしたワークショッ

プで、手作りの楽しさを

知ろう！  

シューズデザイナー 

実際に自分で作っ

たアロマスプレーを使

って、香 りとマッサー

ジで心 と身 体 をいや

すセラピストの仕事を

体験してみよう。  

 

セラピスト 

いい香りでリフレッシュ！  

洋服ってどうやって

できるんだろう？特殊

なミシンなど様々なお

仕事道具に触れて、布

から形にするものづく

りの楽しさを知ろう！  

洋裁師  

特殊なミシンで  

シュシュを作るよ  

近隣の地域の皆様の 

当日見学も大歓迎 
※事前にセンターまでお問い合わせください 

 

くらしを支 えるケ

アってどんなこと？  

福 祉 の仕 事 に必 要

な見方を、車いす体

験 などを通 して、体

感しよう！  

福祉業  

 

様々な車椅子も体験できますよ  

商 品 を届 けること

に必要な視点 ってな

んだろう？キャッチコ

ピーを考えながら、販

売に必要な考えを知   

ろう！  

小売業  

どう伝えたら  

相手に届くのかな  

11月 19 日 
午後2時30分 ～3時30分 ２部 午後1時 ～2時 １部 

土 

足立区で活躍されている様々な職業の方から直接話を聞いたり、実際にお仕事に使う道具に触

れるワークショップを通して、まだ知らなかったお仕事の「楽しさ」「面白さ」を体験しよう！ 

定員になるまで、 
先着順でお申込み受付中 

 

対 象 小学生 料 金 1,000 円 

講師 ：洋裁師  

講師 ：株式会社安心堂  

講師 ：ファーストステップシューズ  

講師 ：社会福祉法人  足立邦栄会  

講師 ：  

T＆ E JAPAN 株式会社  

講師 ： NPO 法人 アンドスプーン代 表

理事、元ウエディングプランナー  

     

講師 ：セラピスト  

【お申込み】 
体験したいお仕事を、第5希望まで選んでお

申し込みください。当日２つのお仕事を、体験

できます。 

※小学３年生以下は、保護者同伴必須  

小学 4 年生以上に  

おすすめ  

小学 4 年生以上に  

おすすめ  
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11月 20 日 

毎年 11 月に開催しております「鹿浜ふれあいまつり」。今年度も、感染対策を十分に行ったうえで、開催い

たします。 

【体育館】（サークル発表） 

午前 10 時～    あかいくつ（モダンバレエ） 

午前 11 時 10 分～  足立鹿浜一輪車クラブ（一輪車） 

午後 0 時 20 分～  CREAM R・G（新体操） 

 

【悠々館大広間】（サークル発表） 

午前 10 時 30 分～ さくら琴の会（大正琴） 

午後 1 時～     華扇会（日本舞踊） 

 

今年度は 5 団体のサークル発表と 1 団体

の作品展示を行います。 

体育館ではモダンバレエサークル、一輪車

サークル、新体操サークルがそれぞれ日々の

活動の成果を発表して下さいます。 

悠々館大広間では大正琴の演奏と日本舞

踊の演目をご覧いただけます。 

サークル発表を観覧していただくには、整

理券が必要です。詳しくは P5 をご覧くださ

い。 

午前 10時 

午後 3 時  
▼ 

日 

サークル発表 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

 

2022年度 

第33回 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

中学生学びの成果 

予約制発表会観覧用整理券 

感染対策のため、ご観覧には事前に

配布する整理券が必要です。先着順で、

無くなり次第受付終了いたします。 

【第一学習室】（サークル展示） 

午前 10 時～午後 3 時 絵手紙サークルさざんか 

 10／1（土）より無料配布中！ 

① センター窓口で整理券を

受取る。 

② 発表当日に整理券を持参。 

▲過去の一輪車サークル発表の様子 

鹿浜菜の花中学校の生徒の皆さんの、作品展示会を

行います。10 月に鹿浜菜の花中学校内で開催された、

学習成果発表会で展示された作品の一部を、お楽しみ

いただけます。 

中学生の日頃の学びの成果を、ぜひご覧ください。 

時間：午前 10 時～午後 3 時 

場所：レクリエーションホール 

▲過去の新体操サークル発表の様子 ▲展示イメージ ※写真は過去の区民創作品展示の様子 

今年度鹿浜ふれあいまつりの実行委員長を務

めさせていただきます、足立鹿浜一輪車クラブ

と申します。 

本年もお忙しいなか、ご協力して下さいまし

た協賛店様、登録サークルの皆様、鹿浜地域学

習センターの職員の皆様に心より感謝申し上げ

ます。 

足立鹿浜一輪車クラブ  

 

