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今回は滝野川文化センターで、陶芸、安来節のサークルで長年活動し、数年前まで利用団体連絡協議会会長も務め

ていた加賀勇造さんに「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～    加賀
か が

 勇造
ゆうぞう

 

会社勤めをしていて定年が近づいた頃、先輩方の話などを参考に現役時代に退職後の自身のあり方、過

ごし方を考えるようになりました。シルバー人材センターに登録されている方の話を聞いたりしたが、現

役時の肩書きの癖で同じ仲間を仕切りたがる人がいる話を聞き嫌になりました。 

近所の人に滝野川文化センターで開催している陶芸講座や、７０前後のサークル活動があることを教え

ていただきました。それが陶芸サークルとの初の出会い。作陶作りの過程に強く興味を持ち、仕上がりを

想像し、他の人の作陶を見たりしても飽きませんでした。いつの間にか作品作りより当時４０人の教室で

高齢者、障害を持った会員も多く、全体像を把握しながら、教室への一番入りに始まり、準備、段取り、

作品の運搬など雑用めいた事が自身の性に合ってなんとなく主になりました。１０数年経つも１年に１～

２個と満足のいく作品はいまだありません。「夢
む

陶
とう

クラブ」の発足からつい数年前まで会長を務め、センタ

ー祭や子どもひろばでのボランティア活動に積極的に参加。そこでも会場作りや運営などの環境を整える

事に力を注いできました。 

幼少の頃より民謡など郷土芸能に慣れ親しんでいましたが、なぜか中国地方の「安来節」に強く興味を

持ち、カラオケで行く馴染みの店のママさんに話したところ、たまたま活動している保存会グループを紹

介してくれ、即入門。衣装道具を購入、夢中で稽古に励み年１回の昇格審査会で９段階のテストを経て師

範に昇格させて頂き、祭り・舞台・デイサービスなどで唄や踊りを披露、ボランティア活動をしてきまし

た。センター祭には実演団体として特別出演もさせて頂きました。安来節保存会関東支部道場が浅草雷門

近くにあり、長年に亘り「木馬亭」にて公演活動、また浅草公会堂で演目「どじょう掬い踊り」を披露、

赤羽馬鹿祭りや北区区民祭りで赤羽会館講堂にて１０年間連続出演させて頂き大盛況でした。さらに四国

徳島地方の「阿波踊り」の本場からの出身者で構成されたベテラン蓮に入会させて頂き、厳しい練習で夏

場は外でのお祭り、秋から春にかけては都内のホテルで企業や団体の多くのイベントに参加しています。 

５年程前にがんで胃と胆のうを全摘。当時人生これまでと思い、全てのサークル活動の責任者を辞退し、

暫らくマイペースの生活を送る覚悟を決めた直後に、町会自治会よりシニアクラブ会長の不幸に伴い急遽

後任を引き受けてほしい旨話が有り、状況判断の末快く引き受けました。いざなかに入ると知らない方が

多く、ほとんど顔も見たことのない人達ばかりで戸惑いもありましたが、逆に新鮮な気分で活動させても

らっています。町会の行事では「カラオケ」「麻雀」を持ちつつ、祭りなどの行事で交流する内、少し町内

が分かるようになってきました。また、妻と以前住んでいた文 

京区の敷地３千坪の、あるお寺の奉仕活動をしています。樹齢 

７０年の桜が７本あり、落葉・山道の清掃、花壇の手入れなど 

を買って出たことが始まりで、ボランティアで４０年も続き僧 

侶の知人も多く、何より外の仕事が健康によく、檀家さんの応 

援もあり今でも続けさせて頂いています。 

これまで楽しい人生を過ごさせて頂きました。これからも人 

との出会いを大切に相手の身になった対処に心がけ争い事を好 

まず、欲得なく成る様にしかならず、置かれた立ち位置で懸命 

に努力したい。どこへ行っても地蔵さんに出会ったら世界平和を祈り合掌！！ 

 

