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春が来た♪ 
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中央公園文化センターは耐震工事、昇降機設置の工事を終えて、現段階では４月 16日（水）

からリニューアルして開館する予定です。皆様にはご不便、ご迷惑をおかけしましたこと

を深くお詫び申し上げます。２月 13 日、赤羽文化センターの第一視聴覚室において、北区

生涯学習・スポーツ振興課および文化センターから、利用団体の皆様に向けての説明会が

行われました。参加 80団体 130名ほど来館され、皆様から多くの質疑応答があり、心待

ちの様子がうかがわれました。また 2月 17日は滝野川文化センターにおいて、中央公園

文化センターの抽選会が行われ約 40団体が申請に来館されました。 

これからは皆様に今まで以上に使いやすく満足していただける文化センターとして、私

ども職員一丸となって取り組んでまいりますので、ご協力をお願い申し上げます。 

また、リニューアルオープンにあたり、下記のイベントを開催する予定でございます。 

皆様のご来場をお持ち申し上げております。 

ご応募、ご参加くださいますよう合わせてよろしくお願い申し上げます。（参加無料です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込方法：往復はがきで中央公園文化センターへお申込みください。（「講座・イベント紹

介」裏面の申し込み記入例を参照。1 通で 2 名まで）申込期間：4 月 1 日～17 日 

 

 

  

★『中文リニューアルオープン記念講演会』 

中央公園文化センターの歩んだ歴史～明治から昭和～ 

講師：日本近現代史研究家 黒川徳男氏 

陸軍造兵廠の前身からベトナム戦争の時代まで、建物が歩んで 

きた歴史を学びます。 

日時：４月２６日（土）１０：３０～１２：００ 学習室Ａ 

 

★『中文リニューアルオープン記念：スプリング♪ジャズコンサート』 

～帰ってきたジャズメン・河辺浩市氏と仲間たち～ 

メンバー：河辺浩市氏（トロンボーン）  曲目：センチメンタルジャーニー 

：五十嵐明要氏（アルトサックス）  ：Ａ列車で行こう 

    ：大津昌弘氏（ベース）       ：星に願いを 

    ：小林洋氏（ピアノ）        ：素敵なあなた 他 

    ：八城邦義氏（ドラム）      

日時：４月２６日（土）１３：５０～１６：００ 第一視聴覚室 

 

★『中文リニューアルオープン記念：来て・見て・参加して！中央公園文化センター

まるごとフェスタ♪』 体験コーナーや実演・展示発表など、お子さんからご高齢の方までど

なたでも楽しめるプログラムをご用意しています。遊びに来てください！ 

日時：5 月 18 日（日）１０：００～１５：００ 
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～～終了した講座の中から下記の２講座についてご報告します～～ 

★☆『ブリリアント・ロングネックレス』区民協働講座☆★ 

   “クロッシェとピンでつなぐビーズアクセサリー”  

〈１２月５日～１９日毎週木曜 計３回 午後１時３０分～３時３０分 北とぴあ８０７〉                               

 

参加者１９名のうち男性が１人という構成でした。皆さん同じキットを使ってビーズアク

セサリーをつくられたのですが、それぞれ個性がでたアクセサリーが出来上がったように

感じます。最初につくるクロッシェはほとんどの方が苦労していらっしゃいましたが、出

気上がったときは、皆さんとてもうれしそうでした。 

                    【参加者の感想】 

・難しかったけど、楽しかったです。（初めてだったので） 

・また、機会があれば参加したい。 

・先生にとても親切に教えていただき、初めてカギ針を持った状態でも安心して教室に 

かよえました。ありがとうございました。 

★☆『スポーツ吹矢で無理なく楽しく腹式呼吸を鍛えよう！』区民協働講座☆★ 

〈１月１０日～３１日毎週金曜 計４回 午後１時３０分～３時３０分 十条台ふれあい館〉 

 

