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今回は赤羽文化センターでは、カラオケ・水彩画・似顔絵、滝野川文化センターでは、油絵と多岐にわたる

分野で活躍し、赤羽文化センターまつりでは、ファンが出来るほどの歌唱力で来場者を魅了し、滝野川文化セ

ンター祭では、毎年ポスターのデザインを提供していただいている、佐藤光伸さん（浮間亭おぼ助氏）に 

“生きがい”について記していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ～ご隠居とおぼ助と文化センター～    佐藤 光伸 

「ご隠居さん、こんにちは」「おや、おぼ助じゃねぇか、お茶でも入れよう。ところでおめェ今度個展なん

てェのをやるんだって？」「えぇ、そうなんですよ、だから今、頭ん中その事でいっぱいよ」「おめぇもい

ろんな事やってるなァ、絵やら歌とか…」「そうなんですよ、一時は釣りも夢中になりやしてね」「うん、

わしも釣りが好きだが、おめぇは何年位やってたのかい？」「えぇ、40年位熱中してやしてね」「それが

パッタリとやらなくなったなァ」「あの頃は若かったからねェ、夜中に舟を漕いだりしてね、今じゃとても

舟なんぞ漕げねェ、その代わり今は色々やってましてね」「うん、聞いてるよ」「実はねェ定年になって、

これからは何時だって釣りが出来らァと思ってたら、その内半年位たっかなァ、何かこうボーッとして何

もやる気がなくなって来た」「そりァ“うつ”みたいなもんだなァ」「その頃は文化センターの事なんか良

く知らなかったが、ある時“楽しい油絵”とかてェのを北区ニュースかなんかで見やしてね『よしこれだ！』

と教室に通うようになり、又絵を描き始めやした。先生も良くってね、次に水彩画も、似顔絵なんかもや

るようになりやした。カラオケもその頃からかなァ」「もともとおめぇは絵が 

好きだったからなァ、子供の頃、熱を出して医者が往診に来た時も、おめぇは 

絵を描いてて、医者が驚いて『大きくなったら、いい先生を紹介してやるから 

ね』と言ってたそうだ」「えェ今は暇さえありゃ絵を描いてるねェ」「絵ばかり 

じゃねぇんだろ？」「そう他にも色々とね、音楽とか、落語とか、それに長唄や 

踊りを見るのも好きでね、自分で唄うのは“演歌”だけだけどね、コンサート 

や寄席にもよく行くんですよ」「以前、テレビにも出てたじゃねェか」「エッヘ 

ヘ、あのテレビの頃も楽しかったね、8年間やってましたよ、あれもいい経験 

だったねェ」「今じゃおめェ、老人会でも活躍してるってんじゃねェか、歌を 

唄ったり、落語やったりとか」「エッヘヘどうも」「おめぇにとっちゃァ文化 

センター様々だな」「えェ、そうなんですよ、こうやってやる気が出たのも 

“センター”からですからねェ、文化センターには足を向けて寝られねェよ」 

「うめェこと言いやがる、おめぇもそう若くはねェんだから体には気を付けてな」「えぇありがとうござい

やす」「もう帰るか？」「まだまだ言いてェ事はあるけど紙面がいっぱいでね、隠居さんも個展には必ず来

てくださいよ」「あヽ分かったよ」「ありがとうございやした」 

 

 〈佐藤光伸さんの活動〉 
昭和 14年（1939 年）北区浮間生まれの佐藤光伸さん、現在では浮間四・五丁目長寿会の会員として、

歌や落語をされているそうで、落語を演じる際の高座名「浮間亭おぼ助」としても活躍中！おぼ助とは、

子供の頃のあだ名「おぼちゃん」から付けられたそうです。 

 

《赤羽文化センターでの活動》 

・赤羽美術クラブ副会長（水彩画） 

・サークル似顔絵副会長（似顔絵） 

・ひびきの会会長（カラオケ） 

 

《滝野川文化センターでの活動》 

・画友クラブ瞳会副会長（油絵） 

佐藤光伸展 
6月 12日（月）から 

6月 18日（日）まで 

午前 11時～午後 6時 

ぎゃらりー遊 にて 

赤羽駅北改札口下車 

西口方面徒歩 2分 
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あなたの特技を活かして子どもひろばのボランティアをしてみませんか 

 

