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 何か新しいことに挑戦するのに最も適した新年から始まった茶道講

座。講座が終了しても継続して茶道を学びたい！という方がたくさんい

らっしゃって、２０代から７０代までの方（気持ちはみなさん２０代だ

そうです！）、ほとんどが初心者で構成された会「桜美会」が誕生しま

した。まだ活動は半年ほどですが、講師の平澤宗
そう

光
こう

先生と酒井宗
そう

麗
れい

先生

を中心に、明るく元気、そして心地の良い“和”の緊張感の中、和（輪）

気あいあいと活動しています。取材に伺った日は、大半の方が着物や浴

衣を着て迎えていただき、唯一の男性会員である金田さんが、お盆の上

でお点前を進め、どこでも手軽にお茶を楽しめる「略点前」をしてくださ

いました。今後は、自分たちでお茶会を開く！という目標に向かって、活

動をしていきます。一緒にお茶会を目指して活動に参加してくれる仲間も

募集しています！！｟男性大歓迎～！｠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

有名人の似顔絵が描けたら素敵！似顔絵を描くのは全くの初めての方が集ま

って講座がスタートしました。４回の講座では、似顔絵の基本・特徴のつかみ

方・顔の描き分け方・彩色などのテクニックを学びました。講座終了後に、似

顔絵の魅力に取りつかれたメンバーが集まってサークルを結成しました。 

決められたお題を描いてきて、皆で批評しあった

後に実際に描いてみる形で毎回進めています。昨年

に引き続いて今年も文化センター祭に参加し、今年

は来場者をモデルに描くコーナーを設置しました。 

皆で楽しくにぎやかに和気あいあいと進めていま

す。一緒に似顔絵を描いてみませんか。仲間を募集

中です。体験だけでも可能です。ご連絡お待ちして

います。 

 

 

 

 

お問い合わせは、中央公園文化センター０３－３９０７－５６６１まで 

中央公園文化センター「ニコニコ似顔絵会」 
区民講座＜初めてでも楽らく描ける似顔絵入門＞（２０１５年２月開催）より発足 

活動内容：茶道（表千家）入会金：１,０００円 会費：４,０００円/月  

活動日時：第２・４木曜日  午後６時３０分～８時３０分 

 

 
お問い合わせは、赤羽文化センター０３－３９０６－３９１１まで 

赤羽文化センター「桜
おう

美会
び か い

」 
区民講座＜新年から始めよう！季節の茶道で和（輪）を広げる～表千家のお客とお点前～＞ 

（２０１６年１月～３月開催）より発足 

活動内容：似顔絵 入会金：なし 会費：５００円/月 

活動日時：第２金曜日  午後１時～３時 
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★夏休み子ども講座を開催しました★ 

★夏休み子ども講座『漢字の成り立ちから書き順のコツ』 
日 時：７月３１日（日） 午前１０時３０分～正午 参加者：１９組３８名 

講 師：漢字教育士 植木ゆりこ氏 

 小学校１・２年生で習う漢字の成り立ちから書き順のコツを、

楽しく学びました。体を使ったジェスチャーゲームや○×クイズ

もあり、大変盛り上がりました。また、親子で学ぶことで、日常

のコミュニケーションを図る機会ともなりました。 

参加した子ども

たちからは「ゲー

ムが楽しかった」

「学校の友達に教えたい」、保護者からは「これから始まる漢

字学習への良い導入になった」「座学だけでなくゲームも交え

て飽きない構成がよかった」などの感想が寄せられました。 

★夏休み子ども講座『お札の歴史とお札印刷工場見学』 
日 時：８月４日（木） 午後１時２０分～３時２０分  参加者：１６組３２名 

講 師：国立印刷局東京工場職員 

 私たちが現在使っているお札が、どんな歴史を辿って現在に到っているの

かを、国立印刷局東京工場の見学を通して学びました。工場では初めに国立

印刷局とはどんなところかを映像で見た後、お札の印刷風景を見学しました。

最後に展示室でお金ができるま

での歴史や偽造防止について分

かりやすく解説してもらいました。参加者からは「今まで知らな

かったことがわかって勉強になりました」「とても楽しかった。お

札の秘密や仕組みがわかりました」「お札をじっくり見て日本の印

刷技術の高さに驚きました」などの感想が寄せられました。       

他にもこんな講座を開催しました 

 カッターナイフ 

１本で作る創作 

ダンボールアート 

７月２２日（金）～ 

２４日（日） 計３回 

午後 1時３０分～４時 

参加者：２１名 

 