 

 
 
鹿浜支店 

〒123-0864 

東京都足立区鹿浜 5-1-3 

電話番号：03-3899-8311 

 
    
 
江北支店 
〒123-0872  
東京都足立区江北 7-15-10 
電話番号：03-3854-5211 
 
 

〇感染対策のため敷地内でのお食事は禁

止となっています。 

〇ご来館の皆様にはマスク着用のご協力

をお願いいたします。 

 
   

江北支店 

〒123-0871 

東京都足立区椿 2-20-2 

電話番号：03-3896-3131 

マクドナルド 

鹿浜四丁目店 
 
〒123-0864 

東京都足立区鹿浜 4-29-6 

電話番号：03-5838-7823 

 

鹿浜ふれあいまつりの開催に際し、協

賛いただきました団体・企業の皆様に、

厚く御礼申し上げます。 

 
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、中止になる場合がございます。 ▲過去の大正琴サークル発表の様子 
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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。 

和ろうそくとは 

 和ろうそくは、芯に蝋をぬって乾かし、ぬって乾かしてを繰り返

して作られる日本のろうそくです。芯から人の手で作られ、ろうそ

くの断面は木の年輪のようになります。写真を通して、和ろうそく

ができる様子が見られます。 

 

誰かの手に渡り、つながる 

 和ろうそくの材料である蝋。蝋が作られたときにできる蝋カス

は、藍染め作りに使われます。その中でできた灰も、器作りに使わ

れ…和ろうそくがつなぐ、様々な手仕事についても知ることができ

る 1 冊です。 

『和ろうそくは、つなぐ』 

大西暢夫/写真・文 アリス館 

鹿浜地域学習センターで、11/19（土）「鹿浜こどもおしごとらんど」

が開催予定です。図書館でも今月は、お仕事に視点を当てた本を集めま

した。どんな仕事があるのか覗いてみましょう。 

『〆切本』 

左右社編集部/編 

左右社 

 
 誰もが抱える“〆切”を

作家たちはどう捉えてい

たのか。明治時代から現

代の作家 90 人による、

“〆切”に関する随筆や手

紙、対談などが掲載され

ています。 

『ぼくがかわりにとどけるよ』 

そのだえり/作 

文溪堂 

仕事を探しにまちへ

やってきたねずみのド

ッチ。困っていたくまの

配達屋さんに声をかけ、

彼の仕事を手伝います。 

としょかんだより 
今月のテーマ『お仕事』 

赤ちゃん向け絵本の読み語りや

手遊びをします。 

日時：11/3（木・祝） 

6（日） 

午前 10 時 30～ 

10 時 50 分 

定員：各５組 

対象：未就学児と保護者 

  

赤ちゃんおはなし会 

日時：11/5・26 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 

絵本などの読み語りや手遊び 

をします。 

 

図 書 館  

イ ベ ン ト 情 報  
 

全て先着順の事前予約制です。 

全て無料のイベントです。 

勝負を決める？将棋メシ 
 

将棋メシ・勝負メシって？ 

 簡単に言えば、棋士が対局中に食べている食事のことです。近年

はタイトル戦があるとワイドショーなどで勝敗とともに将棋メシ

が取り上げられており、その注目度の高さが伺えます。将棋の対戦

は長時間に及ぶことも多く、集中力を持続させるためにも食事は

大事なのです。 

 