                                                      
中央公園の緑も日ごとに濃くなってまいりました。清々しい公園内をお友達とウォーキングを楽しまれては如

何でしょう。ウォーキングは身体の健康だけでなく脳の働きにも良い影響があるそうです。そこで一息、白亜

の建物(中央公園文化センター)にお立ち寄りください。リフレッシュコーナーや生涯学習情報コーナーがあり

ます。 

みなさんの新たな「学び」や「仲間」を見つけられるよう『学習情報』を中心とした講座・イベント、学習施

設案内などの情報を揃えています。 

そのほかにも、観光ガイドやウォーキングマップ、 

防災情報などの身近な地域情報や暮らしに役立つ情 

報を揃えています。北区にある様々な施設を探す、 

北区の名品を知る、興味・関心のある講座やイベント 

を探すなど、きっと知りたい情報が見つかりますよ。 

 

 
 

「文化センター子どもひろば」は、文化センターを会場に子どもたちが様々なプログラムを体験するイベント

として、平成１３年度より各センター年２回開催しています。子どもたちに豊かな文化的体験の機会を与え、

楽しい体験時間を提供してくださるボランティアのみなさんを大募集しています！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇平成２９年度 文化センター 子どもひろば 前期の開催のお知らせ◆◇ 

前期「子どもひろば」開催日程 

●６月２５日（日）赤羽文化センター       

●７月 ２日（日）中央公園文化センター 

●９月２４日（日）滝野川文化センター 

 すべて午前１０時から午後３時まで開催 

 幼児から中学生までを対象に、楽しいゲームやもの作り、伝統文

化の体験が出来るイベントです。各文化センターで年 2回開催されて

います。毎回多くの子どもたちの笑顔のためにボランティアの方々が

参加してくれています。 

今回も多くの地域で活躍しているボランティアさんの方々と皆さんを迎える準備を進めています。多くの子

どもたちに喜んでもらえるようにボランティアの方々と共に盛り上げていきたいと思います。楽しみにお待ち

ください。 

絵を描くことが得意であ

ることを活かして“おえ

かきコーナー”を企画・

運営するなど、皆さんが

日頃培ってきた技術や知

識・経験をいかして、子

どもたちの笑顔と共に楽

しく一日を過ごしていた

だきます。 

 

 

 

 

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） 
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利用団体学習会 

３月１１日（土）に開催した利用団体学習会の報告です。 

日時：３月１１日（土）午後１時３０分～４時 参加者：２８団体（２９名） 講師：公益財団法人 

                                      東京防災救急協会 

 

利用団体学習会は、文化センターで活動する団体・サークルの皆さんの学習活動をより充実したもの   

にしていくために、団体相互の交流と学び合いの機会として３部構成で開催しました。 

第 1 部：「知って得！いざという時のためにＡＥＤを使いこなそう！」 

第 2 部：「文化センターをより良く利用するために 文化センターからのお知らせ」 

第 3 部：「サークル間の交流を深めよう！“はじめまして”から広がるサークル活動よもやま話」 

 

参加された方々からは、「AED の講習は日頃気にかけてはいるものの、なかなか使うことがないので体験させ

て頂き、重要性や操作が理解できて良かった」「文化センターの予約方法を解りやすく説明して頂き理解でき

た」また「多数のグループの方から参考になる話が聞けたので、これからもサークルがうまく行くよう頑張っ

てやっていきます」との前向きな感想をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

区民講座 

「知って納得！おもしろ園芸雑学講座 

～楽しい野菜の話＆緑のカーテンでメロンに挑戦～」 
 

 