スペースツアーへ 

出発！親子で学ぶ 

星と宇宙 

７月３０日（土） 

午後２時～３時１５分 

参加者：２９組５８名 

 

鎌倉時代から現在の

教科書 

８月３日（水） 

午前１０時３０分～ 

１１時３０分 

参加者：１６名 

 

東大生と科学実験！ 

８月２４日（水） 

★１・２年生コース 

午前１０時 30 分～ 

  １１時４０分 

★３～６年生コース 

午後１時３０分～ 

  ２時４０分 

参加者：各３８名 
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★夏休み子ども講座を開催しました★ 

★夏休み国際交流体験 外国人と手打ちそばをうとう！ 

日 時：7月２３日（土） 午前１０時～午後 1時  

小学生１２名と保護者数名、赤羽文化センターで活動しているサー

クル《にほんご教室赤羽》の外国人とその家族、講師（北区グリーン

クラブ）の方々を含め総勢４０名近い人数で、とてもにぎやかに開催

されました。最初、班に分かれて自己紹介をし、自国の食べ物や習慣

などの話をする時間には、どこの班も話が盛り上がってとても楽しそ

うでした。その後、いよいよそばの打ち方

を講師に教えてもらい、みんなで協力して

そばをうち、試食。自分たちで打ったそばはやはり思い入れがあるのでしょう

か・・・『おいしい！』『うまい！』『こんなの初めて食べた！』などの声が上が

っていました。小学生、外国人、講師と国や年齢を超え、みんなが一体になった

講座となりました。 

★「こえ」と「おと」のかたち～手話と聴導犬のお仕事を学ぼう～ 

日 時：８月２日（火）～５日（金） 計４回  午後１時３０分～３時  参加者：２２名 

講 師：北区手話指導プロジェクト、日本聴導犬推進協会    

例年、聴覚障がい者への理解を深めることを目的として開催している手話講座に、今年度は「聴導犬のお仕

事を学ぶ」機会を設けました。手話講座では、耳の聞こえない人の日常生活に必要な道具を体験したり、指文

字や手話といったコミュニケーション方法を学んだりしました。「聴導犬のお仕事を学ぶ」講座では、実際に

聴導犬が来館。日常生活の中で聴導犬の働きについて、デモンストレーションを通じて学びました。 

参加した子どもたちの感想（アンケートより） 

・難しかったけど、自分の名前が手

話でできてうれしかったです。 

とても楽しかったので、また来年

も応募したいです。 

・聴導犬を見たことがなかったので 

実際に見ることができてよかった 

です。 

★他にもこんな講座を開催しました 

 

 夏休み子ども絵画教室 

７月２６日（火）～２８日（木） 

計３回 午後１時３０分～３時３０分  

参加者：３０名 

あかばね理科実験教室 

～CD でホバークラフトをつくってみよう～  

８月２０日（土）午前１０時～正午  

参加者：３２名 

 

チョウの標本づくりを体験しよう！ 

８月２１日（日） 

午前９時４５分～正午 

参加者：３９名 
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集中して組み立て。些細なズレや歪みで

も連動しなくなってしまいます。 

★夏休み子ども講座を開催しました★ 

今年開催した６つの夏休み子ども講座から２つの講座の模様を紹介します。毎回、子どもたちの豊かな発想に

驚かされます。 

 
★創作ひろば 夜空を自由に作ってみよう！ ～手づくり星座の物語～ 

日 時 ：８月３日（水）、４日（木） 午前１０時～正午 

参加者 ：１４名（小学１～３年生）   講 師 ： ピスタチオ 小村歩氏 

１日目は夏の夜空（大きな黒い紙）に散らばる星（点）を線でつなげて星座を自

由に作り、その星座のお話を考えました。２日目はみんなで彩った夜空の下で、星

座ひとつひとつの物語を発表しました。その中の１つをご紹介します。  

もぐら座「むかし土の中に１匹のモグラがいました。モグラはいつも恥ずかしが

り屋であんまり友達に会わなくなりました・・・」 

さて、この後どうなったのでしょう？ みなさんも、お話を作ってみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★作ってつなげて転がして！コロコロ装置でサイコロ占い☆ 

