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今回は滝野川文化センターで、鉛筆画を楽しむ会「北芯会」の講師をしている安住孝史さんに「生きがい」

について記していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ～わたしの生きがい～    安住
やすずみ

 孝史
た か し

 

滝野川文化センターで鉛筆画を楽しむ会「北芯会」が始まってから 19年、途中、中央公園文化センタ

ーからの人達も加わって今に至っています。初回から描き続けている人もいます。60歳で始めた人も来

年は 80歳、未だに「北芯会」が続いているのは参加している仲間の根気と情熱の賜物です。“生きがい” 

と言う大袈裟なことでは無いとしても日常生活に加わっている、ささやかな楽しみであることは間違いあ

りません。また「北芯会」は来る人の都合に合わせて昼と夜に開いていますが各人家庭を持っています。

それぞれパートナーの理解、特に夕方から絵を描きに主婦が外出するのは御主人の理解があってのこと、

信頼関係で結ばれた素晴らしい人生だと思います。 

 12年前から児童館で子ども達にも絵を教えています。今、「教えています」と書きましたが全員が僕と

一緒に絵を描く友達です。子ども達からは色々なことを教わります。ですから絵を描く教室ではなく僕の

処に来てくださるお客様なので『やすずみ鉛筆画サロン』と呼んでいます。 

 僕は 20歳を過ぎた時、絵を描いて行く人生を選びました。その時から 80歳近くまで絵を描いて来ら

れたのは運が良いと思います。良い運とは良い人に出会うことです。僕は鉛筆画家と呼ばれます。黒鉛筆

一本槍の細密画に徹しているからです。彩色の時も鉛筆を活かして描きます。両親に絵を描いて行く決意

を話すと、日本画・橋本関雪さんの世話になることを決めました。銀座で親しくなった兜屋画廊店主の西

川さんからは「油絵を 100とすると水彩画は 10分の 1、鉛筆画は値がつかない」と油絵を描くことを

強く勧められました。けれど鉛筆で描く味わいが好きでしたし、絵の値打ちは使う素材の違いではなく作

家の作品に対する『おもい』の深さだと思っていたから鉛筆で描く覚悟は変わりませんでした。 

 父は絵描きになることを経済的不安定さ 

から反対しました。けれど僕の絵を描いて 

行く動機は、絵は優しさを表現出来ること。 

生きている、生きていた証明になること。 

せっかく生まれて来たのだからと言う『人 

間の尊厳』人間賛歌だと思ったからです。 

 今、来年画集を上梓するため頑張ってい 

ます。画集は、まだ見ぬ未来の子ども達へ 

の贈り物です。僕たち先人の勇気と優しさを伝えることが出来たら、この上ない幸せです。 

〈安住孝史さんの略歴と北芯会の活動〉 
昭和 12年 東京下谷に生まれ、浅草で育つ。画家を志し大学を中退、様々な 

アルバイトをしながら絵を描き続ける。 
昭和 45年 銀座「中林画廊」で初個展。「芸術新潮」で取り上げられる。 
昭和 47年 鉛筆を折り、タクシー運転手になる。 
昭和 53年 雑誌「江戸っ子」に東京の夜の風景画を鉛筆画で連載。 
昭和 59年 運転手をやめて画業に専念する。以後、個展の開催多数。マスコ 

ミ等にも多数取り上げられる。 
著作 鉛筆画の世界（東京堂出版）、東京夜の町角（河出書房新社）、 

東京・昭和のおもかげ（日貿出版社） 
共著 えんぴつ画の本（視覚デザイン研究所）、鉛筆グラフィック（グラフィッ 

ク社）、ふるさとはフクシマ 子どもたちの 3・11（文研出版）などが 
1988年 11月から 2000年 3月まで北区文化情報誌「コンパス」（（公財） 
北区文化振興財団）に「街の風」のタイトルで鉛筆彩色画を連載。現在、北区中里に在住。 

