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≪ポーセリンペイント≫ 

楽しく西洋白磁の上絵付の作品を 

つくっています。 

活動日：第 2・4日曜日（月２回） 

午後１時～5時 

会 費：月 6,000円 

（入会金：2,000円） 

活動場所：滝野川文化センター 

今回は、滝野川文化センターでポーセリンペイント、子どもひろばのボランティア活動、文化センター 
利用団体連絡協議会の役員等で活躍中の関根威治さんに「生きがい」について記して頂きました。 

～わたしの生きがい～         関根
せ き ね

 威
たけ

治
はる

 

45年前から北区に住んでいます。しかし、住み始めてしばらくは、人

付き合いといえばマンションの理事会のみで、地域の中で交流する機会

があまりない生活を送っていました。平成 12 年頃にたまたま北区ニュ

ースで植物画の区民講座案内を見つけ、応募したところ運良く当選しま

した。もともと絵が好きでしたので、講師の先生が教えていらっしゃる

サークルに入会したのが文化センターに通う始まりでした。 

その後、平成 14 年に、再び北区ニュースでポーセリンペイントの区

民講座案内を見つけ、応募し、また当選しました。ポーセリンペイントとは、白い器に絵付けをして

陶芸の窯で焼成するものです。講座終了後、植物画で学んだことが生かせると思い、滝野川文化セン

ターの協力のもと、会を立ち上げ、17年間続いています。お皿などは、我が家で使う以外にも友人へ

のプレゼントなどにも役立っています。また会員の中に篆刻を勉強されている方がいて、赤羽文化セ

ンターに見学に行き、篆刻の会にも入会してしまいました。全部繋がりがあるので続けています。 

お陰で友人も沢山出来、教室以外でもお付き合いが始まり、篆刻の仲間は滝野川のセンター祭には 

毎年欠かさず来てくださり、また、飲めなかったお酒もそこそこお付き合い出来るようになりました。

まさに人生変わった感じです。 

  滝野川文化センターでは、ポーセリンペイントの会が出来てまだ 2 年目というタイミングで、利用

団体連絡協議会の役員になりました。なにも分からず飛び込みましたが、役員の仕事を通して協議会

の内容も良く分かり、情報も早く入り、色々提案も出来、仲間も沢山出来ました。これは会にとって

も、自分にとってもプラスになったと思っています。年明けに毎年開催している七福神巡りなどの  

行事の企画と参加、役員会の後の食事会も楽しみの一つです。 

  協議会では、沢山の方々が支えてくださり、平成 27 年度から 3 年間会長を務め、先輩である中央

公園・赤羽両文化センター協議会のセンター祭を拝見して、色々参考にさせていただきました。 

  この度、次の会長を受けてくださる方がおり、4 月で会長を退任して肩の荷が降りた感じですが、

これからも時間をかけて引き継ぎをしていくつもりです。 

▲子どもひろばでステンシルを 
教える関根さん 

▲植物画 ▲篆刻 ▲ポーセリンペイント 
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★☆★７月に開催した夏休み子ども講座をご紹介します★☆★ 

「私のまちの自慢の会社！『なとり』で学ぶチーズ鱈のひみつ」 

日 時：7月 24日（水）午後 1時 30分～3時 参加者：親子 19組 38名 

講 師：(株)なとり のみなさん 

◆北区に本社を置く企業「(株)なとり」本社屋で「チーズ鱈」の製造法や原料のチーズ・鱈について学び、 

 出来立ての「チーズ鱈」の試食やお土産作り体験などを親子で楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

「オカリナに絵を描こう！音を出してみよう！」 

日 時：7月 25日（木）・26日（金）計 2回 午後 1時 30分～3時 30分 参加者：21名                

講 師：オカリナ講師 茂住朝子氏・(株)大塚楽器製作所 

◆1日目はオカリナに自由に絵を描き水彩絵の具で色付けをし、2日目には実際にそのオカリナで演奏を楽し

みました！ 

 

 

 

 

 

 