この講座は１０名の参加でおこないました。最初準備運動、次に矢を吹く姿勢、そして実

際に矢を吹いてみるといった形で講座が始まりました。皆さん１回目からしっかりと５ｍ

先の的に当てていました。３つの的が準備されていたため、順番に吹矢をおこなっていら

っしゃいましたが、自分の順番がとても待ち遠しそうな方もいらっしゃいました。 

【参加者の感想】 

 ・初めての吹矢でしたが、とても楽しめました。腹式呼吸の    

コツも教えていただきありがとうございました。       

・中身の濃い指導でした。 

・人数もちょうど良かったように思います。            
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●平成２５年度秋～冬区民講座・区民協働講座終了！ 

区民講座 パソコンにさわった事がない方へ 

「今さら聞けない！？パソコンで何ができるの」 １１月１日～１２月６日 

午後６時３０分～８時３０分 計６回 

パソコン初級者向けにパソコンを使ってできるこ

とや使用上の注意について体験しながら学びました。

今回は、パソコンで生活が便利に・楽しくなること

を実感してもらうことを目的に毎回実習を行いまし

た。参加者からは「参加してよかった、もっと学び

たいと思った」「きっかけを得てやる気になった」などの意見がよせられました。 

区民講座「手軽でかんたん ｉＰａｄをさわってみよう！ 」 

１１月２５日～１２月１６日 午後６時３０分～８時３０分 計４回 

基本操作、インターネットの利用などｉＰａｄの楽し

み方を学びました。担当講師が毎回タッチパネルならで

はの「お楽しみアプリ」を用意してくれたので、楽しく

学ぶことができました。最終回は机を囲み教え合いなが

ら講座を進めていきました。参加者からは「大いに興味

がわきました」「ｉＰａｄを購入するつもりです」との

声がありました。 

区民協働講座「大人のマナー～小笠原流礼儀作法を学ぶ～」 

１０月２０日～１１月２４日 

午後１時３０分～３時３０分 計５回 

小笠原流礼法総師範のもと大人としての礼儀作法を

シーン別（基本動作・訪問時・食事など）に実習を中心

に学びました。緊張した雰囲気でスタートしましたが、

協力団体のサポートもあり、最後まで安心して学べたよ

うです。講座終了後も継続して学びたい方が１３名おり、

会員として活動していくことになりました。 

区民協働講座「邦楽入門～はじめての江戸端唄と三味線～」１１月８日～ 

２９日午後７時～８時３０分 計４回 

三味線の歴史や楽譜の読み方、やさしい曲

の演奏の仕方・唄い方を基礎から学びました。

毎回協力団体の会員の方が７名程度スタッ

フとして参加し、マンツーマンによる指導を

行いました。講師の熱心な指導により三味線

を弾く音も大きくなっていきました。 
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≪こんな講座を開催しました １１～２月≫ 

◇◇区民講座◇◇ 

「仲間と楽しくはじめの一歩！男性のためのゼロから始める料理講座」 参加者：２4 名 

講師：料理研究家 伊藤由紀子氏  午前１０時～午後１時 各土曜日 計７回   

開催日：１１月１６日・３０日、１２月７日・２１日、１月１８日、２月１日・１５日 

料理に挑戦する２０歳以上の男性が参加。毎月、班のメンバー替えを行い、和気あいあ

いと協力して行っていました。野菜のみじん切りや餃子のひだ作りに苦戦していましたが、

その分、出来上がった時の感動はひとしおで、大変嬉しそうに召し上がっていました。 

 