日時：４月２１、２８日（金）計２回 午後２時～３時３０分 

参加者：２０名  講師：園芸コンシェルジュ 栗原 優 氏                

 野菜の話、育て方、メロンでの緑のカーテンづくりなどを学

びました。「自己流でなくきちんと学びたかった」「実物の苗や

ネットを使っての説明は、わかりやすかった」「脇芽かき・摘

心が理解できた」「土づくり（土の復活）について勉強になっ

た」「食べられる植物を育てることは、とても楽しい」「ゴーヤ

は周囲から反対がでたがメロンにしたら OK になった」「園芸

本だけでの独学では、なかなか理解できなかったことが明確に

なり、やる気が増した」などの声が聞かれました。質疑応答の

際には、家族にも喜ばれる素敵な緑のカーテンでメロンづくり

を目指そうとする意気込みが感じられました。この夏、参加者

の皆さんの満足な笑顔を願いつつ講座を修了しました。 

＜講座使用の苗＞ 

講座を開催しました 
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利用団体学習会 

３月１２日（日）に開催した利用団体学習会の報告です。 

【第１部】前半：ミニ講演会『“魅力的なサークル案内ポスターづくり”のコツとワザ』 

        日 時   3月 12日（日）午前１０時～正午  

参加者  31名 

        講 師   ざま市民活動応援広場 理事 照山 倫広氏 

後半：グループ交流会（意見交換会） 

【第２部】文化センターからのお知らせ  

 昨年までは午後の時間帯で開催していましたが、今年度は午前１０時～正午という形で時間も少し短縮し

て開催しました。ミニ講演時は、講師の話に参加者のみなさんは真剣に耳を傾け、熱心にメモをとる様子がう

かがえました。また、後半のグループ交流会では、６～７名の６班にわかれ、各サークルで掲載しているポス

ターを持ち寄って意見を出してもらいました。どの班もポスターに関してだけではなくサークルの活動の様子

などとても活発に意見が交わされていたようで、サークル間同士の交流も深められていたように感じました。 

 

 

 

 

 

 

区民講座を開催しました 

  『身近な素材で作れる！子育て中でも大丈夫！簡単・美味しい！おうちでイタリアン』 

   日 時  ３月１９日（日）午後２時～４時 

   参加者   19名 

      講 師  フードビジネスプロデューサー 中村 直樹氏 

   実習メニュー  奇跡のトマトカプレーゼ 

ミラノ風カツレツ 

春キャベツのスパゲッティ生パスタ風 

 保育ありということで、応募者の半数以上が保育希望の方でした。また、参加者も同年代のお子さんを持つ 

世代の方が多く、すぐに打ち解けて会話も弾んでいたように思います。講師も大変愉快な方で、話しの端々で

笑いを誘っていました。とても和やかな楽しい雰囲気の中で調理作業も進められ、各班協力して行っている様

子がみえました。参加者からは「自然の味（肉、トマト）とても美味しかったです。」「安心して子供を預

けられて、久しぶりに料理に集中できた。」などの感想があり、これからもできるだけ保育付きの講座を

開催していきたいと感じました。 
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利用団体学習会 

３月５日（日）に開催した利用団体学習会の報告です。 

日時：３月５日（日） 午後１時３０分～４時  参加者：１７団体 ２６名 

講師：千葉大学教育学部教授 長澤 成次氏  助言者：日本体育大学体育学部教授 上田 幸夫氏 

 今回で３回目の利用団体学習会は、千葉大学

の長澤成次氏を講師に迎え「“学び”のかたち

は十人十色～文化センターでのサークル活動

の可能性を探る！～」をテーマに開催しました。

学習会は３部構成で、第１部が長澤氏の特別講

演、第２部が文化センターから団体活動の支援

についての説明、第３部では手づくりおでんを囲んでのグループでの

話し合いでした。 

長澤氏の特別講演を聞いて、あらためて日々の活動や「学び」の意

味を考え、“自分たちらしい活動”とは何かについてグループで話し合

いました。発表を通じて、活動を始めたきっかけや現在の状況、目標

や悩みはそれぞれ異なっていることを実感し、「もっと深く語りたい」

「悩みについて相談したい」という声がたくさん上がりました。 

 後半は、会場を移して恒例となった手づくりおでんを囲んでの交流会。昨年講師をお願いした上田幸夫氏が

駆け付け、仕上げてくださったおでんは美味しいと大好評でした。和やかな雰囲気の中、みんなのこれからの

活動について「夢」や「目標」を出しあい、桜の花の用紙に一つひとつ書き込んで木の幹の台紙に貼って掲示

しました（「みんなの活動の花を咲かせよう！」）。 

区民講座を開催しました 

  滝野川文化センターには本格的な陶芸窯があり、３つの陶芸サークルが活動しており、毎年初心者を対象

に陶芸作品づくりの講座も開催しています。今回はその講座の様子を報告します。 

区民講座 「仲間といっしょに始めよう！陶芸入門」  

日 時 ：４月６日～６月１日 各木曜 午前９時～正午 計７回 

参加者 ：２４名 講 師 ： 陶芸家 高橋 和則氏（補佐 井澤 洋子氏） 

 陶芸の基礎知識と技術の習得を目指して、湯飲み・マグカップ・花器・

平鉢の４作品を作ります。各回、最初に講師のデモンストレーションを見

学した後、各テーブルに分かれて成形を開始します。不明な点は、講師に

確認したり、同じテーブルの人に尋ねたりしながら作業を進めています。

成形作業が終わったら１週間ほど乾燥させ、８００℃で６～８時間かけて

素焼きをします。素焼きの後思い思いに下絵を描き、作品に色を付けたり

風合いを出すために釉薬を付けます（釉がけ）。釉薬を付け終わった作品は、

１２３０℃で８時間ほど本焼きをします。出来上がった作品を手に取るみ

なさんは嬉しそうです。参加者からは「想像以上に難しいです。講師のフォローがあり、どうにかついていっ

ております」「思ったより難しかったが、とても楽しく作品を作ることが出来ました」「無心に成形する楽しさ

を感じます」などの感想がよせられています。陶芸の奥深さ、面白さを感じられる講座です。 
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★３月に開催した特別講座からご紹介します★ 