 

 

 

 

 

 

〈加賀勇造さんの経歴〉 
１９３８年７月１日 秋田県横手市（米どころ、民謡の宝庫、田園地帯）の生まれ 

上京後、文京区・台東区周辺に居住。北区中里に家を構えて暮らすようになって４０年近く経つ。 
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★☆★３月～５月に開催した講座からご紹介します★☆★ 

区民講座 「姿勢の専門家から学ぶ ～すこやかな心を育む子どもの姿勢～」（保育付き） 

日 時：3月 10日（土） 午前 10時 30分～正午  参加者：16名 

講 師：姿勢科学士 道野 恵美子氏 

姿勢が心身に与える影響や、年齢に応じた良い姿勢の作り方など実践を交えながら学びました。先生に代表

してチェックして頂いた 2 名の方の体の不調は姿勢によって生じていることに気づかされ、正しい姿勢を保

つ意識を高める機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

区民協働講座 「格闘技系フィットネス＆エクササイズでストレス解消・脂肪ノックダウン！」 

日 時：5月 15日～7月 3日 毎週火曜日 計 8回 午前 10時 30分～11時 30分 参加者：28名 

講 師：上屋敷 昌子氏【協力団体：ファイティング】 

 3回目までが終了。初回はパンチ、2回目からはキックの仕方と初めての動きに悪戦苦闘する参加者も・・・ 

しかし、講師の軽妙なしゃべり方と笑顔あふれる指導で、和やかな雰囲気の中での開催になっています。リズ 

ミカルな音楽に合わせて 1時間、大粒の汗を流しながら楽しく練習しています。あと 5回結果が楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★☆★作品展示会のご紹介★☆★ 

北区の社会教育関係団体に登録している団体による、作品展示会の様子やこれからの予定をご紹介します。 

 

北区水彩画会作品展《参加団体：北区水彩画会》 

開催日時：5月 1日（火）～5月 30日（水） 

中央公園文化センター内、1階と 2階のギャラリーにて 

講師による作品のアドバイス 

を実施していました。 

《活動日》第 1・3日曜日 

午後 1時～5時  

《内容》個性を尊重し、絵を描 

くことを楽しむサークルです♪ 

≪参加者の感想より≫「科学の視点からのお話、とても分かりやす

く、勉強になりました。」「悪い姿勢に関わる問題（肩こり、歯並び、

口呼吸、頭痛、胃腸症状、腰痛）が自分にあてはまりすぎていてド

キッとしました。猫背が気になり、口をポカンと開けていることが

あるので、できることから親子でやってみたいです。」 

 

☆今後の予定☆ 

フォト集団写励人作品展 

《参加団体：フォト集団写励人》 

1階ギャラリーにて 

5月 31日（木）～8月 5日（日） 

秀雪会展（篆刻）《参加団体：秀雪会》 

2階ギャラリー（東側）にて 

 6月 10日（日）～7月 8日（日） 

★期間内は、常時展示しておりますの

で、お気軽にお越しください。 
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★☆★赤羽文化ひろば特集★☆★ 