北芯会の活動 毎週土曜日 １３：００～１７：００ １８：００～２１：００（午後と夜間を交互に開催） 

お問い合わせは滝野川文化センター０３－５３９４－１２３０（午前９～午後１０時 月曜・祝日休館） 

安住孝史さん（右から３人目）と北芯会の皆さん 
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★夏休み子ども講座を開催しました★ 

★『オカリナに絵を描いて楽しい曲を吹いてみよう！』  
日 時：７月２１日（金）～２２日（土） 計２回 午前１０時～正午 参加者：２０名  

講 師：大塚楽器製作所 納谷 亮太氏/菅野 弘太氏 

 オカリナに絵付けをし、みんなで演

奏を楽しみました。発表会では、保

護者の方にも聴いていただきました。 

＜参加者の感想＞ 

・「ド」の音を出すのに苦労した。 

・発表会は緊張したけど頑張った。 

 

★『親子で漢字のふしぎを知って漢字博士になろう』 
日 時：７月２３日（日） 午後１時３０分～２時４０分 小学１年生コース 参加者：２６名（１３組） 

午後３時３０分～４時４０分 小学２年生コース 参加者：３０名（１５組） 

講 師：漢字教育士 植木 ゆりこ氏 

 遊びを通して漢字に興味・関心を

持ってもらうことを目的とした講座

です。漢字の歴史・成り立ち・書き

順を覚えるコツなどを親子で学びま

した。 

＜参加者の感想＞ 

・漢字の歴史がよくわかった。 

・書き順の法則を知った。（保護者） 
 

★『親子で学ぼう！お札の歴史と工場見学』 
日 時：８月２２日（火） 午前９時４５分～１１時４５分 参加者：３４名（１７組） 

協 力：国立印刷局東京工場 

 お札はどのような歴史を辿って現在

に至っているのか施設見学を通して親

子で学びました。 

＜参加者の感想＞ 

・目の不自由な方のための工夫を知った。 

・ふだん、目にしたり、触れられない物 

 

「苦手な子も集まれ！楽しく書ける読書感想文」7月 23日・30日（各日曜）午前 10時～11時 30分 参加者 13名 

「親子で見よう！学ぼう！自衛隊十条駐屯地」7月 28日（金）午前 9時 45分～午後 1時 30分 参加者 26名（13組） 

「3Dスペースツアーへ出発！        7月 30日（日）午後 2時～3時 15分 参加者 70名（35組） 

親子で学ぶ星と宇宙～夏の星座と天の川～」 
 

「東大生と科学実験！           8月 25日（金）午後 1時～2時 10分 小学 1～2年生 参加者 29名 

冷たいもののふしぎを学ぼう！」            午後 3時～4時 10分 小学 3～6年生 参加者 28名 

 

 

絵付製作中 20名の力作！ 

 

♪発表会♪ 

「エーデルワイス」 

書き順のコツ 熟語ゲーム 

2年生コース 

何の漢字かな？ 

1年生コース 

お札の秘密 

１おくえんのお

もさ 

体験中！ 

お札の絵はがき 

スタンプ 

＜他にもこんな講座を開催しました＞ 

お札の秘密 お札の絵はがき 

スタンプ 

１億円の重さ 

体験中！ 
を体験できた。 
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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 『チョウの標本づくりを体験しよう！』 

日 時：8月１9日（土）午前 9時 45分～正午 

 参加者：40名  講 師：＜チョウ一流 CLUB＞ 

 前半はチョウの生態やチョウの採り方について、クイズ形式やビデオ学習

を通じて学びました。後半からはいよいよチョウの標本づくりに挑戦。                 

チョウに触れるのをこわがる子もいましたが、講師にアドバイスをもらいな

がら、チョウの展翅（てんし）を体験しました。 

参加者の感想 

・チョウの羽をひろげるのが難しかったです。 

・チョウのことがいっぱい知れて楽しかったです。 

 

 
 