「3Dスペースツアーに出発！親子で学ぶ星と宇宙～夏の星座と銀河の秘密～」 

日 時：7月 28日（日） 午後 2時～3時 15分  参加者：子ども 41名、保護者 36名 

講 師：サイエンスコンサルタント 福原将之氏  

◆3Dメガネをかけて迫力のある映像と共に夏の星座や天の川銀河についてクイズを交えて学びました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参加者の感想より》 

・チーズのえいようがわかったり、

たらはどの地域にいるのかがわ

かった。そしてチーズたらのひみ

つがくわしく分かったので今後

チーズたらをもっとおいしく食

べられそう！！ 

8/7（水）に開催を予定しておりました「東大生と科学実験！『ふしぎな見え方』の正体を探れ！」は 

中央公園文化センターの冷房設備の故障(8/3～8/9)により開催中止とさせていただきましたことを 

お詫び申し上げます。 

《参加者の感想より》 

・このこうざにさんかしてとてもオカ

リナについてよくわかりました。 

・オカリナのきれいな音を出すのがむ

ずかしかった。 

・これからも習った曲を家で練習した

いです。 

《参加者の感想より》 

・宇宙にある銀河の数が想像以上だっ

たのでびっくりしました。いろんな

銀河があっておもしろかったです。

ブラックホールの中のことを知り

たいと思いました。 
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★☆★子ども講座・中学生講座を開催しました★☆★ 
 

子ども講座「毎日の食事や挨拶を正しくきれいに！～夏休み親子マナー教室～」 

日 時：7月 21日・28日 各日曜 計 2回 午前 10時～11時 30分 参加者：10組 21名 

講 師：小笠原流
おがさわらりゅう

礼法
れいほう

宗家本部 総師範 別府
べ っ ぷ

菱
りょう

美
び

氏   協 力：礼法やよい会 

赤羽文化センター利用団体連絡協議会（赤羽文化センターまつりの開催や、赤羽文化センターを利用する団

体同士の親睦を目的に活動しています）に加入しているサークル「礼法やよい会」の皆さんにご協力いただき

ました。講座では、お箸や和食器の扱い方、正しいおじぎの姿勢や相手の家へ訪問する際の玄関でのマナー、

お土産の渡し方などを親子で学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

中学生講座「MY弁当をつくろう！ 

～男性料理サークル直伝！はじめてでも美味しい、レンジ de照り焼きチキン＆シャカシャカパスタ～」 

日 時：8月 1日（木） 午前 10時～午後 1時 参加者：7名 

講 師：栄養士 正能優子氏   協 力：男性のための幸せ料理会 

区内の中学生を対象に、シャカシャカパスタ、照り焼きチキン、ラッシーでオシャレなパスタランチをつく

りました。当日は、赤羽文化センターで活動する料理サークル「男性のための幸せ料理会」の皆さんにもご協

力いただき、材料の切り分けや味付けについてフォローしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参加者の感想より》 

・先生に教えてもらった箸やお椀の持ち方をおばあちゃんに見せてあげたら「すごいね！」と言われて嬉

しかったので、この講座をやってよかったと思いました。（子ども） 

・親が手本になって子どもたちに伝えていかないといけないと思いました。面倒くさい事はやらなければ

いけない事、常に意識して生活したいと思います。（保護者） 

《参加者の感想より》 

・簡単に作れたので、家でも自分のお昼ご飯に作りたいと思いました。 

・料理教室は初めてだったけれど、また行ってみたいと思うようなとても楽しいものでした。 

・つくるのも楽しかったけれど、食べるのが一番たのしかった。同じ班の子と少し打ち解けられたのでよ

かった。 

お箸と食器、上手に扱いましょう おじぎの姿勢、できているかな？ 靴を脱いだら揃えて上がります 

作り方の説明を先生から聞きます 味付けはどうかな？ パスタランチの完成です♪ 
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★☆★夏休み子ども講座を開催しました★☆★ 

「ジュニア陶芸教室」 
日 時：7月 25日・８月８日 各木曜 計２回  

午前 9時 30分～正午（2回目は 11時終了）  

参加者：24名   

講 師：陶芸家 高橋和則氏（補佐：高橋隼哉氏） 

◆2日間かけてオリジナルの素敵な器を完成させました。 

 

 

 

 

 
 