赤羽文化ひろばとは、学習活動の成果を発表するイベントです。 

赤羽文化センターを利用している学習グループごとに開催する発表会で、毎年多くの団体が参加しています。例えば、水彩

画や写真などの作品展示会、大正琴や太極拳などの実演発表会、お茶席や浴衣の着付けなどの実技披露など、催しは多

様です。グループにとっては、その年の集大成を表現できる場であり、近隣の方は、文化に気軽に触れられる機会でもありま

す。平成２９年度は、３８団体２９プログラムが開催されました。 

今回は、3月に行われた、発表の様子を一部ご紹介します。 

【琉舞の輪】 

日 時：3月 11日（日） 午後 1時 30分～3時 30分 

来場者：78名 

参加団体：琉舞友の会みやび・琉球舞踊かりゆし会・琉球舞踊かりゆし会浜ゆう 

琉球舞踊の古典舞踊や創作舞踊などの発表でした。普段は、観客にはお見せしない、 

裏方作業の紹介もする演出。華麗な衣装をどのように着付けるのか？ 

髪の結い方にはどのような形があるのか？ など、琉球舞踊の表舞台と                  

裏舞台を同時並行で観ることができました。 

「全てのことに挑戦した舞台でした。」とは、参加した会の方のコメント。 

今回の発表の成果を、これからの学習活動につなげ、活かしていこうと 

考えていらっしゃる熱意を感じました。 
 

【絵手紙・だるまの会二十周年展】 

日 時：3月 13日（火）～19日（月） 午前 10時～午後 4時 

来場者：488名 

参加団体：絵手紙花の会（だるまの会）  

会の発足二十周年を記念した絵手紙の展示会。手作りのぬくもりのあ

る、可愛らしい作品がたくさん飾られ、来館された方々は、そのあたた

かい雰囲気を楽しみながら、ゆっくりとひとつひとつの絵手紙を味わっ

ていらしたようです。来年も展示してほしいという感想もあり、絵手紙

の良さを伝えることができたように感じられました。   

 

★☆★赤羽文化ひろば 平成 30年度 7月～9月プログラムのご案内★☆★ 

【ミニ・コンサート＆みんなでうたう会】 

日 時：7月 14日（土）午後 2時～4時 

（開場：午後 1時 30分） 

参加団体：東京紫金草合唱団 

 

【夏休み子ども絵画教室作品展】 

日 時：7月 28日（土）～8月 3日（金） 

午前 9時～午後 9時 

※夏休み子ども講座「夏休み子ども絵画教室」に参

加してくれた子どもたちの作品展です。 

 

【自然写真展】 

日 時：8月 26日（日）～9月 1日（土） 

    午前 10時～午後 5時 

参加団体：北区自然写真クラブ 

 

【第 16 回感動スピーチ発表会】 

日 時：9月 29日（土） 

午後 1時～4時 30分（開場：正午） 

参加団体：話し方さくらの会、赤羽スピーチクラブ 

     話し方すずらん会 

着付けの様子 

琉球舞踊の舞 

 

だるまさん大集合！ 
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★☆★３月～５月に開催した講座からご紹介します★☆★ 

中学生講座『ＭＹ弁当をつくろう！～パンから作る見た目も美味しい『スペシャル☆ランチＢＯＸ』～』 
日 時：3月 29日（木） 午前 10時 30分～午後 2時   参加者：13名 

講 師：フードライフデザイナー・ラッピングインストラクター 深田 和恵氏 

  北区家庭学習力向上アクション

プランの一環として、区内の中学

生を対象にお弁当を中心とした調

理実習を通して料理に興味を持つ

とともに、自らの力でバランスの

良い食事を考える力と調理技術を

養うことを目的に開催しました。 

同じグループペアになった人と自己

紹介をした後、先生のお手本をもとに、

グループで協力してフライパンで焼け

るかぼちゃマフィンをつくりました。で

きあがったマフィンにゆで卵や野菜な

ど好きな具材をはさんでオリジナルサ

ンドイッチにし、思い思いのラッピングをして個性あふれるランチ

BOXが完成しました。講師からは食品の安全や栄養バランスのお話もあり、満腹・満足の講座になりました。 

≪参加者の感想より≫ 

・難しいかな～と思いましたが、グループのみなさんと協力してつくれたので楽しかったです。そしてすご

くおいしかったです。参加して良かったです。 

・今日はありがとうございました。周囲の人と協力し楽しく、おいしいランチ BOX をつくることができま

した。今後、中学のお弁当は今日学んだように、可愛くつくりたいです！！ 

区民講座『仲間といっしょに始めよう！陶芸入門』 
日 時：5月 10日～7月 5日 各木曜日  計 7回 午前 9時～正午   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作品をつくります。各回、最初に講師のデモンストレーションを見学