「十条賑わいの源泉を探る～冨士塚から十条銀座まで～」 参加者：１５名 

 講師：中央図書館「北区の部屋」地域資料専門員 保垣孝幸 氏  

十条銀座商店街振興組合 事務局長 榎本龍治 氏 計２回  

開催日 ：１２月１４日・１５日（土・日）午前１０時～午後１２時 

歩いている間に話が弾み初対面同士仲良くなった参加者もお 

り講師の解説に熱心に耳を傾け元気にコースを歩いていました。 

「Winndows8 でゆっくり学ぶ文字入力・マウス操作の基礎講座」 参加者：14名 

講師：多田百合子氏 神澤裕子氏  午後 1時 30分～午後 4時 30分  

開催日：1月 11 日・12 日・19日・26 日、2月 2 日・9 日・16日 各日曜日 計７回 

マウス操作やダブルクリックが苦手な方が多かったのですが、キーボードのホームポジ

ションを意識して、ある程度の早さで文字入力が出来るようになりました。 

「トラブルを防ぐ！子どもたちのインターネットの安心安全な使い方講座」参加者：15 名 

講師：e-ネットキャラバン：池野一成氏  午前 10時～午前 11 時 30 分   

開催日：1月 25 日  土曜日 計 1 回 

 子どもたちがインターネットを安全に使えるように、インターネットを使う上で誰もが

直面するトラブルの実態を把握し、対処方法を学びました。 

◇◇◇◇◇◇≪開講中の講座≫◇◇◇◇◇◇ 

「ゼロからスタート！楽しく学ぶ中国語」 参加者：29名  各水曜日 計 8 回   

講師：アジア文化芸術交流センター代表：烏 萍氏  午前 10 時～午前 11時 30 分   

開催日：1月 15 日、22 日、29日、2 月 5日・12 日・19 日・26日、3 月 5日 

発音や簡単な挨拶など初歩からゆっくり学び、体験等を通じて中国文化に親しんでいます。 

「旬の食材を使って！体いきいき笑顔のレシピ」 参加者：23名  各木曜日 計４回  

講師：管理栄養士 田口道子氏、講師補佐：奥平ミネ子氏  午前 10時～午後 1時 30 分  

開催日：12月 19日、1 月 16日、2月 20日、3 月 20 日   

実習前に講師が食材や調理法にまつわる講義をし、家庭でも実践できる技を学んでいます。  
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 ★11 月～１月開催の特別講座の中から、3 つの講座を報告します。 

「おうちでできる！ネイル＆ハンドケア～きれいな爪・

指・手を保つ法」 

（赤羽文化センター 11 月 14 日～28 日 毎週木曜 計 3 回     

講師 ネイリスト 堀内美紗子氏） 

   平日の午前の講座にもかかわらず、多数の応募

があり抽選で 27 名の方が受講されました。内容

は、①ハンドケア ②甘皮処理とマニキュア  ③

かんたんネイルアート。ハンドケアとネイルの基本を 3 回の

講義と実技指導を通して身につけ、家族や友人にやってあげ

るのが楽しみになった、という声がありました。ネイルアー

トを通して、世代を超えたおしゃべりに盛り上がりました。 

「親子料理教室～皮から手作り！ふわっふわの肉まん＆カレーまん♪」 

（赤羽文化センター 12 月 15 日 日曜 講師 食育指導士 伊藤由紀子氏）  

   

  

厳しい寒さに見舞われた日曜日、元気いっぱいの親子 15 組 31 名が、肉まん＆カレ

ーまん作りに挑戦しました。皮から手作りで、親子が協力して 8 個ずつつくり、ふわっ

ふわの蒸かしたてをいただきました。参加した親子は、「レパートリーがまた一つ増え

ました」と大満足の様子でした。 

 ●「北区の商店街を歩く～赤羽中央街商店街のお宝銭セール」（1 月 11 日） 

 商店街の喫茶店で尾花会長からガイダンス。この後、22 名は 2 チームに分かれて商

店街を歩いて新春お宝銭セールを体験しました。商店街には創業 100 年を超える商店

や赤羽小学校があり、一方で若い世代が営むレストラン・飲食店があります。  

 参加者は、店主の方々と交流を深め、「とても楽しく、新発見のツアーでした」「声を

掛け合ったり、あいさつし合う姿が見られて良かった」「これから足を運びたいお店が

できました」「あたたかみのある赤羽を感じました」など、商店街歩きをとても楽しん

でいました。この模様は北ケーブルテレビの Newskita で放送されました。 

クイズ 10 問に答えなが

ら歩きました 会場としてお借りしたコーヒーまつした 赤羽中央街商店街

尾花秀雄会長 
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子どもひろばは、子どもたちにさまざまなプログラムを体験できる場を