日 時：８月２５日（木）午前１０時３０分～午後２時３０分、２６日（金）午前１０時３０分～午後３時 

参加者：１６名（小学４～６年生）   講 師 ： ＮＰＯ法人コロコロ研究所 新井勇司氏 平野直氏 

今年は占いサイコロを転がすためのコロコロ装置を制作。サイコロの目には運勢や天気、髪形、サッカー

の練習メニューなど。装置の制作は、連動がうまくいかずに講師のアドバイスを受けたり、微調整を繰り返

したり、試行錯誤の末にようやく各々の装置が完成しました。２日目の午後には、各自制作した装置を 4

人１組で連結して、１つの大きなサイコロ占い装置に仕上げ、子どもたちは楽しそうに発表をし合っていま

した。北区立文化センターのツイッター（https://twitter.com/kitakubunka）に動画をアップしました。

文化センターのホームページからもアクセスできます。子どもたちが工夫して作ったコロコロ装置と、気持

ちよく転がるビー玉の様子をぜひご覧ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

散らばる星をつなげると星座の物
語が浮かんできました。 

１６の「星座のものがたり」 

みんなで作った星座図鑑。 

みんなの星座が集まった夏の夜空。 
きらめく満点の星々☆ 

ブラックライトで照らして、浮かび
あがる「やま（山）座」。どんなお
話しかな？ 

講師の助言をうけて、アイデアを形
にしていきます。 

四人の装置を連結。うまくビー玉が
転がるように調整中。 
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★６月～７月に開催した特別講座の報告です★ 

滝野川文化センター特別講座「歌舞伎の『いろは』」～華麗なるエンターテイメントの世界～ 

日 時：６月１７日～７月１５日 毎週金曜日 計５回  参加者：３２名  

講 師：松竹株式会社演劇開発企画部演劇ライツ室 窪寺祐司氏） 

 昨年に引き続いて、松竹株式会社とのコラボ講座を開催。毎回、画像資料を使

った「多彩な俳優・演目あれこれ」「舞台を彩る様々な効果〈衣裳・かつら・大道

具〉」などの歌舞伎の基本を学び、歌舞伎座観劇の前に「みどころ解説と楽しみ方」

のレクチャーを受けました。いよいよ、第４回は歌舞伎座観劇で、「七月大歌舞伎

『柳
やなぎ

影
かげ

澤
さわの

蛍
ほたる

火
び

』『流星』を見ました。『柳影澤蛍火』は、柳澤吉保を題材にした

新作歌舞伎で、六義園が舞台となっており海老蔵さんのすさまじい演技に圧倒さ

れました。また、『流星』では、猿之助さんの宙乗りがあり、会場は大いに盛り上

がりました。最終回はアフターセミナーで、「刀、たばこ盆、魚（かつお）、獅子、

附帳」などの小道具をお持ちいただき、裏方のお仕事について、小道具担当の方

からレクチャーしていただきました。たいへん中身の濃い講座となり、「歌舞伎は

今も進化していて素晴らしい」などの熱い声がたくさん寄せられました。 

 

 

 

 

 

来た KITAオリパラプロジェクト 
 

 

 