した後、4人 1組で作業台に分かれて、各自講師の手順を思い出しながら成

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。作業を開始して 2時間半ほどで成形作業

が終わります。このまま 1週間ほど乾燥させた後、文化センターにある陶芸

窯で 800℃の温度で 6～8時間かけて焼きます（素焼き）。素焼きの後思い

思いに下絵を描き、釉薬を付けます（釉がけ）。釉薬の組み合わせ方やつけ

る時間、厚みによって仕上がりが変わります。釉薬をつけ終わった作品は、

もう一度 1230℃の温度で 8時間ほど焼きます（本焼き）。まだ講座は始ま

ったばかりですが、皆さん粘土の成形作業に悪戦苦闘しながら、講師陣のフ

ォローを受けて真剣に取り組んでいます。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～５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「北区でくらす・はたらく vol.３ 滝野川からアートを発信！ 

～アール・ブリュットっておもしろい～」  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

赤羽文化センター特別講座「北区の商店街を歩く～桐ヶ丘商業協同組合～」 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

中央公園文化センター特別講座「歌声喫茶４２回」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11日（日） 午前 10時～正午  参加者：17名 

ゲスト：Jギャラリー＆カフェ 竹居美佳さんとご家族 

 滝野川 6丁目で、アール・ブリュット作品を展示・販売する「Jギャラリー＆カ

フェ」の竹居美佳さんご一家から、ギャラリーを開設する経緯や運営の趣旨につい

て、自閉症と知的障害を持つ次男の晄くん（12歳）が次々に作品を描く中でお話い

ただきました。会場にアール・ブリュット作品を展示し、お話を聞きながら、アー

トに触れる時間を楽しみました。※講座の募集期間に、滝野川文化センターの展示コーナーで「Jギ

ャラリー＆カフェ」所蔵のアール・ブリュット作品展を行いました。アール・ブリュットとは、フランス語で

「生のままの芸術」の意味で、美術教育を受けてない人々による、何ものにもとらわれない芸術のことです。 

日 時：3月 16日（金）午後 1時 30分～4時   参加者：20名 

協 力：桐ヶ丘商業協同組合・北区商店街連合会 

 昭和の趣が残る桐ヶ丘商業協同組合。その界隈の 9店舗に立ち寄り、近くの善徳寺も訪ねました。元お

蕎麦屋さんのスペースを活用したサロンあかしやでガイダンスを行い、長濱文具店、高瀬うどん店、バラ

エティグッズふくしま、吉津屋米店、三益酒店など、個性豊かなお店のクイズに答えながら回りました。

商店街の理事長 高瀬正治氏、副理事長 長濱光吉氏、善徳寺では、住職の大谷豊彦氏に地域の歴史をお

話いただき、桐ヶ丘商店街の戦後の歩みを理解することができました。 

日 時：5月 19日（土）午後 2時～4時 30分 参加者：108名 

講 師：山本祥二氏 峰崎松根氏 戸澤千夏氏 

10 年目を迎えた中央公園文化センターの「歌声喫茶」。ピアノと

ギターの生演奏で歌えるので、毎回多数の応募があり思い出の歌を

楽しめる講座です。今年度は新たな企画として、「U友コラボ」と題

し、歌や楽器のサークル団体と数曲合唱するコーナーを設けました。

初回は、歌声喫茶から誕生したサークル「そよかぜ」のメンバー20

名が参加。日頃のサークル活動もアピールしました。 

もう一つの新企画「トゥデイズ・チャレンジ・ソング」のコーナー

は、少し難しい歌にチャレンジするコーナーで、中島みゆきさんの

「糸」を歌い、好評でした。 

お竹さんのお墓 三益酒店 高瀬うどん店 商店街のゲート 

手話で歌う

「小さな世

界」 

「そよかぜ」

さんと「エー

デルワイス」

を合唱！ 
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滝野川文化センターの斜向かいにある国指定名勝「旧古河庭園」が、大正８年に作庭・完成してから今年で１００年の

