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今回は、中央公園文化センターで長年にわたり活動されている、丹澤 保一さんに“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～   王
おう

写会
しゃかい

 丹澤
たんざわ

 保一
やすかず

 

 王写会は、昭和 60年に中央公園文化センターで行われた「写真教室」で講習を受けた人たちの集まり

で誕生しました。 

当時教室の講師であった中一訓先生がそのまま先生として始まりました。私も若い頃、山登り、スキー、

旅行と趣味多彩でした。その時の絶景を写した写真がそもそもの写真の始まりでした。王写会には、中先

生の薦めでの途中入会でした。その折、四つに伸ばした作品で自分では最高？の作品を持参した処「これ

は写眞ではない」とクソミソに言われ、それが心に焼きつき、夢中になりました。当時、王写会は、カメ

ラ・ビデオと 40 名近い会員で盛会で月 1 回の撮影会、例会を行い例会で選ばれた作品は、当時の北ケー

ブルテレビ、現在の「Ｊ：ＣＯＭ東京北」で週 1回放映されました。更に年 1 回、春か秋にバスで一泊の

研修撮影旅行となかなか活発な会でした。 

その様な王写会にのめり込んで、北区文化写真連盟の年 1 回の秋の公募展に応募し特選や準特選を始め

入選も何回かありました。現在も各種の写真団体に籍を置き、年 1 回の各団体の写真展に応募し「アサヒ

カメラ賞」「連盟賞」として東京都美術館や六本木富士フィルムフォトサロン等に展示されたことにより更

に生きがいを感じるようになりました。 

王写会は、創立以来（32 年間）変わることなく、毎月、第 1 日曜日は、近郊の撮影会・第 3 日曜日は

例会を行い、現在は私が主となり、会員の互選により選出された作品は全作品をプリントし会報として会

員全員に配布しております。現在は、デジタルカメラの時代ですが美しい色彩の写真作品となるとフィル

ム、「ポジ」フィルムにはかないません。そんな訳で現在、私もデジカメは持っていますが、応募する写真

作品には、ポジフィルムで撮影しています。それも中判カメラで撮るので機材が重いので、高齢になった

現在は体にこたえますが何とか工夫して撮影旅行を続けています。 

 その様な事で生きている限り、動ける限り、写真だけは生命あるまで『わたしの生きがい』として続け

て行きます。 

 

〈丹澤 保一さんの略歴・活動・作品〉 

昭和３年滝野川区「現在の北区」に生まれる。戦前から現住所北区に在住。 

現在は、中央公園文化センター・利用団体協議会友の会副会長（平成 26 年度～   

28 年度は会長）、運営委員及び活動団体「王写会」会長、「日本写真家連盟」会員、 

「写団いぶき」会員 

題名「初冬」 

撮影場所…富山県五箇山 

題名「残雪の峰々」 撮影場所…那須高原 題名「白樺に寄り添い」 

撮影場所…那須湯本 

※文化センターH.P には、 

カラー版で掲載されています。 

http://ｗｗｗ.kita-bunka.com/ 
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★学びスタート day～学習体験会～を開催しました★ 

 学びスタート dayは、日頃、文化センターで学習している団体・サークル活動を身近に体験することが 

できる１日体験会です。平成 29年度中央公園文化センターでは、16団体の体験会を開催しました。 

その中から「写経」と「お琴」の体験会の様子を、ご紹介します。 
 

★『写経を体験してみよう』  
日 時：10月 21日（土） 午前 10時～正午 参加者：14名  

団体名：茲友会（しゆうかい） 活動日：第 1・3土曜日 午前 10時～正午 

 「茲友会」は、写経から始める大人の書道を学

んでいる会です。先生を囲み、書き方のコツ・

ポイントを学び体験が始まりました。みなさん

が、心安らぐ、学びのひとときを過ごす様子が

伺えました。 

★『日本の伝統芸能 お琴の体験』  
日 時：10月 21日（土） 午後１時 30分～3時 30分 参加者：16名  

団体名：さくら会（生田流・琴） 活動日：第 1・3土曜日 午後 1時～5時 

 古典・現代曲どちらも学習している会です。 

小学生やその保護者の参加も多くありました。先生の

お話をしっかり聞き、リズムに合わせて一生懸命にお

琴を奏でていました。体験後は、6名が入会し、学び 

を継続されることになりました。 

 

 