何を食べるかにも個性が出る 

 対局中、何を食べるかは人それぞれで、ずっと同じものを食べる

という方もいます。引退された加藤一二三九段は温かく腹持ちが

良いという理由で、対局中の食事をうな重に固定していました。 

 11/8・9、11/25・26 に竜王戦が開催予定です。藤井聡太竜王

と広瀬章人八段がそれぞれどんな将棋メシを食べるのか勝負の行

方とともに注目してみてはいかがでしょうか？ 

『将棋指しの腹のうち』 

先崎学/著  

文藝春秋 

日時：11/13（日） 

午前 10 時 30 分～ 

11 時 

定員：10 組 

対象：未就学児と保護者 

英語おはなし会 

英語絵本の読み語りや手遊び 

をします。 

日時：11/12（土） 

午後 3 時 30 分～ 

４時 30 分 

定員：10 人 

対象：小学生 

映画会＆工作教室 

アニメーション映画を見た後に、

工作を行います。 

食べ物に関係する本をご紹介。 

今月は将棋メシについて。 

プロ棋士が将棋メシの

リアルを書いています。 

ご予約は窓口もしくはお電話

（3857-6551）にて受け付けて

います。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、中止となる場合が

ございます。 
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子ども向け 

親子向け 

大人向け 

窓口 電話 インターネット 鹿メン 抽選受付 当日受付 

※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：1/22（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 

バランス能力アップ 

きっずトランポリン（6 日制） 

トランポリンを使って社交

性、協調性を学びます。 

日時：1/18～２/22 毎（水） 

午後 4 時～5 時 

定員：24 人 

対象：5 歳～小学生 

料金：2,700 円 

抱っことダンスで絆を深め

ます。寝かしつけ効果に。 

日時：1/8（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 

しなやかな身体をつくる 

ペルビックストレッチお試し 

骨盤ストレッチによる骨盤

や姿勢の歪みを正します。 

 

日時：1/13（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 

ボールやマットなどの道具

を使った未就学児向けの運

動を行います。 

日時：1/20（金） 

午後３時 30 分～４時 30 分 

定員：15 人 

対象：3 歳から就学前の子ども 

料金：450 円 

ジュニア体操 

お試しレッスン 

ボールや縄跳びなどの道具

を使った小学生向けの運動

を行います。 

日時：1/20（金） 

午後 4 時 40 分～5 時 40 分 

定員：15 人 

対象：小学生 

料金：450 円 

元気いっぱいキッズ体操 

（６日制） 

ボールやマットなどの道具

を使った未就学児向けの運

動を行います。 

日時：1/27～3/3 毎（金） 

午後３時 30 分～４時 30 分 

定員：40 人 

対象：3 歳から就学前の子ども 

料金：2,700 円 

ジュニア体操 総合運動編 

（６日制） 

 

ボールや縄跳びなどの道具

を使った小学生向けの運動

を行います。 

日時：1/27～3/3 毎（金） 

午後 4 時 40 分～5 時 40 分 

定員：45 人 

対象：小学生 

料金：2,700 円 

骨盤ヨガで体を労りながら

子どもと触れ合います。 

 

日時：1/11・25 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 

親子で楽しむ 

産後骨盤ヨガレッチ 

親子でハワイアン 

リトミック（４日制） 

五感を育むハワイアン音楽

を親子で楽しみます。 

日時：1/30、2/6・20、3/6  

各（月） 

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：3,960 円 

心も身体もすっきり 

太極拳（11 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：1/12～3/30 毎（木） 

      (2/23 を除く)  

午後 1 時 30 分～3 時 

定員：25 人 

対象：16 歳以上 

料金：5,500 円 

いきいき健康体操 

お試しレッスン 

運動不足解消と柔軟性を養

い、日常の怪我の防止を目

指します。 

 
日時：1/18（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 

しなやかな身体をつくる 

ペルビックストレッチ（４日制） 

骨盤ストレッチによる骨盤

や姿勢の歪みを正します。 

日時：1/20～2/17 毎（金） 

（2/10 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：3,240 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：1/21（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 