提供するイベント。赤羽文化センターでは１２月１日の日曜日に子どもひ

ろばが開催されました。今回は、１３９人のボランティアの方の協力のも

と、２０の体験プログラムを用意して子どもたちを迎えました。最近では

家族での来場者も増えています。初参加のボランティア３組の協力があり

（写真参照）新しい体験ができるとあってど

のコーナーも多くの子どもたちが詰めかけ

にぎわいをみせていました。 

 

 

今回の装飾テーマ“野菜”に合わせて会場

内に「教えて！きみの好きな野菜＆苦手な野

菜のコーナー」を設置しました。子どもたち

は興味津津。友達と相談しながらシールを貼

って投票に参加していました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『中央公園文化センター後期子どもひろば』は耐震補強及び昇降機設置等改修工事のため、場所を「北

とぴあ」に移して１月１９日（日）開催しました。前日からボランティアの方と協力して安全で楽しめる

コーナー作りを心がけて準備をしました。１７団体（ボランティア数：８８人、体験プログラム：１６） 

当日は１０時前から４０人程の子どもと保護者の方が並び、オープンをとても待ち遠しそうにしていま

した。ワンフロアーということもあり、どこのプログラムが混んでいるか少ないかが見渡せるので、子ど

もたちも自分で把握でき、好きなプログラムでゆっくりと遊んでいました。 

今までに無い最高の来場者数になりました。また、怪我人や気分が悪くなられた方も無く無事に終わる

ことが出来ました。ボランティアの方々に感謝します。 

 

 

 

 