節目を迎えます。これを機に、２０１８年４月から１２月の間、旧古河庭園を中心に王子駅から田端駅間の各施設で当時

の時代背景・文化・芸術などを広く体験するイベントを開催します。滝野川文化センターでも記念事業を行いました。その

様子を紹介します。 

『旧古河庭園１００年記念事業 大正時代の食文化体験～ハイカラ・カレー料理と伝統・滝野川ごぼう

料理～（調理実習）』 

日 時：５月１９日、６月２日  各土曜日  計２回  午前１０時３０分～午後２時  参加者：２４名 

講 師：カレーマイスター協会認定講師 田口 美智子氏 

             料理研究家 田口 道子氏 

第１回は、旧古河庭園が創建された大正

時代に日本に定着したカレー料理を取り上

げ、焼きカレーパンとカレーマフィンを作り、

カレーの歴史とスパイス調合実習をしまし

た。 

第２回は、歴史ある「滝野川ごぼう」を使

った和食（雷汁・叩きごぼう白胡麻酢・牛肉牛蒡巻・花びら餅）を作

って味わい、滝野川ごぼうとごぼうの効果についてお話を聞き、食の

歴史と文化を学びました。 

≪参加者の感想より≫ 

・手軽にカレーパンを作ることが出来、出来

立ても味わえてとても美味しかったです。 

・スパイスの効能について聞けて良かったで

す。 

・ごぼうのフルコース。丁寧に作ったので、丁寧な手作りの味がしま

した。 

・副菜であまりメインになることのないごぼうの様々なレシピ。先生

の豊富な知識をわかりやすく教えていただけたこと、とてもよかったです。 

 

『旧古河庭園１００年記念事業 春の旧古河庭園を描く』 

日 時：５月２６日（土）～６月２８日（木）  

場 所：滝野川文化センター ２階ホワイエ・展示スペース 

 滝野川文化センターを利用している団体（画友クラブ「瞳」

会）の皆さんが春の旧古河庭園を描いた油彩画作品を展示

しました。滝野川文化センターを利用している方々だけで

なく、旧古河庭園を見学し

た帰りに寄られた方もお

り、多くの方に見てもらい

ました。また、１０月から

１１月（予定）には秋の旧

古河庭園を描いた絵を展

示する予定です。  



 

 

★☆★赤羽文化センター抽選受付日の使用申請受付が一部変更になりました★☆★ 

 赤羽文化センターでは、平成 30 年 6 月 1 日（金）より施設使用申請受付方法の一部を変更しました。第

３学習室、和洋裁室、美術室をその施設本来の使用目的以外での使用および複数コマの使用について、「全て

の抽選受付終了後からの受付」になりました。施設の使用申請をされる際はご注意ください。 

【変更点】 

1. 専門室（第３学習室、和洋裁室、美術室）の使用申請 

第３学習室はパソコン学習、和洋裁室は裁縫や手芸など、美術室は絵画や彫刻など、それぞれの本来の 

使用目的以外の受付について：例 美術室でのダンス練習 

従来 

 

変更後 

使用申請受付開始日の 

翌日から申請可能 

使用申請受付開始日の 

抽選受付終了後から申請可能 

 

2. 複数コマの使用申請 

連続したコマ（午前・午後、午後・夜間など）の予約や、同じ時間帯に複数の部屋を使用する場合の受付

について：例 和室 Aを午前・午後で使用したい→午前を予約し、抽選受付終了後に午後を予約する。 

従来 

 

変更後 

使用申請受付開始日の 

翌日から申請可能 

使用申請受付開始日の 

抽選受付終了後から申請可能 

 

※使用申請受付開始日とは、抽選受付が行われる日です。 

ご不明な点につきましては、赤羽文化センター受付窓口にお問い合わせください。 

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 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 

〒114-8534 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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～イン