いきいき健康体操 

（５日制） 

運動不足解消と柔軟性を養

い、日常の怪我の防止を目

指します。 

 
日時：1/25～2/22 毎（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：2,550 円 

楽しく学ぶ小学生 

イングリッシュ(４日制) 

ゲームや会話を通して英語

に対する苦手意識をなくし

ていきます。 

日時：1/25～2/15 毎（水） 

午後３時 30 分～４時 30 分 

定員：6 人 

対象：小学生 

料金：4,000 円 

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。 

はつらつ教室 

※11/15(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：12/8・22 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 

【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。 
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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。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：東京都足立区鹿浜 2-18-17 

営業時間：午前 9 時～午後 5 時 

定 休 日：土、日、祝日 

電話番号：03-3897-3401 

Ｈ  Ｐ：https://shidaseisakusho.jp 

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

巣鴨信用金庫担当者からのコメント 

株式会社志田製作所様は、鹿浜支店

創業当時からお付き合いのある企業様

です。業歴も長くお客様に寄り添った

経営で長く愛されています。 

個人向けの雑貨などの製作依頼も承

っていますので、気になる方はぜひ HP

をご覧になってください。 

巣鴨信用金庫 鹿浜支店 

深瀬様 

株式会社 志田製作所 

木製品の製作から建付けまで 

 株式会社志田製作所は、主にオフィスや店舗のディスプ

レイ用家具の製作から建付けまでを手掛ける木製品加工会

社です。昭和 44 年に北区の工場から鹿浜に移転しました。 

什器
じゅうき

などの大型家具の他に、木箱など日用雑貨の製作や

レーザー加工による印刷なども行っています。 

志田製作所の特徴はオーダーメイド。既製品の生産では

なく、オーダーメイドにこだわりを持つようになったお話

を伺うため、取材の申し込みをしました。 

次期社長の志田紀章さんは「お客様の理想により近づけ

るため」と話します。志田製作所の製品は、形・使用目的な

どの多様な視点から作られます。そのため既製品では出せ

ない、設置場所に適した製品を提供できるのです。 

オーダーメイド一筋 

 

 本来オーダーメイドでの製作は長期間が多いと言われて

いますが、志田製作所では短期間による製作が可能です。 

その理由は、職人同士の連携。職人同士での意見交換な

どを活発に行い作業効率を上げることで、製作や建付け工

事にかかる時間を短縮することができるのです。 

職人同士での連携が大切 

 

▲次期社長の志田紀章さん（左）と現社長の志田富士夫さん（右）。 

※撮影のためマスクを外しております。 

▲依頼されたレイアウトに合わせて家具を製作する。 

※写真は美容室の収納棚 

鹿浜 
いきいき館 

←川口市 西新井→ 

足立区立 

島糀屋公園 

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。 

足立区立 

鹿浜西小学校 
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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 

極楽から、はるか下の地獄でカンダタという男がも

がいていた。生前、多くの罪を犯した大泥棒であった

が、一度だけ蜘蛛を助けたことを思い出したお釈迦様

は、地獄に向かって蜘蛛の糸を垂らした。 

心理描写を巧みに描く短編小説の名手 

1892 年に東京で生まれた芥川龍之介。24 歳の時に発表した短編小

説『鼻』が夏目漱石より高い評価を受け、芥川の名前が広く知られるき

っかけとなりました。 

芥川は、約 10 年という短い作家人生の中で 300 を超える作品を残

しており、多くの文豪に影響を与えています。親友であった菊池寛が

業績を偲んで創設した芥川賞は、現在でも純文学の新人作家の登竜門

となっています。芥川の短編小説の中で描かれる、繊細でリアルな心

理描写は今もなお、人の心を掴み続けています。 

HP 

『蜘蛛の糸』芥川龍之介 

今月の 

表紙 

Access アクセス方法 

休館日 / 地域学習センター   11/14(月) 

図書館       11/14(月)・30(水) 

トレーニングルーム 11/14(月)・20(日) 

 極楽からお釈迦様が垂

らす蜘蛛の糸をメインに

描きました。表紙として、

暗くなりすぎないように

極楽と地獄の対比を工夫

しました。 


