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 園芸の基礎を学びながら植物を育て、飾ることで毎日の暮らしに潤いを与えることを目的に講座が開催され

ました。５回連続の講座は、「寄せ植え～簡単！観葉植物～」「アレンジ～多肉植物たち～」「寄せ植え～球根・

春の訪れ～」「リース～オシャレなクリスマス～」「寄せ植え～オリジナルハンギング～」の内容でした。講座

終了後、講師の先生の人柄や切り花とは違った園芸への興味などから継続して園芸を学びたいという方がたく

さんいらっしゃり、「フェアリー

ガーデン園芸を楽しむ会」が結

成されることとなりました。今

回はサークル結成までの２度の

話し合いの様子をお知らせしま

す。 

講座開催中から「楽しかった

講座が終了してしまうのは残念」

「毎回作品が持ち帰れ楽しかっ

た」「生活の中に花があることで

さわやかな気分になれた」など

学習の継続を望む声が出始め、最

終日の講座終了後に継続に向けての 1 回目の話し合いが行われました。そ

こでは、サークルの立ち上げと初回の活動を２月１５日に開催し、サークル

名と役員などを決定することとしました。２月１５日には１０名の方が集ま

り、お雛様をモチーフにした可愛らしい寄せ植えを作りました。終了後、２

回目の話し合いを行い、皆でサークル名、役割分担、社会教育関係団体への

登録関係の書類作

成を行い、参加し

た皆さん全員が自

主的に役割に就くなど大変スムーズな打ち合わせに

なりました。また過去に同様の講座に参加した方に

も連絡し現在１２名でのサークル結成になりました。

講師の吉野華惠先生・森山雅子先生を中心に明るく

元気で和気あいあいと、そして季節の花を楽しめる

サークル目指して活動を進めていきます。一緒に季

節に合った素敵な作品づくりに参加してくれる仲間

も募集しています。ぜひご連絡ください！！ 

 

 

 

 

活動内容：園芸 入会金：なし  会費：３,０００/月（教材費込） 

活動日時：第３水曜日  午後２時～３時３０分 

 

 お問い合わせは、中央公園文化センター０３-３９０７-５６６１（午前９～午後１０時 月曜・祝日休館）

まで 

中央公園文化センター「フェアリーガーデン園芸を楽しむ会」 
区民講座＜秋から冬へ季節を感じて！～花と緑いろいろな楽しみ方ワークショップ＞ 

（２０１６年９月～２０１７年１月開催）より発足 

▲初回の活動の様子 

▲初回に作成した作品 

▲サークル結成への話し合い 
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▲順序良く入場開始 

▲ゆきおがお出迎え 

～子どもひろばを開催しました～ 

★平成２８年度 中央公園文化センター 後期 子どもひろば 
日 時：１月２９日 日曜日 午前１０時～午後３時 

 プログラム数：２２ 

 参加ボランティア２４団体・個人 

   年に２回開催の子どもたちのための一大イベント『子どもひろ

ば』を開催しました。当日はやや曇り空でしたが天候に恵まれ、

開始前から２か所の入り口には、子どもたちが列をなしていまし

た。今回から会場入口には雪かき担当の雪だるまの「ゆきお」が

お出迎え。子どもたちは１０時になると順序良く入場を開始し、

受付を終えた子どもたちは思い思いのコーナーに散っていきまし

た。 

今回は、初めての参加や久しぶりに参加するボランティアの方々もいましたが、

どのコーナーも子どもたちで一杯。

ボランティアさんも大忙しで対応

していました。各コーナーでは子ど

もたちの笑顔と、ボランティアさん

の笑顔がはじけていました。スタン

プラリーも大盛況で、相談しながら

スタンプの場所を探していました。 

「来てくれる子どもたちに楽しん

でもらうために」、「子どもたちの笑

顔のために」、ボランティアの方々

もそんな思いを持って参加されて

いたようです。みなさんの気持ち

に応えるように今回も多くの子ど

もたちが来場してくれました。こ

れからもより多くの

子どもたちが喜んで

くれるようにボラン

ティアの皆さんと一

緒に盛り上げ

ていきたいと

思います。 

▲開場を待つ子どもたち 

▲南京玉すだれの実演 

▲スタンプラリー 

▲紙芝居 

▲iPadに触ってみよう！ 

▲似顔絵 
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障がい者スポーツ選手の日常 

11 月 6日（日）午後２時～３時３０分 

障がい者スポーツ競技者（視覚障害）陸上競技：内田勝久氏 

 