 

 ● 赤羽文化センター特別講座「北区の商店街を歩く～浮間４商店会～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 赤羽文化センター特別講座「北区の名品を味わう～トキハソースでお好み焼きを作ろう！～」 

  

 

 

  

 

 

 

 

● 滝野川文化センター特別講座「北区でくらす・はたらくＶｏｌ．１地域で愛されるカフェ・オーナーに

聞く『“しあわせ”な働き方』～」 

 

 

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 3 月 17 日（金）午後 3 時～5 時 

参加者 20 名 

協 力 北区商店街連合会・浮間銀座商店会・浮間

庚申通り商店会・浮間中央商店会・浮間本町商店会 

ＪＲ浮間舟渡駅から北赤羽駅まで、浮間地区

の本町、中央、庚申通り、浮間銀座の 4つの

商店街を歩きました。途中、11 か所の店舗

に立ち寄り、お店から出題されたクイズに答

え、浮間の土地柄を学びました。「浮間、初め

て歩きました。すごく楽しかったです」「お人

柄と店の感じがとても穏やかに感じました」

などの声があり、浮間の人々を通して地域性

を学ぶことができました。 

日 時 3 月 26 日（日）午前 10 時 30 分～午後 1 時 

参加者 26 名 

講 師 トキハソース（株）代表取締役 田口 伊津子氏 

            同社品質管理 髙橋 法子氏 大橋 恵氏 

 創業 94 年になるトキハソース（株）の生ソース（非加熱酵素分

解）を使って、お好み焼きとオニオングラタンスープを作りました。

社長の田口伊津子氏より、「ウスターソースの生い立ち」、「ソースの

種類」についてお話を聞き、ウスター、とんかつ、生ソース 3 種類

の食べ比べを行いました。洋風肉じゃがも試食していただき、「ソー

スの使い方と考え方が変わりました」とたいへん好評でした。 

日 時 3 月 29 日（水）午後 7 時～9 時 

参加者 21 名 

講 師 （株）Colors of Life 代表取締役社長 及川 秋紀氏 

 地域で頑張っている 20 代～30 代の方をゲストに、若者と地

域とのつながりを作ることを目的としたトークイベントの第 1

回。赤羽で 4 店舗のカフェを経営している及川氏を招いて、「し

あわせな働き方」「やりがい」「地域との交流」などについて、語

っていただき、参加者との交流の時間をもちました。学生や商店

街の方々の参加もあり、「自分の仕事を通して、人を幸せにする」

という及川さんのメッセージを心に刻んでいました。 

次回第 2 回は 8月末の予定です。乞うご期待！ 



 

 東京都北区では四季を通じて多くのイベントが開催されております。ここでは、北区で開催されているイベ

ントや祭りを随時紹介します。 

赤羽馬鹿祭り 

 赤羽馬鹿祭りは、赤羽で毎年４月に開催されるお祭りです。１９５６年に地元の商店主が集まり、４月のエ

イプリルフールにちなんで開催したのが始まりで、初期は参加商店主が

何かに扮装していました。毎回ＪＲ赤羽駅周辺の数会場で行われ、音楽

ライブやダンスなどのステージ、フリーマーケットが行われます。今年

で６２回目となり、４月２９日（土）・３０日（日）に開催されました。 

 本祭の最後を飾る大規模なパレードは圧巻で、赤羽の春の風物詩です。

音楽隊を先頭に、バカロック踊りと仮装隊、江戸みこしが東口前通りを

練り歩く壮大なパレードです。今年も多くの見物客で赤羽駅周辺は大混雑となりました。今年はそのパレード

に中央公園文化センターと赤羽文化センターで活動している「琉球舞踊」の皆さんも参加されました。 

（「琉球舞踊」の皆さんの活動については 赤羽文化センター    ０３－３９０６－３９１１  

中央公園文化センター  ０３－３９０７－５６６１まで） 

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  03-3907-5661 

F A X  03-3907-5666 

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  03-3906-3911 

F A X  03-3906-3915 

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 

北区西ヶ原 1-23-3（滝野川会館内） 

T E L  03-5394-1230 

F A X  03-5394-1231 

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 



 