［内 容］：９月７日～１８日に開催されたリオパラリンピック！今回のオリパラプロジェクトではパラリン

ピックに焦点を当て、障がい者スポーツの競技種目への理解や競技選手の暮らしについて学びます。 

［対 象］：北区内在住・在勤・在学の小学生以上の方（小学生は保護者同伴） 

［費 用］：３０円（障害保険料）  ［定 員］：３０名（抽選）  ［申込締切］：１０月８日（土）必着 

［申 込］：はがき・FAX（小学生の場合は同伴する保護者の氏名も記入、手話通訳が必要な方はその旨も記入）、電話・窓口 

赤羽文化センター 〒１１５－００５５ 北区赤羽西１-６-１-３０１ 

＜日時・テーマ・講師＞        ☎：０３-３９０６-３９１１ FAX：０３-３９０６-３９１５ 

回 日時（５回連続講座） テーマ 講師 

１ 
10 月 23 日（日） 

午後 2 時～4 時 
パラリンピック・障がい者スポーツとは？ 

公益社団法人 

東京都障害者スポーツ協会 

２ 
10 月 30 日（日） 

午後 2 時～3 時 30 分 

東京都障害者総合スポーツセンター見学 

会場：東京都障害者総合スポーツセンター 

東京都障害者総合 

スポーツセンター職員 

３ 
11 月 6 日（日） 

午後 2 時～3 時 30 分 
障がい者スポーツ選手の日常 

障がい者スポーツ競技者 

陸上競技 内田勝久氏 

４ 
11 月 13 日（日） 

午後 2 時～4 時 
競技種目体験！ボッチャにチャレンジ！ 

公益社団法人 

東京都障害者スポーツ協会 

５ 
11 月 20 日（日） 

午後 2 時～4 時 
聴覚・視覚障がい者のスポーツ体験 

公益社団法人 

東京都障害者スポーツ協会 

 

山本貴恵先生と参加者の皆さん 

山本貴恵先生と受講生の皆さん 

来た KITA オリパラプロジェクトとは…世界の国の歴史・文化・食・言語等の学習、ホスピタリティ精神の意識啓発など、２０

２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、機運醸成を図ります。 

知っているようで知らないパラリンピック・障がい者スポーツの世界 
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第２回目の「サークル体験会・学びスタート day」を開催します！ 
 日ごろ、文化センターで学習している団体・サークルの活動を身近に体験することができる１日体験会です。 

何か始めたいけど…どんな方たちが活動しているの？初心者でも大丈夫？費用は？など悩んでいる方、是非一

度体験会にご参加ください。新しい仲間とともに学びたいサークルの方たちがお待ちしています。 
 

 

 

 

 

～１０月 中央公園文化センターで開催～ 
★全部で２２サークル開催します。詳しくは、北区ニュース 8 月 20 日、9 月 1 日号をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～１１月 赤羽文化センターで開催～ 

★全部で２１サークル開催します。詳しくは、北区ニュース 10 月 1 日、10 日、20 日号をご覧ください。 

 

 

 

作文の書き方を学ぼう！ 

（作文） 

日  時：11 月 12日（土） 

午後3時30分～5時 

対 象：小学生 

※保護者同伴 

実施団体：エッセイ作文の会

★サークルよりひとこと★ 

前回の学びスタートdayにも

参加し、多くの方に来ていた

だきました。今回は作文を初

めて書くという子でも原稿用

紙の使い方から丁寧に教えま

す。 

南京玉すだれでボランティ

アを始めよう！ 

（南京玉すだれ） 

日 時：11 月 19日（土） 

午後６時 30分～8時 

対 象：小学生以上 

※小学生は保護者同伴

実施団体：北区古典芸能あまちゃの会      

★サークルよりひとこと★ 

一から教えていきますので、 

初めての方でも大丈夫です。 

地域活動やボランティアに興

味がある方もぜひ 

ご参加ください！ 

お花でいやされましょう！ 

（フラワーアレンジメント） 

日  時：11 月 25日（金） 

         午後 2 時～4時 

費 用：4,000 円 

実施団体：フラワーサークル花芽 

★サークルよりひとこと★ 

たくさんのお花を使って、直

径 30ｃｍ程のドーム型のア

レンジメントを制作します。 

一緒に楽しく作って、お家に

飾って癒されましょう！ 

お花のある生活は格別です

よ！ 

 

日本舞踊をのぞいてみよう！  

（日本舞踊の見学） 

日  時：１０月７日（金） 

午後２時３０分～３時 

実施団体：琴舞会 

★サークルよりひとこと★ 

お気軽にどうぞ！！ 

 
 

 

 

 

前回の様子 

皆でニコニコ！似顔絵体験 

（似顔絵体験） 

日  時：１０月１４日（金） 

午後１時３０分～３時 

費 用：１００円 

実施団体：ニコニコ似顔絵サークル  

★サークルよりひとこと★ 

似顔絵を描くコツやポイント

を学びます

 
 

 

 

 

 