「漢字の不思議を知って漢字博士になろう！」 
 日 時：7月 27日（土） 午前 10時 30分～11時 40分    

参加者：子ども・保護者 12組   

講 師：漢字教育士 植木ゆりこ氏（補佐：柿沼ももこ氏）  

                       ゲームを交えながら漢字の歴史・成り立ちについて学び、

漢字の正しい画数や書き順についておさらいしました。 

 

 

 
 

「お札の歴史について学ぼう！」    会 場：国立印刷局 東京工場 

日 時：7月 30日（火） 午前 10時～11時 30分 

参加者：子ども・保護者 18組  

◆お札の印刷工程や偽造防止技術について学びました。 

 

 

 

 

 

 
 

「台所は実験室 しょうゆを科学しよう！～しっかり学んで豆博士～」 
日 時：7月 31日（水） 午前 10時 30分～11時 30分 

参加者：21名 講 師：しょうゆ物知り博士 鈴木幸次氏 

◆しょうゆの原材料やもろみ、麹菌について学びました。 

 

 

 

 

 

「世界の国旗の歴史を知ってオリンピックパラリンピックを楽しもう！」 
日 時：8月 1日（木） 午前 10時 30分～正午   

参加者：17名   

講 師：NPO法人 世界の国旗・国歌研究協会共同代表  

吹浦忠正氏 

◆各国の国旗の歴史やエピソードを学びました。 

 

 

 

 

《参加者の感想より》 

・国旗のれきしや国旗の色の意味などをしれてよかったで

す！ 

・国旗が何回も変わった国があることを初めて知りました。 

 

▲ルーペでお札の模様を観察＆1億円の重さ体験コーナー 

▲保護者の方々＆先生が体で漢字を表現！ 

正解だと思う漢字を掲げる“大うちわゲーム” 

▲「２つの図のうち、どちらが正しい国旗でしょう？」 

という先生の問いかけに、しっかり手を挙げて答えて 

いました 

▲ホットプレートでしょうゆを熱してみると…？ 

▲初めて使う陶芸道具に苦戦しながらも一生懸命作りました 

《参加者の感想より》 

・自分だけのとうげいのさくひんなのでたいせつにつ

かいたいと思います。 

・作るのは思ったよりむずかしかったけど楽しかった。 

 

《参加者の感想より》 

・楽しくてかん字のひみつがわかりました。 

・かん字のかく数をなおせてよかった。 

 

《参加者の感想より》 

・お札にもいろいろなれきしがあることを知れてよかっ

たです。 

・千円札や１万円札がこんなにきめこまかいもようでえ

がいてあったのですごいなと思いました。 

 

《参加者の感想より》 

・大好きなしょうゆについて知れてよかったなと思いました。 

・こうじきんが、かびなのにちゅうしゃなどに使われていると

はびっくりしました。 
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 ★☆★ ６月～８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 「親子料理教室～手づくりソーセージでホットドッグ～」 
日 時：６月１日（土） 午後１時 30分～4時 30分 参加者：16組 32名 

講 師：食育指導士 伊藤由紀子氏 

 

 

 

 

 

 

 

手づくりのソーセージを使い、「ホットドッグ・ジャーマンポテト・しめじとレタスのスープ」を 

親子でつくりました。 
 

【参加者の声】 ・子どもと一緒に料理をする機会はあまりなく、じっくりと取り組めてよかった。 

・好き嫌いの多い我が子も全部食べていてうれしかった。 
 

中央公園文化センター特別講座 「第 25回きたくせんたー寄席～柳家ほたる、林家扇～」 
日 時：7月 21日（日）午後 2時～4時 参加者：55名 

講 師：柳家ほたる氏（9月真打昇進・改メ権之助）・ 林家扇氏 協力：北区落語愛好会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

滝野川文化センター特別講座 トークイベント 

北区でくらす・はたらく vol.5 「みんなでつくる！フリーペーパー【こまごめ通信】～世界と駒込を旅する～」 
 

日 時：8月 29日（木）午後 2時～4時 参加者：13名 

講 師：食を旅するイラストレーター・マンガ家 織田博子氏 

世界を旅しながら、世界各地の家庭料理をマンガで 

紹介している織田博子さんをゲストに、「なんでもない駒込の日常を

伝えることで、駒込の魅力が伝わるように」をコンセプトに発行し

ている【こまごめ通信】についてお話しを伺いました。30代から

80代の参加者が、お気に入りのお店や場所、人を紹介するワーク

ショップで、情報満載の「こまごめMAP」ができました。「まちの

情報を発信すると、まちをもっと好きになる」、素敵な時間になりま

した。 

 