ラジコンカーで遊ぼう 

花をいけよう 笑いヨガであそぼ！！ 

教えて！きみの好きな野菜＆苦手な野菜 



 「笑いクラブスマイル赤羽」 
 「笑いヨガ」の普及活動に励んでいる「笑いクラブスマイ

ル赤羽」。「笑いヨガ」とは、インド人医師のマダン・カタリ

ア博士が考案し、ヨガ講師の妻とともにヨガの呼吸法やスト

レッチ、子どものような無邪気な遊び心を取り交ぜて完成さ

せました。人間は普通、何かおもしろいことを見たり聞いた

りしたときに笑います。しかし「笑いヨガ」はおもしろくな

くても笑える方法です。最初は体操として笑います。笑いの

伝染力が働き、だんだんとおかしくなって無理なく笑えるよう

になるというもの。酸素がたくさん取り入れられ、健康と活力

が実感できます。 笑いヨガを続けていると、脳、免疫系・消

化器系・生殖系・心肺機能などの身体やメンタルヘルスに効果

が高いだけでなく、日常生活に笑いや遊び心があふれるようになり、心が豊かで快適な毎

日が過ごせるようになります。「笑いクラブスマイル赤羽」は基本的には毎週月曜日の夜間

に活動しています。興味のある方は動きやすい服装でおいでください。 

 開館時間・休館日・交通のご案内 

＜中央公園文化センター＞ 

☆4 月 16 日(水)より開館予定です。 

〒114-0033 東京都北区十条台 1-2-1 

TEL 3907-5661  FAX 3907-5666 

●開館時間 午前 9 時～午後 10 時 

 （窓口受付時間は午後７時まで） 

●休館日 毎週月曜日・祝日・年末年始（12 月

28 日～1 月 4 日） 

●交通 JR 王子駅下車徒歩 15 分 

 JR 十条駅下車徒歩 12 分 

＜赤羽文化センター＞ 

〒115-0055 東京都北区赤羽西 1-6-1-301 

TEL 3906-3911  FAX 3906-3915 

●開館時間 午前９時～午後９時 

（窓口受付時間は午後７時まで） 

●休館日 毎月第３火曜日・システム停 

止日（年 6 回）・年末年始（12 月 28 日～1 月

4 日） 

●交通 JR 赤羽駅西口下車徒歩 3 分 

＜滝野川文化センター＞ 

〒114-0024 東京都北区西ヶ原 1-23-3 

TEL 5394-1230  FAX  5394-1231 

●開館時間 午前９時～午後１０時 

（窓口受付時間は午後７時まで） 

●休館日 毎週月曜日・祝日・年末年始（12 月

28 日～1 月 4 日） 

●交通 JR 上中里駅下車徒歩 7 分 

地下鉄南北線西ヶ原駅下車徒歩７分 JR 駒込駅

下車徒歩 10 分 

北区立文化センターの所在地 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座名 
対象 

★定員（抽選） 
日程 費用 

申込期間 

【必着】 
申込方法 

問合せ 

申込先 

《PC 特別講座》 
みんなのパソコンひろば「ミニセ

ミナー：Word2013 で写真を加工し

てアルバム作成」 

区内在住・在勤・在学
でパソコン初級者の方 

３/５（水） 
18:00～20:30 

1,500 円 
（受講料） 

～2/21（金） 往復はがき 
赤羽 

文化センター 

《区民講座》利用団体学習会 
気軽に聞いてみよう！サークル

運営のあれこれ 

赤羽文化センター 
利用団体 

3/16（日） 
13:30～16:00 

無料 
― 

― 赤羽 
赤羽 

文化センター 

《区民講座》あかばねで国際交流
体験！お花見とナショナルトレ

ーニングセンターツアー 

区内在住・在勤・在学
で小学生以上の方 
（小学3年生以下は保
護者同伴） 

3/27（木） 
10:00～15:30 

300 円程度 
（軽食代・ 

傷害保険料） 

～3/12（水） 
はがき・電話 
FAX・窓口 

赤羽 
文化センター 

《区民講座》高齢者とその家族・
ご近所さんのための！ 

支えあいの防災・減災講座 

区内在住・在勤・在学
の方 

3/29（土） 
10:00～12:00 

無料 ～3/13（木） 
はがき 

FAX・窓口 
滝野川 

文化センター 

 

 

 

講座名 
対象 

★定員（抽選） 
日程 費用 

申込期間 

【必着】 
申込方法 

問合せ 

申込先 

《PC 特別講座》 
みんなのパソコンひろば「ミニセ

ミナー：Windows8 に触ってみよう」 

区内在住・在勤・在学
で Windows XP・7 を
使用したことがある方 

4/2（水） 
18:00～20:30 

1,540 円 
（受講料） 

3/1（土） 
～3/22（土） 

往復はがき 
赤羽 

文化センター 

《PC 特別講座》 
 Ⅰ期「はじめてのパソコン」 

区内在住・在勤・在学
でパソコンに初めて触
る方または同等の方 

4/17～5/22 
毎週木曜 計 6 回 
18:30～20:30 

9,250 円 
（受講料） 

3/1（土） 
～4/2（水） 

往復はがき 
赤羽 

文化センター 

 

 

 