前回の様子 

大正琴を弾いてみませんか 

（大正琴演奏体験） 

日  時：１０月２２日（土） 

午前１０時～正午 

実施団体：三智琴の会 

★サークルよりひとこと★ 

初心者歓迎！ 

 
 

 

 

 

前回の様子 

開催予定：１０月 中央公園文化センター 

      １１月 赤羽文化センター 

       1 月 滝野川文化センター 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

～防災・地域情報のご紹介～ 
中央公園文化センターに開設している 

「生涯学習情報コーナー」では、常時 

「防災・地域情報」のラックを設け、 

「北区防災ハンドブック」や「北区防災 

地図」といった資料のほか、防災に関す 

る講座・イベントなどの情報も随時配布 

していきます。皆さんも災害への準備・ 

対策に、生涯学習情報コーナーをぜひご 

活用ください！ 

 

  北区防災ハンドブック 
地震や火災、風水害などのあら 

ゆる災害に備えて準備すべきこ 

とや、被災時の行動マニュアル、 

避難時の注意事項、応急手当て 

の方法などを記載し、災害時だけ 

でなく、平常時からの防災・減災 

対策に役立つ 1 冊となっています。 

 

生涯学習情報コーナー 

 

＊中央公園文化センター1 階 

 住所：〒114-0033 

    北区十条台 1-2-1 

 電話：03-3907-5661 
 

［開設時間］ 

午前 9 時～午後 7 時 

 （月曜・祝日休館） 

北区立文化センターの所在地 

 

 

開館時間・休館日・交通のご案内 

 

＜中央公園文化センター＞ 

〒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 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 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ 王子ｱﾊﾟｰﾄ下車徒歩 5 分 

国際興業ﾊﾞｽ 中央公園下車徒歩 3 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 

電話予約専用 3905-8271 

●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 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＞ 

〒114-8534 東京都北区西ヶ原 1-23-3 

TEL 5394-1230  FAX  5394-1231 

電話予約専用 3918-1052 

●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 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 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ旧古河庭園下車徒歩２分 

滝野川会館下車徒歩 1 分 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(8 回講座)区民講座 
おとなの部活 
はじめよう！ランニング(後期) 

区内在住・在勤・在学でラ

ンニング未経験者または

初心者の概ね 50 歳以下

の方 ★定員 20 名 

10/12・26、 

11/9・30、12/14、

H29.1/11・25、2/8 

各水曜 19:00～20:45 

100 円程度 

(保険料ほか) 
～9/27(火) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

滝野川 

文化センター 

(4 回講座)PC特別講座Ⅵ期 
インターネットで便利な生活 

区内在住・在勤・在学で

Windows の基本操作と

文字入力のできる方 

★定員 12 名 

10/18～11/8 

毎週火曜 
14:00～16:00 

6,170 円 

(テキスト代
を含む) 

～10/6(木) 
はがき 

FAX・窓口 
中央公園 

文化センター 

(1 回講座)区民講座 
くらしと医療Ⅱ知っておきた
い『乳がん』のこと～早期発

見・診断・治療のために～ 

区内在住・在勤・在学の方 

★定員 24 名 

10/22(土) 
10:00～12:00 

無料 
9/20(火) 

～10/11(火) 
はがき 

FAX・窓口 
滝野川 

文化センター 

(1 回講座)特別講座 
歌声喫茶～懐かしの歌を歌お

う(第 34 回)～秋の歌～ 

区内在住・在勤・在学の方 

★定員 100 名 

10/22(土) 
14:00～16:30 

820 円 
(飲物付) 

9/10(土) 
～10/7(金) 

往復はがき 
中央公園 

文化センター 

(1 回講座)子ども講座 東大生
と科学実験！「ゆれる」のふし

ぎを探ろう！①1～2 年生コース 

区内在住・在学の 

小学 1～2 年生 

★定員 20 名 

10/23(日) 
13:00～14:10 

100 円程度 
(教材費) 

9/20(火) 
～10/8(土) 

往復はがき 
中央公園 

文化センター 

(1 回講座)子ども講座 東大生
と科学実験！「ゆれる」のふし
ぎを探ろう！②3～6 年生コース 

区内在住・在学の 

小学 3～6 年生 

★定員 20 名 

10/23(日) 

15:00～16:10 

100 円程度 

(教材費) 

9/20(火) 