ターネットの便利な活用法～ 

区内在住・在勤・在学の
方 ★定員 16 名  

8/1(水) 
18:30～20:30 

1,620 円 
7/1(日) 

～7/23(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 私のまち
の留学生と国際交流～留学生と

美味しいおにぎりをつくろう～ 

区内在住・在勤・在学の 
中学生以上の方 
★定員 20 名 

8/7(火) 
10:00～12:30 

 

500 円程度 
（材料費・ 

保険料） 

7/1(日) 
～7/30(月) 

電話・窓口 
はがき・FAX 

赤羽 
文化センター 

(1 回講座)特別講座 親子料理
教室～手作りめんつゆでトッピン

グそうめんをつるつるっ！～ 

3 歳～小学2 年生のお子
さんと保護者 

★定員 親子 16 組 

8/26(日) 
10:30～13:30 

2,400 円 
(親子1組分) 

7/10(火) 
～8/8(水) 

はがき 
FAX・窓口 

赤羽 
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 

(4 回講座)区民講座 オペラをもっ

と楽しもう！～初期バロックオペラの傑

作モンテヴェルディ《ウリッセの帰還》～ 

区内在住・在勤・在学の
方 ★定員 50 名 

9/1～9/22 

毎週土曜 
14:00～16:00 

無料 
7/20(金) 

～8/23(木) 
往復はがき 

赤羽 
文化センター 

(5 回講座)PC 特別講座Ⅳ期  

仕事に活かせるパソコン 
区内在住・在勤・在学の
方 ★定員 14 名 

9/4～10/2 
毎週火曜 
19:00～20:45 

8,100 円 
(受講料・テキ

スト代含む) 

8/1(水) 

～8/22(水) 

はがき 

FAX・窓口 

滝野川 

文化センター 

(1 回講座)PC 特別講座  
みんなのパソコンひろば 
～Power Point2013 で旅行

のしおり作成～ 

区内在住・在勤・在学の
方 ★定員 16 名  

9/5(水) 
18:30～20:30 

1,620 円 
8/1(水) 

～8/23(木) 

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 
つくって食べよう！ 

かんたん手打ちうどん 

区内在住・在勤・在学の
方 ★定員 12 名 

9/6(木) 
10:30～14:00 

４00 円 
（材料費・ 

保険料） 

8/1(水) 
～8/2１(火) 

往復はがき 
滝野川 

文化センター 

(6 回講座)区民協働講座 
初心者のための絵画教室～デ

ッサンから淡彩・水彩まで～ 

区内在住・在勤・在学の
方 ★定員 20 名 

9/8～10/20(9/29

を除く)毎週土曜 

9:30～11:30 

無料 
7/20(金) 

～8/25(土) 
はがき 

FAX・窓口 
滝野川 

文化センター 

(4 回講座)区民協働講座 
パソコンをもっと使いこなそ

う！ 

区内在住・在勤・在学の
方 ★定員 10 名 

9/13・27、
10/11・25 各木

曜 9:30～11:30 

無料 
8/1(水) 

～8/28(火) 
往復はがき 

滝野川 
文化センター 

(3 回講座)区民協働講座 
季節を楽しむ寄せ植え 

区内在住・在勤・在学の
方 ★定員 15 名 

9/19、10/17、
11/21 各水曜 

14:00～15:30 

4,000 円程度 

（材料費） 

8/1(水) 
～8/31(金) 

電話・窓口 
はがき・FAX 

中央公園 
文化センター 

(2 回講座)区民講座 秋から冬
を楽しむためのプランター園
芸～土づくりから野菜・花～ 

区内在住・在勤・在学の
方 ★定員 20 名 

9/21・28 
各金曜 
14:00～15:30 

無料 
8/10(金) 

～9/11(火) 

電話・窓口 

はがき・FAX 

中央公園 

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。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

▽［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 
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） 