 

 

 

 

 

 
〒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 

講座名 
対象 

★定員（抽選） 
日程 費用 

申込期間 

【必着】 
申込方法 

(1 回講座)区民講座 

『知って良かった！子どもの応急手当 
の実践』（保育あり） 

区内在住・在勤・在学の方 
★定員 20 名 

7/8(土) 

14:00～16:00 
無料 

6/10(土) 

～6/24(土) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

※1 歳半～未就学児の保育あり。保育希望の方はお子さんの名前と年齢もご記入ください。（保険料 10 円） 

(1 回講座)特別講座 
『歌声喫茶～懐かしの歌を歌おう 

（第 38 回）～夏の歌～』 

区内在住・在勤・在学の方 
★定員 100 名 

7/15(土) 
14:00～16:30 

820 円 
(飲物付) 

6/10(土) 
～7/4(火) 

往復はがき 
(1 通で 2 名

まで可) 

(1 回講座)特別講座 

『第 21 回きたくせんたー寄席 
～古今亭志ん八・古今亭ちよりん～』 

区内在住・在勤・在学の方 
★定員 50 名 

7/23(日) 
13:30～15:30 

大人 800 円 

小・中・高生 
500 円 

6/10(土) 
～7/11(火) 

はがき・FAX 
電話・窓口 

(6 回講座)区民講座 

『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』 

区内在住・在勤・在学の方 
★定員 20 名 

9/2・16・30、10/7 
・21、11/4 各土曜 
 10:00～12:00 

※10/7 は 14:30 まで 

100 円程度 

(教材費・ 
保険料) 

8/1(火) 
～8/19(土) 

往復はがき 

 

 

 

 
〒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 

★みんなのパソコンひろば申込ホームページ URL: http://www.kita-bunka.com/ 

講座名 
対象 

★定員（抽選） 
日程 費用 

申込期間 

【必着】 
申込方法 

(各 1 回講座)PC 特別講座 
『みんなのパソコンひろば 
①7 月 ②8 月 』 

区内在住・在勤・在学の Windows
の基本操作と文字入力のできる方 
★定員 各 16 名 

①7/5(水) ②8/2(水) 
いすれも 
18:30～20:30 

1,540 円 
①6/23(金) 
②7/1(土) 
～7/24(月) 

往復はがき 

ホームページ 

(6 回講座)区民協働講座 
『北区を紹介しよう！ 

～簡単中国語講座～』 

区内在住・在勤・在学で中国語の
発音記号（ピンイン）が読める方 
★定員 20 名 

7/2 、 8/6 、 9/3 、
10/1、11/5、 

12/10 各日曜 
10:00 ～12:00 

無料 ～6/23(金) 
はがき・FAX 

電話・窓口 

(4 回講座)PC 特別講座Ⅲ期 

『仕事に活かせるPower Point2013
（初級・中級編）』 

区内在住・在勤・在学の Windows
の基本操作と文字入力のできる方
★定員 16 名 

7/6～7/27 毎週木曜 
18:30～20:30 

6,170 円 
6/1(木) 

～6/27(火) 
往復はがき 

(1 回講座)特別講座 

『手づくり塩こうじ de 
梅雨を乗り切ろう！』 

どなたでも 
★定員 24 名 

7/9(日) 
10:00～12:00 

2,400 円 
(材料費・保
険料・お土産

代を含む) 

6/1(木) 
～6/28(水) 

はがき 
FAX・窓口 

(1 回講座)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～』 

区内在住・在勤・在学の中学生以
上の方～ 
★定員 14 名 

8/8(火) 
9:30～12:00 

500 円程度 
(材料費・ 

保険料) 

7/1(土) 
～7/31(月) 

はがき・FAX 
電話・窓口 

(3 回講座)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』 

どなたでも 
★定員 35 名（申込順） 

8/21～9/4 毎週月曜 
14:00～15:30 

8,000 円 
6/10(土) 
～7/6(木) 