～10/8(土) 
往復はがき 

中央公園 

文化センター 

(4 回講座)区民講座 はじめて

でもできる！和菓子・洋菓子作
りの基本の『き』 

区内在住・在勤・在学の 

中学生以上の方 

★定員 24 名 

10/29、 
11/5・26、12/3 
各土曜 

13:00～16:30 

4,000 円 

程度(材料
費・保険料) 

9/20(火) 
～10/15(土) 

往復はがき 
滝野川 

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。 

■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。 

■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。 

 

＜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。 
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 

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 

 

★手話通訳をご希望される場合は、その旨をご記入ください。 

（その際、FAX でお申込みの講座の電話連絡は不要です。） 

《イベントのご案内①》 
 

文化センター祭（まつり） 
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年に一度の

催しです。みなさまのご来場をお待ちしています。 

（入場無料。当日直接会場へ） 
 

◆赤羽文化センター 

 10 月 15 日(土) 10:00～17:30 

 10 月 16 日(日)  9:30～16:00 
 

◆滝野川文化センター 

 11 月 12 日(土) 10:00～16:00 

 11 月 13 日(日) 10:00～16:00 

《イベントのご案内②》 
 

文化センター子どもひろば 
楽しいプログラムがいっぱい。地域で活動するボランティアのみ

なさんが、たくさんのプログラムを用意してみんなを待っている

よ♪文化センターにレッツゴー！（入場無料。当日直接会場へ） 
＊プログラムにより、体験時間・対象年齢が異なります。 
 

◆滝野川文化センター 

 9 月 25 日(日) 午前 10 時～午後 3 時 
 

◆赤羽文化センター 

 12 月 4 日(日) 午前 10 時～午後 3 時 
 

 

※ボランティアとしてご協力いただける方の募集も行っています。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

▽［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 



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 

(1 回講座)PC特別講座 
みんなのパソコンひろば 

区内在住・在勤・在学の方 

★定員 16 名  

11/2(水) 
18:00～20:30 

1,540 円 
10/1(土) 

～10/24(月) 

往復はがき 
ホームページ 

赤羽 
文化センター 

http://www.kita-bunka.com/ 

(1 回講座)区民講座 
がん医療最前線 
～医療の現場から～ 

区内在住・在勤・在学の方 

★定員 30 名 

11/12(土) 

10:00～12:00 
無料 

10/10(月) 

～11/1(火) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

中央公園 

文化センター 

(8 回講座)区民講座 リアルな
色彩の魚拓アートの世界～魚や

草花が本物そっくりに仕上がる！～ 

区内在住・在勤・在学の方 

★定員 20 名 

11/19～3/4 
第 1・3 土曜 

13:30～16:30 

8,000 円 
程度 

(教材費) 

10/10(月) 
～11/4(金) 

はがき・FAX 
電話・窓口 

中央公園 
文化センター 

(6 回講座)区民講座 

～小原流～いけばなで 
こころに潤いと豊かさを 

区内在住・在勤・在学の方 

★定員 20 名 

11/12～12/17 

毎週土曜 
10:00～11:30 

6,480 円 
(花代全回分) 

10/10(月) 
～11/4(金) 

はがき・FAX 
電話・窓口 

赤羽 
文化センター 

(5 回講座)区民講座 
はじめてのミシン～ふんわり長

袖ブラウスを作りましょう♪～ 

区内在住・在勤・在学の全

回参加できる、初めてミシ

ンを使う方 ★定員 6 名 

11/18～12/16 
毎週金曜 

10:00～12:30 

500 円程度 
(教材費・ 

保険料) 

10/1(土) 
～10/25(火) 

はがき 
FAX・窓口 

滝野川 
文化センター 

持物…布、ミシン糸、裁縫道具 

(1 回講座)特別講座 

北区のオンリーワン～水平開
き方眼ノート・ナカプリバイン 

区内在住・在勤・在学の方 

★定員 30 名 

11/19（土） 
10：00～正午 

800 円 
（お土産付） 

10/10(月) 
～11/8(火) 

はがき 
FAX・窓口 

滝野川 
文化センター 

(1 回講座)特別講座 

親子料理教室 
～秋田名物「きりたんぽ鍋」♪～ 

区内在住・在学の小学 3

年生～6 年生のお子さん

と保護者(2 名 1 組) 