★区民講座 『私のまちで留学生と国際交流～香り豊かなコーヒー＆トーク～』                 

日 時：８月８日(火)午前９時３０分～正午               

参加者：１３名  講 師：カフェマッカラン マスター 東岡 正弘氏 

協 力：東京外語学園日本語学校学生 

講師である「カフェマッカラン」マスターのコーヒー講義に始まった     

国際交流講座。留学生と参加者が一緒に淹れたマスター直伝のコーヒーや 

ベトナム出身学生が紹介してくれたベトナムコーヒーを片手に、互いの文化

の違いや北区での生活などの話題で、大変盛り上がりました。 

参加者の感想 

・留学生とのコミュニケーションは、普段の生活ではなかなかできないことなので楽しかったです。 

・自分とは異なる年代との会話は新鮮でした。 

 

★中学生講座 『MY 弁当をつくろう！～簡単カフェごはん風ロコモコ丼でハワイ気分♪～』 

日 時：8月１0日（木）午前 10時～午後 1時 

 参加者：11名  講 師：子育てママ応援塾「ほっこり～の」 

 区内の中学生を対象に、「ロコモコ丼」の調理実習を通じて、バランスの

とれた食事について学ぶことを目的に開催しました。材料を切り分けて下準

備をしたり、挽肉をこねてハンバーグをつくったり、グループで手分けしな

がら調理を進めました。 

参加者の感想 

・ロコモコがもともと好きだったのもあり、とても楽しく料理 

ができました。 

・ハンバーグの形をつくるのが楽しかったので、家でまた 

つくってみたいです。 

・みんなで楽しくつくれたので、明るく、自然に笑顔が出て、  

ポジティブになれました。 

他にもこんな講座を開催しました 
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★夏休み子ども講座を開催しました★ 
（今年度開催した５つの講座から２つをピックアップして報告します。） 

 

★夏休み子ども講座『キラキラ光る夏の音♪ペットボトルビーズでつくるモビールチャイム』 
日 時：７月２６日（水）・２７日（木） 午前１０時～午後２時 

参加者：２０名（小学１～３年生）    講 師：舞台音楽家 棚川 寛子氏 

 ２日間かけて作品をつくり、飾って鑑賞会をしました。初日は、炭酸飲料のペットボトルを板状に切って思

い思いに色を塗りました。色を塗った素材をさらに細かく切って並べ、オーブントースターで数秒焼きます。

するとクルクル丸まってとてもかわいいビーズの出来上がり。２日目はペットボトルビーズをひもに通し、

モビール状にしていきます。それぞれが飾り付けにも工夫しながら作品を仕上げました。ペットボトルを再

利用してすてきなモビールチャイムの完成です！！ 

２日目の午後は「おしりで進むおにごっこ」で体を動かしてリラックス。その後、完成した作品一つひと

つを手にとって、みんなで自分の作品の工夫したところを発表し、お互いの作品のいいところを伝えあいま

した。参加者からは「ペットボトルでビーズがつくれるなんてびっくりした」「とてもすてきできれい」「友

だちができてよかった」などの感想がよせられました。 

 

★夏休み子ども講座『親子で知ろう・まなぼう『がん』のこと』 
日 時：８月５日（土） 午前１０時～１１時３０分 

参加者：１４名（小学生親子７組） 講 師：がん・感染症センター 東京都立駒込病院院長 鳶巣 賢一氏 

 日本人の２人に１人は一生涯のうちに 1度はかかるといわれている「がん」。今回は病気の仕組みや家庭で

できる予防の取組みなど「がん」についての正しい知識を親子

で学びました。 

 それぞれの動物にはおよその寿命があり、人にもいのちの「始

まり」と「終わり」があること。がん細胞が分裂をくりかえし、

体中に広がっていくことで「がん」は発症し、いのちを奪う原

因にもなること。そしてさまざまな「がん」の治療法を学びま

した。 

 最後に、生きている限り「心も体も元気！」が一番で、「いの

ち」「生きていること」が、とても素晴らしく、大切なことであ

ることを一緒に考えました。子どもも大人も講師の「いのち」

のメッセージに真剣に耳を傾けていました。参加者からは「がんはとても危険な病気だとわかりました（子ど

も）」「がんのことを知ることと同時に、自身の生き方、人生観についてもよく考えていこうとご提示頂き、ふ

と立ち止まる機会をくださいました（保護者）」などの感想がよせられました。 

色を塗った素材をオーブ

ントースターで焼きます 

ペットボトルビーズをひもに通しモ 

ビール状にして作品を仕上げます 

 