℡ 03-5394-1230 FAX 03-5394-1231 

［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 

℡ 03-3906-3911 FAX 03-3906-3915 

［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 

℡ 03-3907-5661   FAX 03-3907-5666 

［開館時間］9:00～22 :00 ［休 館 日］月曜・祝日 

 



 

 

 

問
合
せ 

申
込
先 

コ
ー
ス 

講座名 
対象（区内在住・在

学）・★定員（抽選） 
日程 

費用 
(教材費) 

申込期間 

【必着】 

備考 

（内容・特記事項等） 

中
央
公
園
文
化
セ
ン
タ
ー 

Ｃ-

１ 

革にふれてみよう！作ってみよう！ 

革のオリジナルペン立て 

小学 3～6 年生 

★定員 20 名 

7/25(水)・26(木) 

9:30～12:00 

1,000 円 

（教材費） 

7/1(日) 

～7/13(金) 

革を折り曲げたりねじったり、

好きな色に染めて自分だけの

ペン立てをつくろう！ 

Ｃ-

２ 

はじめてのけいざい 

～会社ってなに？会社はなにをする

ところかな？～ 

小学 3・4 年生※2 回目

は保護者同伴。保護者 1

名につき子ども 2 名ま

で。1 回目の見学可。 

★定員 20 組 

7/27(金) 

10:00～11:30 

7/31(火) 

10:00～12:00 

無料 
7/1(日) 

～7/17(火) 

お店や会社にはどんな役割が

あるのかな？わかりやすいお

話と東京証券取引所等の見学

(31 日)で楽しく学ぼう！ 

Ｃ-

３ 

3D スペースツアーへ出発！ 

親子で学ぶ星と宇宙 

～夏の星座と天の川～ 

小学生と保護者(保護者

1 名につき子ども 2 名

まで) 

★定員 30 組 

7/29(日) 

14:00～15:15 

1 名 200 円 

(教材費) 

7/1(日) 

～7/18(水) 

夏の星座や天の川について 

、迫力のある 3D 映像とわかり

やすいお話を聞いて、親子で楽

しく学びます。 

Ｃ-

４ 

親子で見よう！学ぼう！ 

自衛隊十条駐屯地 

小学生と保護者 

(2 名 1 組) 

★定員 15 組 

8/3(金) 

10:00～13:30 

1 組 766 円 

(昼食代を 

含む) 

7/1(日) 

～7/14(土) 

自衛隊十条駐屯地の施設見学

を通して、自衛隊の役割や隊員

の仕事について学びます。 

（駐屯地内での食事付き） 

Ｃ-

５ 

東大生と科学実験！「水」のふしぎ

を探ろう！（1・2 年生コース） 

小学 1・2 年生 

※保護者の見学可 

★定員 30 名 

8/24(金) 

13:00～14:10 

300 円程度 

(教材費) 

7/1(日) 

～7/19(木) 私たちの身近にある「水」には

どんな「ふしぎ」が隠されてい

るのかな？わかりやすい実験

で楽しく学ぼう！ Ｃ-

６ 

東大生と科学実験！「水」のふしぎ

を探ろう！（３～6 年生コース） 

小学 3～6 年生 

※保護者の見学可 

★定員 30 名 

8/24(金) 

15:00～16:10 

300 円程度 

(教材費) 

7/1(日) 

～7/20(金) 

赤
羽
文
化
セ
ン
タ
ー 

Ａ-

１ 

今日から君もプログラマー！～プロ

グラミングで電子工作をしよう～ 

小学 4 年生～中学生 

★定員 18 名 

7/22・29、8/5 

毎週日曜 計 3 回 

14:00～16:00 

150 円 

（教材費） 

7/1(日) 

～7/14(土) 

「java script」を使って電子

工作（マイクロビットの制作）

を行い、プログラミングを基礎

から学ぼう！ 

Ａ-

２ 

夏休み子ども絵画教室 
初めて参加する小学生 

★定員 30 名 

7/25(水)・26(木)・ 

27(金) 

13:30～15:30 

60 円 

(画用紙代) 