★定員 12 組 

11/27(日) 
10:30～13:30 

3,500 円 

(2 名分。 
材料費含む) 

10/10(月) 
～11/15(火) 

はがき 
FAX・窓口 

滝野川 
文化センター 

持物…エプロン、三角巾、フキンなど 

(4 回講座)PC特別講座Ⅶ期 

Jimdo でホームページ作成 

区内在住・在勤・在学で

Windows の基本操作と

文字入力のできる方 

★定員 12 名 

11/22～12/13 
毎週火曜 
18:30～20:30 

6,170 円 
(テキスト代
を含む) 

～11/8(火) 
はがき 

FAX・窓口 

中央公園 

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 

(2 回講座)区民講座 
外国人留学生と話して 
再発見！日本の文化と習慣 

区内在住・在勤・在学の方 

★定員 20 名 

＊1 回のみの参加可 

(参加希望日を明記) 

12/2(金) 

11:30～12:50 
無料 

10/20(木) 

～11/19(土) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

中央公園 

文化センター 12/6(火) 

9:30～10:50 

 

 

 

 

知っているようで知らないパラリンピック・ 

障がい者スポーツの世界    《申込：赤羽文化センター》 
 

競技選手の話を聞き、実際に競技体験を行うなど、パラリン

ピック・障がい者スポーツの世界に迫ります！(5 回講座) 
 

日時 テーマ 

10/23(日) 

14:00～16:00 

パラリンピック・障がい者スポーツ 

とは？ 

10/30(日) 

14:00～15:30 

東京都障害者総合スポーツセンター 

見学 

11/6(日) 

14:00～15:30 
障がい者スポーツ選手の日常 

11/13(日) 

14:00～16:00 

競技種目体験！ 

ボッチャにチャレンジ！ 

11/20(日) 

14:00～16:00 
聴覚・視覚障がい者スポーツの体験 

 

●講師 東京都障害者スポーツセンター職員 

    障がい者スポーツ競技者 内田勝久氏ほか 

●対象 区内在住・在勤・在学の小学生以上の方 

    ※小学生は保護者同伴 

●定員 30 名（抽選） 

●費用 30 円（保険料） 

●申込 はがき・FAX(記入例参照。小学生は同伴する保護者の 

氏名も記入。手話通訳が必要な場合はその旨も記入)、 

電話・窓口 

●申込期間 9/20(火)～10/8(土)【必着】 

日本に暮らす外国人に聞く！教えて、あなたの国のこと 

～アジア諸国と日本の文化～  《申込：滝野川文化センター》 
 

アジアのさまざまな国と日本の文化・習慣・考え方の違いを

学び異文化交流しませんか。講師各々の来日理由や母国と日

本とをつなぐ活動のお話しも伺い理解を深めます。(5回講座) 
 

日時 テーマ 講師 

11/24(木) 
もっとみんなに知ってほし

い！「モンゴル」のこと 

内モンゴル研究者 

ボヤント氏 

12/1(木) 
北区で暮らす外国人の子育

て・仲間づくり支援の活動 

草の根国際交流の会    

コアラサークル 

12/8(木) 
“アート”がつなぐ日本とバ

ングラデシュ～両国の文化交流

と友好を願って～ 

KAHAL art group代表 

ハーサン・カムルル氏 

12/17(土) 

「韓国人」として日本で暮ら

すということ＆ 

韓国の家庭料理実習 

韓国食文化体験講師  

梁恩心氏ほか 

12/22(木) 

“リトル・チベット”イン

ド・ラダック地方の暮らしと

文化～循環型・持続可能なライフ

スタイルとは？～ 

NPO 法人ジュレー・ラ

ダック代表 スカルマ・

ギュルメット氏 

 

時間は、19:00～20:45(12/17 は 10:30～14:30) 

●対象 区内在住・在勤・在学の方 

●定員 24 名（抽選） 

●費用 1,000 円程度（材料費・保険料） 

●申込 はがき・FAX(記入例参照)、電話・窓口 

●申込期間 10/20(木)～11/15(火)【必着】 

世界の国の歴史・文化等の学習、ホスピタリティ精神の意識啓発など、

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて機運醸成を図

る事業です。 


