
夏草や 兵どもが 夢の跡

写真提供：東光会 青山様



学習センター

イベントの

お知らせ

おもちゃの病院13(火)
13:00~16:00

【講師】あだちトイ・ドクターズ

【会場】東和地域学習センター 第２学習室
【料金】原則無料（部品代をいただく場合があります）

～申込み方法～
東和地域学習センター受付窓口もしくは電話☎03-3628-6201（9:00～20:00）

※おもちゃの病院は申込み不要です。 ※好評により申込みが終了する場合がございます。
※新型コロナウイルスのまん延状況により、延期・中止となる場合がございます。

（受付は15:30まで）

2·9·16·23(金)
14:00~15:30

ペン字の
ポイント

【講師】村田 妍華
（國際書画連盟・理事、審査員/平成書道連盟・同人/妍幸会主宰）

【会場】東和地域学習センター 第３学習室
【対象】１６歳以上の方
【料金】2,000円（４回分）
【定員】１０名（先着順）
【持ち物】普段使用しているボールペンや万年筆



８月の夏休み
イベント特集

シナリオを書こう！
～面白い物語の作り方～

【日時】８月３日(火)
①10:00～11:00
②13:00～14:30
③15:00～16:30

【講師】シナリオ・センター
【会場】第３学習室
【対象】①小学１・２年生

②小学３・４年生

③小学５・６年生
【料金】500円
【定員】各１０名（先着順）

【日時】８月２３日(月)

10:00～11:30

【講師】東工大Science Techno

【会場】レクリエーションホール

【対象】小学１・２・３年生

【料金】500円

【定員】２０名（先着順）

夏休み工作

偏光板で万華鏡を作ろう

【日時】８月２３日(月)

12:30～14:00

【講師】東工大Science Techno

【会場】レクリエーションホール

【対象】小学４・５・６年生

【料金】500円

【定員】２０名（先着順）

ボディパーカッション
体験ワークショップ

【日時】８月１５日(日)
①10:00～11:00
②13:00～14:30
③15:00～16:30

【講師】山本晶子（打楽器奏者）
【会場】第３学習室
【対象】①小学１・２年生

②小学３・４年生
③小学５・６年生

【料金】500円

【定員】各１０名（先着順）

６月２６日(土) 9:00～申込み開始！

夏休み工作

光るぶんぶんごまを作ろう



（事前申込制）

各日11:00～

７月のおはなしかい

７月１日(木) / １５日(木)

あかちゃんおはなしかい

おはなしかい

７月２２日(木) 

赤ちゃん休憩室
授乳・おむつ替えにご利

用いただけます

15:00～
休館日

７月１９日（月）

７月３０日（金）＊新型コロナウィルスの影響により、
中止になる場合がございます

キッズコーナー
ご 案 内

あかちゃんえほんコーナー
子育てに役立つ本をあつめ
てみました

３階



東和図書館ご案内
毎月、特集コーナーを作ってさ

まざまな本の紹介をしています。
ぜひ手にとってみてください。

「七夕特集」（一般展示コーナー）

七夕、星座、夏の風物詩集めました

「夏休みの宿題」（２階児童コーナー）

読書感想文、自由研究、しらべものにどうぞ

図書館の複写機
でカラーコピー
ができるように
なりました

ティーンズコーナー
毎月お勧めなど
ご案内しています

こんなときこそ
将 棋

はどうでしょうか

「からだをうごかすってたのしい」

（3階キッズコーナー）



月間講座スケジュール（7月）
※詳細は館内案内及びＨＰをご覧ください

7月2日 金曜日

7月3日 土曜日

7月5日 月曜日

7月6日 火曜日

7月8日 木曜日

7月10日 土曜日

7月12日 月曜日

7月13日 火曜日

7月17日 土曜日

7月20日 火曜日

7月22日 木曜日

7月23日 金曜日

7月24日 土曜日

7月26日 月曜日

7月27日 火曜日

7月30日 金曜日

7月31日 土曜日

午前中 午後 夜間

ZUMBA

19:00‐20:00

ZUMBA

19:30‐20:30

ヘルシーエクササイズ

10:30‐12:00

キラキラなポンポンで

楽しくチアダンスA／B

歌うボイスエクササイズ

11:00‐12:00

ZUMBA

19:30‐20:30

モムチャンフィットネス

15:30‐16:30

ヘルシーエクササイズ

10:30‐12:00

キラキラなポンポンで

楽しくチアダンスA／B

歌うボイスエクササイズ

11:00‐12:00

ZUMBA

19:30‐20:30

キラキラなポンポンで

楽しくチアダンスA／B

はつらつ教室A

10:00‐11:30

モムチャンフィットネス

15:30‐16:30

ZUMBA

19:00‐20:00

歌うボイスエクササイズ

11:00‐12:00

ZUMBA

19:30‐20:30

ヘルシーエクササイズ

10:30‐12:00

キラキラなポンポンで

楽しくチアダンスA／B

ZUMBA

19:00‐20:00

※毎週水曜日はワクチン接種会場の為、ご利用頂けません

ZUMBA

19:30‐20:30

今月の休館日は7月19日（月）となります



さくらんぼとは？

さくらんぼは明治時代にヨーロッパから日本に伝えられたフルーツで、ミザクラという木になる
実のことで、甘酸っぱい味わいと小さな実が特徴的です。
品種も様々で、人気の佐藤錦の他に高砂、豊錦、紅秀峰などが日本で育てられているさくらんぼ
になります。 旬は6～7月で、今が食べごろ。誰もが食べたことのある「さくらんぼ」実は、
今注目のフルーツなのです。