  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～ 
『日本語で学ぼう！ 

外国人のための日本文化体験講座』 
日 時：10月 13日～27日  

毎週金曜日 計３回 

    午前１0時～正午 参加者：15名 

第 1回：礼儀作法を学ぼう！（立ち居振る舞い） 

講師：マナー講師 大倉 祐子氏 

第 2回：風呂敷の様々な使い方（包み方） 

講師：文京区消費者の会 窪田 邦江氏 

第 3回：お茶を点ててみよう！（茶道体験） 
講師：北区草の根国際交流の会  

永井 芳子氏 

和室内の正式な作法や茶道を体験した際は、先生

の仕草を真似しつつ楽しく学んでいました。また、

風呂敷の使い方を学び、絵柄の美しさと便利さに魅

了されていました。 

『聴いて楽しみ、歩いて楽しむ！ 

“江戸五街道”の今昔ものがたり』 
日 時：9 月 2・16・30 日、10 月 7・21 日、

11月 4日 各土曜日 計 6回  

午後１0時～正午 参加者：24名  

講 師：鈴木 睦夫氏 

区民講座を開催しました 

 

「東海道品川宿」散策の様子。 

 

 

 

 江戸五街道を踏破

した先生のお話は、実

に興味深く皆さん聴

き入っている様子で

した。座学での講義の

他、4回目は、品川宿

の散策も行いました。

ご参加の方からは、

「この道を大名行列

が通っていたのかを

思うと感慨深く、ま

た、昔・現在の変化や

変わらない風景も先

生の講義を聞きなが

ら歩け楽しめた」との

感想がありました。 
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センターまつり特集             

★第３３回赤羽文化センターまつりを開催しました。  
 

日 時：１０月１４日（土） 午前１０時～午後５時３０分 

      １５日（日） 午前９時３０分～午後４時 

サークルの日頃の学習成果を発表する「第３３回 赤羽文化 

センターまつり」は、文化の秋にふさわしく、盛大に開催しまし

た。今年は実演部門３９団体、展示部門３８団体のほか、運営協

力に７団体の計８４団体が参加しました。実演部門は、緊張のなか

にも堂々とした発表で多くの観客を魅了し、会場である第１視聴覚

室は拍手につつまれました。展示部門では、手工芸や絵画など様々

な作品を前に、製作工程などの説明を受けながら、熱心に質問をし

たり、交流をしたりする方々の姿が見受けられました。また運営協

力団体の方々のきめ細やかなサポートにより、会場運営はスムーズ

に行われ、天候には恵まれませんでしたが、それを感じさせないくらいの盛り上がりになりました。今回来場

された方が、次回のセンターまつりでは参加者として発表するなど、北区の芸術文化のすそのがこれからも広

がることにつながれば幸いです。 

★学びスタート day～学習体験会～「相手のほめ言葉をさがそう」 

日 時：１１月１８日（土） 午後６時１５分～８時３０分                

参加者：１１名  

講 師： NPO法人 話し方HR 研究所 鈴木 康之氏 

「あいさつや会釈そして声をかけてもらうとうれしいですよね」 「人

は無意識に自分を認めてもらいたいと思っています」講師からこのよう

な講義を受けた後に、二人ペアになって相手の人にインタビューをして、

その中で発見した相手の方のすばらしい点を前に出て発表しました。人

はほめられるとうれしいものです。和気藹々
あいあい

とした和やかな雰囲気で学

びを深めることができました。 

参加者の感想・「相手への思いやり」の大切さがわかった。・たくさんほめられて良い気持ちになりました。 

・前で話すことはアートのようです。 

※講師の鈴木康之氏より、講座の内容について寄稿していただきました。 

※学びスタート day は、日頃、文化センターで学習している団体・サークル活動を身近に体験することが 
できる１日体験会です。 

空調工事のお知らせ 

赤羽文化センターでは、空調機の改修工事に伴い、一部施設の貸出を中止いたします。 

空調機改修工事期間：平成３０年１月１６日(火)～２月２８日(水) 

貸出中止施設：第３学習室、第４学習室、和室A・Ｂ、和洋裁室、ロビー 

＊ロビーは閉館後の作業となります。 

ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。この期間は他文化センターを是非ご利

用ください。（問）中央公園文化センター Tel.03-3907-5661、滝野川文化センター Tel.03-5394-1230 
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センター祭特集 