最新の治療法も知ることが出来ました 

完成したモビールチャイムをネット

に飾って鑑賞しました 
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★７～８月に開催した特別講座からご紹介します★ 

 

 ● 中央公園文化センター特別講座「第２１回きたくせんたー寄席」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 赤羽文化センター特別講座「筋書（プログラム）でたどる歌舞伎１３０年～歌舞伎座の戦前・戦後」 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

● 滝野川文化センター特別講座「北区でくらす・はたらくＶｏｌ．２ ～家業を継いで霜降銀座の良さ

を発信！まちの靴屋の３代目」 

 

 

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 

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 

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 

日 時：7月 23日（金）午後 3時～5時 

参加者：60名 

協 力：北区落語愛好会 

 9 月に新真打となる古今亭志ん八改め２代目

志ん五さんと、北区在住の古今亭ちよりんさん

をお招きし、各 2席（牛ほめ・粗忽の釘⇒志ん

八、ギンギラボーイ・本膳⇒ちよりん）を披露

しました。子どもたちの参加もあり、身近な寄

席を大いに楽しんでいただきました。 

日 時：8月 21日・28日・9月 4日（歌舞伎座観劇） 

参加者：30名 協力 松竹株式会社 

講 師：前川 文子氏（元・松竹株式会社 演劇ライツ室） 

今年度の歌舞伎講座は、戦前・戦後を通して 5 回、建て

替えられた歌舞伎座を中心に、写真資料を多用してお話いた

だきました。戦時中も、昭和 19 年 2 月まで公演は続き、

作者・演者・裏方・観客などの決意と情熱で歌舞伎は守られ、

継承されてきました。最終回は平成 25年竣工の歌舞伎座で

秀山祭九月大歌舞伎（昼の部）を観劇しました。 

日 時：８月 29日（水）午後 7時～9時 

参加者：１８名 

講 師：中村 翔志氏（霜降銀座Web広報担当） 

 ゲストは霜降銀座商店街の靴屋さん「パリーシューズ」

を継いだ、中村翔志さん（29歳）。日頃の苦労と工夫、霜

降銀座ホームページのリニューアルと管理運営、商店街の

これからなどをお話いただきました。各班で意見交換を行

い、「こんなに活気のある商店街があるとは！」と、今回

はじめて霜降銀座の存在を知ったという方もいらっしゃ

いました。本講座はシリーズで、今後も地域でがんばって

いる若者が登壇します！ご期待ください。 

質問コーナーで参加者

からの質問に答える。 

じゃんけん勝ち残りの色紙

プレゼントも好評です。 
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   今号では、平成 29年 9月 9日（土）10日（日）第 36回中央公園文化センター祭の様子を 

ご紹介します。（実演 20団体、展示 24団体、茶席 2団体、赤羽文化センターより招待展示１団体） 

文化センターに集い学ぶグループの学習発表と文化の祭典です。中央公園文化センター友の会、 

北区教育委員会の共催で行われました。 

 

 

（参加団体数：実演 20団体・展示 23団体） 

 

 

 一年間の学習成果を思う存分、発表することができる「文化センター祭」が、今秋も中央公園文化センター

を皮切りに開催されました。「昨年は、お客さんでしたが学びたいことを見つけ今年は、参加する立場で来場者

の方へ活動内容や作品の説明をしました。」と話されている方もいました。ご自身が学ばれたことを皆様へ伝え

ていただくことにより北区の社会教育活動が広がっていくことにつながっています。 

このあとも、下記のご案内のとおり各文化センターで開催されます。どうぞ秋の一日をお楽しみください。 

 ＜記＞ 

滝野川文化センター祭 開催のご案内 

11月 11日（土）10時～16時 

11月 12日（日）10時～16時 

 

赤羽文化センターまつり 開催のご案内 

10月 14日（土）10時～17時 30分 

10月 15日（日）9時 30分～16時 

 

 

 