スーパーフードのトレンドであるレッドフルーツにさくらんぼも含まれており、栄養豊富なため
人気が集まっています。さくらんぼに含まれる栄養素は以下の通りです。

・ブドウ糖

体内への吸収率が高い糖分で、脳の働きや筋肉運動を促してくれます。
疲労回復に効果的な成分で、集中力を高めたい時におすすめです。ただし、さくらんぼの中には
果糖も多く含まれているので食べ過ぎには注意しましょう。

・鉄分

イライラしている時や、情緒が不安定になっている時に安定させてくれる効果が期待できます。
また、運動機能や認知機能の低下を抑える働きがあります。

・ポリフェノール

抗酸化作用が強く、日々発生する活性酸素を取り除く働きがあり、活性酸素は老化や病気の原因
となるため、 活性酸素を取り除くことはアンチエイジングに繋がります。
若々しさを保ちたい方にもおすすめですよ。

◦ 貧血予防！？健康にも美容にもおすすめ

さくらんぼに含まれる「鉄分」は貧血に効果的です。貧血は酸素を全身に運んでくれる血液中の
成分・ヘモグロビンが減り、 体が酸欠になってしまう状態のことを言います。
ダイエット中の方や、外食が多い方に多く、立ちくらみや冷え、集中できないなどの症状が現れ
ます。 このヘモグロビンを作るのが鉄分なのです。また、さくらんぼに含まれる葉酸には造血作
用があり、血の量を増やしてくれます。

※MEGALOS（メガロス）とは当施設の指定管理者：みんなでつくるあだちの未来共同事業体の構成企業が運営管理するフィットネスクラブ
の名称となります。

食さくらんぼで貧血予防？
実は優秀なフルーツだった！

もっと詳しく知りたい方はこちら↓



講座topics①

新しく導入したボイスエクササイズ！
その魅力を紹介致します！！

感染対策を考慮したレッスン内容に
変更してお届けしております



講座topics②

普段の図書館を飛び出し、レクホールで
いっぱい身体を動かしていきましょう！



東和住区センター 7月の予定

開館時間：9:00～11:30 13:00～15:30
休館日：毎週日曜日 7/22(木)海の日 7/23(金)スポーツの日

開館時間：10:00～18:00 (平日) 9:00～18:00（土曜日）
休館日：毎週日曜日 7/22(木)海の日 7/23(金)スポーツの日
※一般利用は土曜日のみ開館します

◇転倒予防体操
日にち: 7/2, 9, 16, 30(金)

時間：9:10-10:00

◇東和 de ラジオ・ダーツ
日にち：7/14, 28(水)

時間：9:10-10:30

◇ママといっしょに
（定員制・予約制）
日にち: 7/8(木)
時間: 10:30-11:30
対象:未就学児

◇どようあそび(一般利用)
（定員制・登録制）
日にち：7/3 , 10, 17, 24, 31
時間:①9:00-11:30 

②13:00-15:30 
③16:00-17:30

●詳細につきましては、児童館までお問い合わせください。
●児童館特例利用（ランドセルで児童館）はご利用できます
●新型コロナウィルス拡散防止のため、予定が変更になる場合があります。

◇児童館子育てサロン
(定員制・予約制)

対象: 未就学児

◇すくすくクラブ
（定員制・予約制）
日にち: 7/15(木)
時間: 10:30-11:30
対象:０歳児

※お問い合わせ先 代表 03(3628) 6206

◇東和ハンドベル健康クラブ
日にち: 7/12(月)

時間：10:00-12:00

◇熱中症対策事業
「気軽にバンパー体験」
日にち: 7/2(金), 29(木)
時間：13:30-15:30

ちょっと涼んでいきませんか？ 初心者の方、大歓迎！！





◆各学習センターで、 14 センターすべてのミニコミ誌がご覧になれます◆

交 通 案 内

【バス】
（東武バス）綾瀬駅 ⇔ 東和住区センター
「東和住区センター」下車 徒歩 0  分
（足立コミュニティバスはるかぜ）

綾瀬駅 ⇔ 亀有駅
「東和三丁目」下車 徒歩3分

【徒歩】
JR 常磐線「亀有駅」より徒歩 17 分
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