電話・窓口 

※費用は、歌舞伎座観劇 3 階 B 席料金を含みます。ご希望により 3A 席・2 等席への変更も可能です。 

※お申込みは、定員になり次第終了します。申込まれた方は、7/6(木)までに費用を納入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<詳しい情報は>  

http://www.kita-bunka.com/ 
文化センターホームページより 

ご確認ください。 

右にあるＱＲコードより、携帯 

電話やスマートフォンでもご覧 

いただけます。 
※募集開始前の講座の情報は掲載しておりませんのでご了

承ください。 

 

 

 

 

■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・文化センターホームページをご覧になるか、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。 

＜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 



 

 
〒114-0024 北区西ヶ原 1-23-3 ℡ 5394-1230 FAX 5394-1231 ［開館時間］9:00～22 :00 ［休 館 日］月曜・祝日 

講座名 
対象 

★定員（抽選） 
日程 費用 

申込期間 

【必着】 
申込方法 

(5 回講座)区民協働講座 
『籐編みに親しむ 

～楽しく作ろう！皿・カゴ・バッグ～』 

区内在住・在勤・在学の方 
★定員 各 20 名 

6/30～7/28 毎週 
金曜 13:30～16:00 

3,850 円 
(教材費・ 

保険料) 

～6/13(火) 
はがき 

FAX・窓口 

(5 回講座)来た KITA ｵﾘﾊﾟﾗﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
『「外国人おもてなし 

語学ボランティア」育成講座』 

区内在住・在勤・在学の 15 歳以
上の方（中学生を除く） 
★定員 20 名 

7/1～7/29 毎週土曜 
10:00 ～12:00 

※7/1 のみ 
9:00～12:30 

無料 ～6/9(金) 往復はがき 

※原則として初めて本講座に参加し、全回出席できる方が対象です。 

※性別、職業、ローマ字氏名、E メールアドレスもご記入ください。 

(6 回講座)PC 特別講座Ⅳ期 

『仕事に活かせるパソコン（初級）』 
区内在住・在勤・在学方 
★定員 12 名 

9/5～10/10 
毎週火曜 
19:00～20:45 

9,250 円 
8/1(火) 

～８/25(金) 
往復はがき 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

文化センターでは、夏休み期間中にも様々な講座の開催を予定しています。詳しくは北区ニュース 

をご覧になるか、文化センターホームページをご覧ください。 

 

★夏休み期間中に次のテーマの講座を予定しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★文化センター子どもひろば★ 
 

ものづくりやゲーム、クイズやお絵かきなど、みんなが

楽しくなる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、楽しいプログラムを用意してみ

んなを待っているよ♪ 
 

■赤羽文化センター 

 6 月 25 日（日）午前 10 時～午後 3 時 

 【場】〒115-0055 赤羽西 1-6-1-301 

 【問】☎03-3906-3911 FAX03-3906-3915 
 

■中央公園文化センター（月曜・祝日休館） 

 7 月 2 日（日）午前 10 時～午後 3 時 

 【場】〒114-0033 十条台 1-2-1 

 【問】☎03-3907-5661 FAX03-3907-5666 

赤羽文化センター区民協働講座 

今日から君もプログラマー！ 
～JavaScript プログラミングでホームページをつくろう～ 

 

写真や絵を使ったり、動きを付けたりしながらオリジナ

ルのホームページをつくろう！ 
 

●対象 小学 4 年生～中学生（全回参加できる方） 

●日時 7/23～8/6 毎週日曜 14:00～16:00 

●講師 プログラミング教育研究所 

●定員 16 名（抽選） 

●費用 無料 

●申込 はがき・FAX（記入例参照。学校名・学年・ 

保護者の緊急連絡先も記入）、電話・窓口 

●申込期間 6/20(火)～7/13(木) 
 

赤羽文化センターにお申込みください 

 

＊親子で学ぶ星と宇宙 
 

＊東大生と科学実験 
 

＊オカリナに絵を描いて楽しい曲 

 を吹いてみよう 
 

＊読書感想文 
 

＊自衛隊駐屯地見学 
 

＊お札の歴史と工場見学 
 

＊漢字博士になろう 

中央公園文化センター 
 

＊夏休み子ども絵画教室 
 

＊あかばね理科実験教室 
 

＊わたしのまちの宣伝部 
 

＊チョウの標本づくり体験 
 

＊手話を学ぼう 
 

＊MY 弁当をつくろう 

(中学生対象) 

赤羽文化センター 
 

＊ジュニア陶芸 
 

＊親子で学ぶ“がん”と“いのち” 

の話 
 

＊コロコロ装置づくり 
 

＊楽器づくりワークショップ 
 

ほか 

滝野川文化センター 