１１月１１日（土）・１２（日）に開催した第２５回滝野川文化センター祭の報告です。 

展示部門絵画、書道、陶芸、手工芸など

たくさんの作品が展示されました。今回

は絵画団体が一つ増え、篆刻団体が復帰

しました。展示コーナーの一角に体験ス

ペースを設ける団体もあり、来場者はさ

っそくミニ体験を楽しんでいました。ま

た健康づくりの学習活動を行っている団

体が実施した健康チェックコーナーも多くの人で賑わっていました。 

公開講座今回も公開講座として「すわって伸びのび北区さくら体操」を

行いました。指導員の軽妙な会話に会場は笑顔に包まれ、最初のうちはぎ

こちなかった動きも、最後には音楽に合わせて軽快になり、日頃の運動不

足の解消にと会場内の観客たちも一生懸命身体を動かしていました。 

実演部門滝野川会館の大ホールを使っての実演発表ではコーラス、大正

琴、オカリナ、マンドリン＆ギター、フラダンス、琴、着付け、ゴスペル、

マジックの団体が日頃の練習の成果を発表し、客席からは大きな拍手が送

られていました。会場入口では、各参加団体の演目や団体紹介チラシを

配布して来場者に活動をＰＲしました。 

実技部門料理団体が工夫をこらし、腕によりをかけた軽食はすぐに完

売。他にも香道、茶道、煎茶道と、普段の活動で研

鑽してきた腕前を披露していました。 

講座を開催しました   

１０月までに下記の講座を開催しました。 

種 類 講 座 名 日  程 曜日 回数 参加者 

区民講座 
大解剖！『田端文士芸術家村』～コミュ

ニティとしての歴史と魅力～ 

8月 20・27日、9月 3・ 

10日 
日曜 4回 12名 

区民講座 
『わたし』らしく生きる！～しあわせな

人間関係を築くコミュニケーション術 
9月 27日、10月 4・11日 水曜 3回 18名 

区民協働

講座 

伝える力を高めよう！会話力とスピー

チ上達法 

9月 1・8・15・29日、 

10月 6・13・20・27日 
金曜 8回 12名 

区民協働

講座 
楽しい！おいしい！男同士の料理教室 10月 28日 土曜 1回 15名 
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★11～12月に開催した特別講座からご紹介します★ 

 ● 滝野川文化センター特別講座「親子料理教室～チョコチップクッキーとあったかクリームシチュー♪」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 中央公園文化センター特別講座「歌声喫茶～懐かしの歌を歌おう～感謝、感激、感動の４０回記念」 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

● 中央公園文化センター特別講座「北区の商店街を歩く～豊島5丁目団地と東豊名店街かいわい」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：11月 26日（金） 

午前 10時 30分～午後１時 30分 

参加者：親子 10組（20名） 

講 師：食育指導士 伊藤 由紀子氏 

 小学 3 年生と 4 年生の子どもたちと保護者、10 組

20名が参加。野菜をたっぷり入れた、米粉のクリーム

シチューとチョコチップクッキーをつくりました。小松

菜の洗い方や野菜の切り方などを学び、シチューはボリ

ュームいっぱいでしたが、みんなモリモリ食べていまし

た。 

日 時：12月 2日（土）午後 2時～4時 30分 

参加者：99名  

講 師：山本 祥二氏 峰崎 松根氏 戸澤 千夏氏 

 みなさまに愛されて 9年間。文化センターの「歌声喫茶」

はおかげ様で第 40 回を迎えました。参加者は合計 3901

名にのぼります。「感謝、感激、感動」の気持ちをお伝えす

るために、サンタさん、トナカイさんが登場、（株）明治堂

さんの特製「あんぱん」が配られました。これからも、みん

なで元気に歌を歌っていきましょう。 

日 時：12月 6日（水）午後 1時 30分～4時 

参加者：13名 

協 力：東豊名店街 北区商店街連合会 

 王子駅からバスで 10分の豊島 5丁目団地は 5000世

帯が居住する地域で、この一角にある東豊名店街と、エコ

ベルデ（みどりと環境の情報館）、たいよう事業所、文化

芸術の活動拠点ココキタをたずねました。立ち寄り先のお

店や施設に出題していただいたクイズに答えながら、地域

の魅力に触れました。東豊名店街の中には、閉店した店舗

も目立ちましたが、 参加者から「100％の入居率とは驚

き」「とても面白い講座だった」「再生プランを考えよう」

等の声が寄せられました。 

サンタが 

中文にやっ

てきた！ 

エコベルデの

アズマヒキガ

エル。一瞬で

餌をペロリ！ 

親子で協力

してつくり

ました！ 
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世界の多くの地域で食されている「パン」。その「パン」について、タイトルの通