 

 

 

●来たＫＩＴＡオリパラプロジェクト特集！ 

「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」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★陸上競技（視覚障害）の内田氏による競技の練習や内容、本人や周りの生活環境などを説明してもらい、現

状の練習の在り方、他選手とのコミュニケーション状況、私生活も含めての講義となりました。 

【アンケートから】私も中学生のころから陸上をやっていたので障がい者の陸上に興味がありました。私も走

り高跳びをやっていて、ベリーロールで１ｍ６５㎝跳びました。内田さんが走高で助走５ｍ（３歩くらい）と

いうのは驚きでした。内田さんもベリーロールですね。１００ｍも伴走者とシンクロで走るのはびっくりでし

た。（両足が左右一緒）。走高跳で１ｍ４１㎝のアジア記録を出した時の話は感動しました。スタッフの大切さ

もよくわかりました。お話をすべてにわたり興味深く聞かせていただきました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パラリンピック障がい者スポーツとは？ 

１０月２３日（日）午後２時～４時 

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 

近藤和夫氏 

★障がい者スポーツの歴史や競技内容、障害の状

況によるクラス分け、リオデジャネイロで行われ

た施設の環境等の現状を写真を参考に説明してい

ただきました。【アンケートから】パラリンピック

の歴史などはなかなか知る 

機会がないので興味深く 

聞きました。「日本の選手」に 

ついても詳しく知りたいです。 

 東京都障害者総合スポーツセンター見学 

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 

藤田勝敏氏 

★センター内の各施設の案内や目的、用途の説明

をしてもらい、実際に器具にも触ったり試乗した

りして体験しました。【アンケートから】自分が住

んでいる北区にこのような施設があることは知っ

ていましたが、見学したことがなかったので、大

変良い経験ができ有意義でした。 

 競技種目体験！ボッチャにチャレンジ 

１１月１３日（日）午後２時～４時 

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 

田中光哉氏 

★ボッチャ体験を通じて歴史、ルールを学びグル

ープ分けをしてゲームを行う。ボッチャの道具の

高額なことに驚きでした。【アンケートから】ボッ

チャのボールが投げられれば２歳～１００歳まで

一緒に楽しめる「ユニバーサルスポーツ」という

特徴は、他のスポーツにはない 

とてもすばらしいところ 

だと感じました。 

 

 聴覚・視覚障がい者のスポーツ体験 

11 月 20日（日）午後２時～４時 

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 

島田一樹氏 

★聴覚、サウンドテーブルテニス・ゴールボー

ル・ブラインドサッカー（視覚）のルールを学び

ながら体験しました。【アンケートから】実際に

目隠しをして体験を実感して競技の面白さと視

覚障がいの不自由さが少しわかりました。相手を

思うコミュニケーション体験ができました。忘れ

ないでいきます。 
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学びスタート dayを開催しました 

文化センターで活動しているサークルの学習を見学・体験できる『学びスタート day』を 1 月に開催しま

した。サークルの運営についての説明もあり、多くの方がこの体験をきっかけに入会し、活動をスタートさせ

ました。開催した 30団体の中からいくつかをご紹介します。皆さんも新しい学びの仲間に加わりませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 たくさんのサークルが、見学や会員を募集しています。ご興味のある方、学びたいという方は、ぜひ滝野川

文化センターまでお問い合わせください。【☎ 03-5394-1230（午前 9 時～午後 10 時 月曜・祝日休館）】 

ゲームを通して楽しくドイツ語 

1 月１１日（水）午前１０時～正午 

挨拶の練習や、数字のゲームでドイツ語を学習しま

した。ドイツ人のゲストを迎え、本場の発音も聞き

ました。 

 