7/1(日) 

～7/14(土) 

有名な画家のお話を聞いて各

回のテーマに合わせて自由に

絵を描こう！描いた作品は赤

羽文化センター内に展示！ 

Ａ-

３ 

昔はどんな暮らしをしていたのか

な？北区のおばあちゃん・おじいち

ゃんに学ぶ“食・生活”の知恵袋 

小学生(3 年生以下は保

護者同伴) 

★定員 24 名 

8/2(木) 

10:00～12:00 

500 円程度 

(材料費) 

7/1(日) 

～7/24(火) 

昔の暮らしってどんな暮ら

し？昭和初期を知る北区のお

ばあちゃん・おじいちゃんから

昔の食事や生活を学ぼう！ 

Ａ-
４ 

あかばね理科実験教室 

～身近なもので化学電池をつくって 

LED ランプを光らせよう！～ 

小学 4～6 年生 

★定員 24 名 

8/4(土) 

10:00～12:00 

400 円程度 

(教材費) 

7/1(日) 

～7/26(木) 

身近なものを使って化学電池

をつくり、イオンにより電気が

発生するしくみを学ぼう。 

Ａ-

５ 

知ろう！学ぼう！ 

手話でコミュニケーション 

小学生 

★定員 20 名 

8/22(水)・23(木)・ 

24(金) 

13:30～15:00 

無料 
7/1(日) 

～7/31(火) 

手話ゲームや手話ソングをと

おして、聴覚障がい者とのコミ

ュニケーションを図り、理解を

深めよう。 

滝
野
川
文
化
セ
ン
タ
ー 

Ｔ-

１ 

ジュニア陶芸教室 
小学 4 年生～中学生 

★定員 24 名 

7/21(土) 

14:00～16:30 

8/3(金) 

14:00～15:30 

500 円 

(材料費) 

7/1(日) 

～7/11(水) 

オリジナルのマグカップと自

由作品をつくろう！1 日目…

マグカップ・自由作品づくり／

2 日目…絵付け・釉掛け 

Ｔ-

２ 

舞台音楽家・役者とあそぶ表現ワー

クショップ 

～海の生き物になろう！～ 

小学 1～3 年生 

★定員 16 名 

7/27(金)・28(土) 

13:00～16:00 

300 円程度 

(教材費) 

7/1(日) 

～7/13(金) 

ビニール袋など身近な素材を

使って海の生き物に扮装し、音

楽に合わせて表現する楽しさ

を体験しよう。 

Ｔ-

３ 

親子で漢字の不思議を知って漢字 

博士になろう！ 

小学 1・2 年生と保護者 

★定員 16 組 

7/28(土) 

10:00～12:00 

300 円程度 

(教材費) 

7/1(日) 

～7/14(土) 

漢字の歴史、成り立ち、書き順

のコツ等を学ぼう！ 

Ｔ-

４ 

あら不思議！動いて見えるオリジナ

ル昆虫づくり 

小学 3～6 年生 

★定員 12 名 

8/4(土)・5(日) 

10:00～12:00 

500 円程度 

(教材費) 

7/1(日) 

～7/24(火) 

新聞紙、アルミ箔、ソフトワイ

ヤーなどを使ってオリジナル

昆虫をつくります。そのあとは

楽しみ！ 

Ｔ-５ 

作ってつなげて転がして！ 

コロコロからくり装置 

小学 4 年生～中学生 

★定員 16 名 

8/23(木)・24(金) 

10:30～15:00 

※途中昼食休憩あり 

700 円程度 

(教材費) 

7/1(日) 

～8/3(金) 

段ボールと身近な材料を使っ

てコロコロ装置をつくろう！ 

<持ち物>昼食・水筒・筆記用具 
 

子ども講座は、すべて往復はがきでお申込みください。※保護者の緊

急連絡先も記入。親子対象の講座・保護者同伴・見学可の講座は、保

護者の氏名・年齢もご記入のうえお申込みください。 