り「6 つの世界」を学んでいきました。第 1～4 回はヨーロッパを中心としたパン

文化がテーマ。講師が現地で実際に体験したお話や調理実習（第 4 回）から、各地

の文化について理解を深めていきました。第 5・6 回は、私たちが生活する身近な

地域に視点を変え、赤羽で営まれているパン屋を歩いてめぐったり、お店の歴史や

その運営について知ることで、「地域とともに歩むこと」について考えていきました。 

【アンケートより】座学あり、実習あり、街散歩兼パン屋巡り等、企画の内容が

良かったです。外国のパンも改めて知識等整理して説明いただいて興味深かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フードライフデザイナーの深田和恵氏を講師に迎え、

２０１５年から始まった特別講座「オーブンいらずの

天然酵母パン」の参加者より、毎年継続学習を希望す

る声が多くあがり、今年こそは！と希望者を募ったと

ころ、16 名で自主サークルを立ち上げることとなり

ました。サークル活動は初めてという方がほとんどで

したので、サークルの名前、活動日、役割分担、会費

などをみんなで決めるために“プレ活動”という日を

設け、北区の『社会教育関係団体登録』を行い、晴れて９月より本格的に自

主サークルとして活動を始めることができました。サークルの名の通り、毎

月１回からだにやさしい酵母や麹を使った料理（「手軽に出来る」を   モ

ットーに！）を、新しい仲間たちと共に学び、元気に活動しています！ 

 

 

 

 

活動内容：料理 入会金：１，０００円  会費：３,０００円/月 

活動日時：毎月第１日曜日  午前９時～正午 

 

 

お問い合わせは、赤羽文化センター０３－３９０６－３９１１まで 

来た KITAオリパラプロジェクト・赤羽文化センター 

「実は深くて幅広い！？パンにまつわる６つの世界」 
 日 時：９月２日～１０月７日 毎週土曜 午前１０時～正午（第４回のみ午後０時３０分まで） 

参加者：27名 

各回のテーマ・講師 

第 1回：パン好きのための北欧ガイド 講師：北欧 BOOK主宰 森 百合子氏 

第 2回：奥深いドイツ・パンの世界  講師：（株）エルフェン代表 森本 智子氏 

第 3回：ユニークなアイルランドと英国のパン 講師：THE MUSIC PLANT代表 野崎 洋子氏 

第 4回：調理実習～家庭で作れるアイルランドのスープとパン～ 講師：アイリッシュパブ料理人 丸山 礼氏 

第 5回：～まち歩き～赤羽のパン屋をめぐろう！ 協力：スワンベーカリー店・赤羽中央街商店街 

第 6回：スワンベーカリーのあゆみ～障がい者とともに～ 講師：小島 靖子氏 

 

 

赤羽文化センター「からだにやさしい発酵料理の会」 
特別講座＜オーブンいらずの天然酵母パン de無添加のパンケーキ＆ナン＞（２０１７年５月開催）と 

＜手作り塩こうじ de夏を乗り切ろう！＞（２０１７年７月開催）の両講座より発足。 

「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、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、機運醸成を図っていく事業です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

今号より表紙イラストを制作していただく 

女子聖学院中学校高等学校＜イラストレーション部＞をご紹介します。 

 

11月に開催された女子聖学院記念祭に訪問し中学部長 T.Aさん、 

高校部長 Z.Eさんにお話を伺いました。（右の写真は記念祭の様子） 

『モットー＆スローガンは、「みんなで仲良く描力向上を目指す！」 

絵を早く描けるように、部活内でチームを組んで黒板を使い「絵しり 

とり」「あみだくじでテーマを決定する」などを取り入れて楽しみな 

がら技術を磨いています。「楽しくて仲良い部活でありながらも個々 

を大切にしお互いを認め合う、とてもフレンドリーな仲間です。」 

学院内での活動実績は、広報課や施設厚生部の依頼を受けてポス 

ターなどを制作しています。学院外の活動は今回が初めてです。 

よろしくお願いします。』 

 放課後の部活動も見学させていただきました。各部長さんがお話さ 

れていた通り、ひとりで静かに作画している生徒さん、仲間でわいわ 

い語りながら構想を練っているグループ。顧問の C.K先生はその活動 

を温かく見守っていらっしゃいました。まさに文化センターと同じ「仲 

間が集える場所」のように見えました。今号より１年間の予定で表紙の 

制作にご協力いただきます。みなさまぜひ表紙もお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

＜イラストレーション部＞ 

2011年 創部 

部員構成 中学 11名 

     高校 13名 

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 

女子聖学院中学校高等学校 