 

 

 

 

 

     －ドイツ語リーベ－       

活動日：第２・４水曜日 午前１０時３０分～正午 

入会金：2,000円 会費：5,000 円／月 

ドイツ語の基礎から上級まで楽しく学習していま

す。ゼロから学ぶ人、大歓迎です。 

 

静物画デッサンから学ぶ油絵 

１月１４日（土）午後２時～４時 

講師から油絵の心構えを聞き、デッサンに取り組み

ました。最後に会員の作品も含め、講師からの講評

がありました。 

 

 

 

 

 

 

        －滝美会－        

活動日：第１・２・３土曜日 午後１時～５時 

会費：2,000 円／月 （年会費別途） 

油絵の良さを一緒に楽しみませんか。スケッチ、展

示会やセンター祭での発表も。見学歓迎です。 

 

西洋白磁に絵付けをしよう 

1 月２２日（日）午後１時３０分～３時３０分 

講師の実演を見学して、お皿の絵付けを体験しまし

た。会員との交流を楽しみながら描いた作品は、焼

成し次の活動日にお渡ししました。 

 

 

 

 

 

 

     －ポーセリンペイント－      

活動日：第２・４日曜日 午後１時～５時 

入会金：2,000円 会費：6,000 円／月 

白磁器に絵付けをして自分だけの器に仕上げます。

器も絵柄もバリエーションが豊富。ぜひ、見学に！ 

大正琴に親しみましょう 

1 月２４日（火）午前１０時～１１時３０分 

講師や会員の指導を受け、数字譜を見ながら大正琴

に挑戦しました。会員が参加者のために練習してき

た曲を披露し、演奏を聴いて楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

     －新大正琴ひまわり会－      

活動日：第２・４火曜日 午前１０時～１１時３０分  

会費：2,500 円／月 

大きさも音色も親しみやすい楽器、大正琴。交流を

楽しみながら一緒に学習しましょう。 
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★12月～２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「北区の商店街を歩く～東十条南口・保健所通り～」 

日 時：12月 8 日 木曜 午後１時 30分～4時 計１回 参加者：18 名  

協  力：東十条南口通り商店会・保健所通り商店街・北区商店街連合会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 滝野川文化センター特別講座「北区の商店街を歩く～滝野川市場通りかいわい～」 

日 時：１月２８日 土曜 午後１時 30分～4時 計１回 参加者：18 名  

協  力： 滝野川市場通り商店街・北区商店街連合会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 中央公園文化センター特別講座「第 20回 きたくせんたー寄席」 

日 時：２月１９日 日曜 午後１時 30分～３時３０分 計１回 参加者：72名  

協  力：北区落語愛好会 

 

 

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 

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 

東十条南口に集合し、二つの商店街をクイズに

答えながら歩きました。途中、東十条 1 丁目

町会会館でガイダンスを行い、歴代の商店街会

長のみなさまに、東十条の歴史についてお話を

伺いました。各商店の方に出していただくクイ

ズを通し、商店の日常の営みに触れ、個性あふ

れる街の魅力を体験。さらに、地元ゆかりの平

井保昌の石碑を訪ね、中身の濃い街歩きとなり

ました。「2 世が活躍していて、先が明るい！

今後の発展を」との感想が寄せられました。 

板橋駅東口に集合、徒歩 5 分の滝野川市場通

りの商店街事務所でガイダンス。靴店で靴の修

理の話や青果店でミカンの食べ比べなど、楽し

みながら 8 店をご紹介しました。中には、数

か月前にオ―プンしたばかりのコーヒー店も

あり、とっておきの情報を教えていただきまし

た。参加者から、「専門店の専門情報をたくさ

ん聞くことができて良かったです！」との感想

がありました。 

三遊亭時松さん（3 月真打昇進後「ときん」）

と、柳家わさびさんにご出演いただきまし

た。間近の高座で 5 席（時松さん「王子の狐」

「家見舞」、わさびさん「亀田鵬斎」「みそ豆」「日

本の小僧」）を披露、寄書きのじゃんけんプレ

ゼントもありました。 子どもたちと一緒に

楽しまれるご家族が増え、協力団体の「北区

落語愛好会」の吉田会長より、ごあいさつと

同会のご紹介をいただきました。 
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 文化センターを飛び出して、二つの区内イベントに３センター合同で参加しました。どちらも多くの来場者