講座名 
対象 

★定員（抽選） 
日程 費用 

申込期間 

【必着】 
申込方法 

問合せ 

申込先 

《区民講座》『知って納得！お

もしろ園芸雑学講座』～植物の育

て方を人生に例えたお話で園芸の基礎

を学びましょう～ 

区内在住・在勤・在学 

5/1～5/15 

毎週木曜 計 3 回 
13:30～15:00 

無料 
4/1（火） 

～4/17（木） 
往復はがき 

中央公園 
文化センター 

《PC 特別講座》 
みんなのパソコンひろば「ミニセ

ミナー：Windows のメンテナンスを

学習しよう」 

区内在住・在勤・在学

でパソコンをお持ちの

方またはパソコンを使

用したことがある方 

5/7（水） 
18:00～20:30 

1,540 円 
（受講料） 

4/1（火） 
～4/24（木） 

往復はがき 
赤羽 

文化センター 

《区民協働講座》 
「(仮)フラダンスで仲間作り」 

区内在住・在勤・在学

の 18 歳以上 

5/7～5/21 
毎週水曜 計 3 回 
10:00～12:00 

無料 
4/1（火） 

～4/23（水） 

はがき 

FAX・窓口 

赤羽 

文化センター 

《区民講座》 
「初めての陶芸」 

区内在住・在勤・在学 
5/8～6/19 
毎週木曜 計 7 回 

9:00～12:00 

2,500 円 
（教材費・ 

保険料） 

4/1（火） 
～4/22（火） 

往復はがき 
滝野川 

文化センター 

《区民協働講座》「パソコンをも
っと使おう Windows8」 

区内在住・在勤・在学
の 18 歳以上 

5/8～5/22 

毎週木曜 計 3 回 
10:00～12:00 

1.000 円 
（教材費） 

4/1（火） 
～4/23（水） 

往復はがき 
赤羽 

文化センター 

《特別講座》「はじめてのアロマ
テラピー～ハンドマッサージと
家族ケア～」 

一般の方 
5/9～5/30 毎
週金曜 計 4 回 
10:00～12:00 

受講料
6,170 円 

(材料費別途
3,440 円） 

4/1（火） 
～4/24（木） 

往復はがき 
中央公園 

文化センター 

《区民協働講座》「（仮）スクエア
ステップ＆バレエストレッチ」 
持物：上履き・動きやすい服装 

区内在住・在勤・在学
の 18 歳以上の女性 

5/11～5/25 
毎週日曜 計 3 回 

13:30～15:00 

無料 
4/1（火） 

～4/23（水） 
はがき 

FAX・窓口 
赤羽 

文化センター 

《特別講座》「歌声喫茶～懐かし
の歌を歌おう（第 21 回）」 

区内在住・在勤・在学 
5/17（土） 
14:00～16:30 

820 円 
（飲み物付） 

4/1（火） 
～4/23（水） 

往復はがき 
中央公園 

文化センター 

 

■詳しい内容は、月 3 回発行（1 日号・１０日号・20 日号）の北区ニュースをご覧になるか、各文化センターまでお問い合わせ
ください。また、ホームページからも詳細情報をご覧いただけます。（http://www.kita-bunka.com） 
■講座は無料の講座と費用のかかる講座があります。また、特に記載のない場合は大人の方対象です。連続講座は、原則全回参加で
きる方を対象としています。  ■催事（イベント）は申込不要です。当日直接会場にお越しください。 

http://3.bp.blogspot.com/-RVVbi6lau1c/UZRWB-QTU5I/AAAAAAAASt0/79xWqQuYBdY/s800/hanami_family.png
http://4.bp.blogspot.com/-JpovmLbHnKs/UZRWDZmapsI/AAAAAAAASuM/-YEd4TDlmX0/s800/hanami_kuma.png


        身近な問題について 

考える講座、趣味や教養を身につける 

講座、地域性を生かした講座など、 

様々なテーマの講座を文化センターご 

とに年間 10 講座程度開催しています。 

<開催例>外国人のための日本語講座、 

プロに学ぶ！美味しいお店のこだわりメニュー、ほか 

           文化センター 

を利用し活動している学習グループが 

企画・運営に関わり、文化センターと 

協力して開催する講座です。文化セン 

ターごとに年間 8 講座程度開催してい 

ます。 

<開催例>「リズム良く 脳トレ川柳」ほか 

          小学生・中学生 

や親子（お子さんと保護者）を対象に 

開催する講座です。主に夏休みを中心 

に文化センターごとに年間 5 講座程度 

開催しています。 

<開催例> 

「夏休み子ども絵画教室」、「ジュニア陶芸教室」ほか 

 