【川柳つつじ吟社】 

活動歴 11年 参加回数 10回 

感想：華やか！作品をご覧いただき川柳に興味を

もたれた方が多くいらっしゃいました。 

これから：文化センター以外の施設で作品を発

表、展示し川柳の楽しさを広めたいと思います。 

 

時 30 

 

 

【革工芸の会】活動歴 13年 参加回数 9回 

感想：革を漆で染め叩いて成形するなど伝統技

法を守りつつ、作品を制作しています。 

これから：9月から区民協働講座を開催します。 

多くの方に革工芸の楽しさを体験していただき

たいと思います。（講座制作予定作品：写真右）

工 

 

 

 

【紅葉ギター同好会】活動歴１年 初参加 

感想：上出来！でした。「学生時代」の演奏では、

歌詞カードを来場者に配布し皆で唄い楽しんで

いただき予想以上に盛り上がりました。 

これから：来年は、5曲演奏ができるようにした

いです。（初参加の今回は 2曲を披露。） 

 

 

＜オープニングセレモニー＞ 

花川区長 

中央公園文化センター友の会 小川会長 

来賓の皆様によるテープカット 

 



 

～ 商店街に行ってみよう！ ～ 

みなさんは北区に商店街がどのくらいあるかご存じですか。 

赤羽地区に 34、王子地区、滝野川地区にそれぞれ 27。合わせて 88 もの商店

街があります（北区ホームページより）。 

今回、生涯学習情報コーナーでは「人と歴史に出会える北区の商店街めぐり」と

題し、88 ある商店街の中から文化センター特別講座「北区の商店街を歩く」で訪

れた「東十条南口通り商店会」と「保健所通り商店街」のみなさんにご協力をいた

だき、商店街特集の企画展示を行っています。 

特に、東十条南口通り商店会からはミスズベー

カリーさん、TEAM:C.C.y さん、保健所通り商店

街からは喜久屋クリーニングさん、味の店いさみ

さんにご協力をいただき、店名の由来やお店のこ

だわり、日ごろのご苦労などをインタビューさせ

ていただきました。 

また、東十条 1丁目の東十条南児童遊園入口脇

にある源頼光につかえた武士・平井保昌にまつわ

る杉と梅の木について、保健所通り商店街にある

河原化粧品店のご主人にお話をお伺いしました。 

展示を見ていただくだけでなく、お持ち帰りい

ただけるものもご用意しています。ぜひ生涯学習

情報コーナーへお越しになり、商店の魅力を感じ

てみてください。 

北区立文化センターの施設案内 

中央公園文化センター 

〒114-0033 

北区十条台 1-2-1 

T E L 3907-5661 

F A X 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（12/28～1/4） 

交 通：JR 王子駅下車 徒歩 15 分 

JR 十条駅下車 徒歩 12 分 

     コミュニティバス  

王子アパート下車 徒歩 5 分 

     国際興業バス 

中央公園下車 徒歩 3 分 

 

赤羽文化センター 

〒115-0055 

北区赤羽西 1-6-1-301 

パルロードⅡ 3 階 

T E L 3906-3911 

F A X  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：第 3 火曜日 

     システム停止日 

年末年始（12/28～1/4） 

交 通：JR 赤羽駅西口下車 

徒歩 2 分 

 

滝野川文化センター 

〒114-0024 

北区西ヶ原 1-23-3（滝野川会館内） 

T E L  5394-1230 

F A X  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（12/28～1/4） 

交 通：JR 上中里駅下車 

地下鉄南北線西ヶ原駅下車 

各徒歩 7 分 

コミュニティバス 

旧古河庭園下車 徒歩 2 分 

滝野川会館下車 徒歩１分 

 

 

中央公園 
文化センター 

中央公園   

花と森の 

至田端 ⑪ 滝野川会館  

滝野川文化センター 
パルロード２ 

赤羽文化センター：３F 

 

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） 

TEAM:C.C.y チームジャージ! 

ミスズベーカリー 

毎日手作りサンドイッチ 喜久屋クリーニング 

アイロンで手仕上げ 

味の店 いさみ 

この餃子は何の味？ 