でにぎわい、たくさんの方々と触れ合うことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後もこのような機会を活かして、文化センターの外でもたくさんの方と交流したいと思います。まず文化

センター職員の顔を覚えていただき、イベント会場や偶然まちで見かけたときには、ぜひお声かけください！ 

第１３回 北区みんなで楽しむ 食育フェア  ～見て・聞いて・ふれて・味わう～ 

日時：１月２９日（日）午前１０時～午後４時  会場：赤羽会館４階 

来場者：約１，４００人  コーナー参加者：約６００人 

 楽しみながら「食」への理解や関心を深められる『食育フェア』。火おこしやかつお節削り、お箸で

豆をつかむ競争など、体験・展示コーナーが盛りだくさんでした。文化センターは生涯学習・学校地域

連携課と一緒に、食育に関する事業のパネル展示とクイズラリー『たべもの探偵団』を実施しました。

ご家族でクイズに挑戦し、みんなで問題を探しながら会場を回る姿も多く見られ、また普段は文化セン

ターで活動しているサークルの方がスタッフとして大勢参加していて、思わぬ出会いもあり、私たち職

員にとっても楽しい一日となりました。 

平成２８年度来たＫＩＴＡオリパラプロジェクト 北区オリパラ 学び合いフェスタ 

日時：２月４日（土）午前１０時～午後４時  会場：赤羽体育館 

来場者：約 600 人  コーナー参加者：約 200 人 

 ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックにむけて、一人ひとり自分たちにできることを考え

る『北区オリパラ学び合いフェスタ』が、新しくオープンした赤羽体育館で開催されました。聖火を題

材にしたワークショップやパラリンピック競技、日本文化などの体験や実演、展示がたくさんある中で、

文化センターは『輪投げにチャレンジ』を実施しました。ご家族３世代で、チームメイトやスポーツ仲

間と、ご夫婦でと、来場されたたくさんの方が「五つの色の輪」を投げました。この日講演されたマラ

ソンランナーの谷川真理さんも挑戦されました！ 



 

 

 ～「桜並木」と「学び」の散策に出かけませんか～ 
 

暖かくなり散策によい季節となりました。石神井川の遊歩道をたどってみません

か。王子駅北口すぐの音無親水公園から板橋区まで続く桜並木。少し長い道のりで

すが、寺院のたたずまいを鑑賞し、音無川と呼ばれていた昔に思いをはせ歴史のつ

ながりを感じながら、緑地のすがすがしさや桜を楽しめます。そして、途中もう少

しだけ足を延ばし、中央公園文化センターの生涯学習情報コーナーで、ぜひ一息つ

いてください。 

 

春を迎え、新しいことをはじめたくなる季節。生涯学習情報コーナーで新

たな「学び」と「仲間」を見つけませんか。文化センター内外の講座やサー

クル、趣味・教養、暮らしやボランティア、防災に地域情報など区内の多様

な情報をそろえています。 

・やりたかった趣味のサークルを探す ・区内の講座や催しの予定を知る 

・北区の名品を調べてお土産を考える ・行ったことのない商店街を知る 

・北区史で周辺の歴史をひもとく  

など、目的に合わせ、様々な情報を手に取りご覧いただけます。 

 

まだまだ発展途上の生涯学習情報コーナー。ぜひ、一度

お越しいただき、 

   「北区に、こんな面白いところがあるよ。」 

「こんな情報があればいいのに。」 

「もっとこうした方がいいな。」 

といった、ご意見・ご要望をお寄せください。みなさんと

一緒に、この生涯学習情報コーナーを作っていきたいと思

います。 

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 6 回） 

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 

北区西ケ原 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 

地下鉄南北線西ケ原駅下車 

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） 