        指定管理者として 

文化センターの管理・運営を行って 

いる、㈱旺栄が主催し企画・実施し 

ている講座です。資格取得や料理、 

歌声喫茶などの講座を開催してい 

ます。 

<開催例>「北区の名品を味わう」ほか 

 

 

文化センターを利用し活動している学習 

グループによる日ごろの学習成果の発表 

と来場された方との交流を楽しむ参加団 

体手づくりのイベントです。 

毎年 9 月に中央公園文化センター、10 月に赤羽文化セン

ター、11 月に滝野川文化センターが開催しています。 

          主に幼児から 

中学生を対象に、ものづくりや伝統 

文化体験など、子どもたちが様々な 

体験をするイベントです。各体験 

コーナーは地域で活動する方がボラ 

ンティアとなりお持ちの知識や技術 

を生かして企画・運営を行っています。 

 

赤羽文化センター利用団体連絡協議会 

と北区教育委員会の共催で開催される 

赤羽文化センター利用団体による日ご 

ろの学習成果を発表するイベントです。 

作品展示や実演発表などを毎月開催 

しています。 

催事名 日程 

春の茶会へ ※1 席 300 円 3/9（日）10:30～15:00 

現代水墨画作品展 
※最終日は 15:00 まで 

3/12（水）～3/17（月） 
10:00～16:00  

古流生花で活ける春の野辺 
3/28（金）～3/29（土） 
10:00～16:00 

ピアノと歌、フラダンス、朗読合同発表会 3/29（土）10:00～15:30 

水彩画作品展 
4/7（月）～4/11（金） 
10:00～17:00 

はがき絵展 
4/18（金）～4/22（火） 
10:00～16:00 

 

 

催事名 日程 

懐かしのウクレレ特集 4/29（祝）13:00～15:00 

第 11 回合同展 
5/11（日）～5/17（土） 
10:00～17:00 

水彩画作品展（第 6 回） 
5/18（日）～5/24（土） 
10:00～16:00 

混声合唱演奏会 5/25（日）14:00～15:30 

たのしい似顔絵展 
5/25（日）～5/31（土） 
10:00～16:00 

どなたでもご参加いただけます。当日直接会場へ。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜記入時注意事項＞ 

往復はがきは「往信面の裏面」、

はがきは「はがきの裏面」、FAX

には「送信面」に左記の内容をご

記入のうえ、お申込みください。

※FAX の場合は、着信確認の連絡

をお願いします。 

○在勤・在学の方は、勤務先・学

校名もご記入ください。 

○記入不備の場合は、無効になる

場合があります。 

○原則、申込は 1 名 1 通。 

○ご記入いただいた個人情報は

目的以外に使用しません。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

▽［基本項目］ 

①参加希望の「講座名」 

※コース名 

②氏名（ふりがな） 

③郵便番号・住所 

④電話番号（ファクス番号） 

⑤年齢（学校名・学年） 

 

▽［そのほかの項目］ 

※各講座・イベントの特記

された項目 

滝野川文化センター 
〒114-8534 北区西ヶ原 1-23-3 
（滝野川会館内）  
℡ 5394-1230 FAX 5394-1231 
［開館時間］9:00～22 :00 ［休 館 日］月曜・祝日 
 

赤羽文化センター 
〒115-0055 北区赤羽西 1-6-1-301 
℡ 3906-3911 FAX 3906-3915 

［開館時間］9:00～21:00 ［休 館 日］第 3 火曜 
 ※このほかシステム停止による臨時休館日あり 

 

中央公園文化センター 
〒114-0033 北区十条台 1-2-1 
℡ 3907-5661 FAX 3907-5666 

［開館時間］9:00～22:00 ［休 館 日］月曜・祝日 
 ※耐震工事のため、4 月 15 日（火）まで休館しています。 