【演目】柳家ほたる「猫と

金魚」「鰻の幇間」 林家扇 

「お菊の皿」「歯ンデレラ」 

イラスト・文 

柳家ほたるさん 

《参加者の声》 

・柳家ほたるさんの演目が面

白かった。・約 20年で真打、

我慢が必要ですね。・扇さん

のおぐし、驚きました。・子ど

もに落語を聞かせる良い機

会です。・扇さんの「入れ歯の

噺」、よくできてる。・質問コ

ーナー、楽しかったです。・初

めて寄席を観ました。とても

楽しく、2時間あっという間

でした。・とても面白く、息子

も笑い転げていました。 

織田さんのプロフィールマンガ→ 
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★令和元年度前期子どもひろばを開催しました★ 
北区立文化センターでは、土曜日または日曜日の余暇を利用し、子どもたちが様々なプログラムを体験できる

機会「子どもひろば」というイベントを年２回開催しています。毎回たくさんの子どもたちが文化センターを

訪れ、地域のボランティアの皆さんが企画・運営する様々なゲームや手作りのものづくりを楽しみます。今回

は、赤羽文化センターと中央公園文化センターで開催された模様をお伝えします。 

 

★☆★赤羽文化センター 子どもひろば★☆★ 
日 時：６月２3 日（日） 午前１０時～午後３時 参加者数：621 名 プログラム数：28 プログラム 

今回は「梅雨」をテーマに館内を装飾しました。子どもたちのにぎやかな声が響き渡り、活気あふれる一

日となりました。35 団体、198 名のボランティアの皆様のご協力のもと、楽しい一日を過ごすことがで

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

] 

★★☆中央公園文化センター 子どもひろば★☆★ 
日 時：7 月 7 日（日） 午前１０時～午後３時 参加者数：336 名 プログラム数： 25 プログラム 

ボランティアのみなさま、ご来場のみなさま、ありがとうございました！ 

たくさんのプログラムの中から紙面の都合上、一部ではありますがご紹介致します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★文化センター後期子どもひろば「プログラム企画・運営及び会場運営サポートボランティア」募集！ 
子どもたちにさまざまな体験の場を提供する「文化センター子どもひろば」で楽しく過ごしてみま

せんか。経験や知識・技術を生かしたプログラムの企画・運営をしていただける団体・個人、会場

全体の運営にお手伝いいただける方を募集します。 

申込締め切り日：赤羽文化センター：9月 30 日(日)、中央公園文化センター：10 月 20日(土)、

滝野川文化センター：12 月 19日(木)（いずれも必着）※詳細は、各文化センターにお問合せ

いただくか（裏表紙参照）、http://www.kita-bunka.com をご覧ください。 

南京玉すだれの実演 プログラミング ふわっと吹玉 

お茶会 笑いヨガ 



第４７号  北区立文化センターからのお知らせ 
★☆★☆★文化センターが開催する令和元年度の主なイベント事業をご紹介します！★☆★☆★ 

文化センター祭（まつり） ※写真は昨年度の様子 

文化センターを利用し活動している学習グループによる年に 1度の学習成果発表会です！ 

 赤羽文化センター 滝野川文化センター 

日 時 
10/19(土) 午前 10時～午後 5時 30分 

10/20(日) 午前 10時～午後 4時 

11/9(土) 午前 10時～午後 4時 

11/10(日) 午前 10時～午後 4時 

 

 

 

 

 

 

 

第 36 回ふるさと北区区民まつり（赤羽会場） 北区立文化センター「生涯学習相談会」 

ふるさと北区区民まつり（赤羽会場）で文化センター主催の「生涯学習相談会」を開催します。仲間と知り会

い、学びをより広く、より深めていただくために、文化センタースタッフが皆様に寄り添い情報を提供します。

個別の相談にも応じますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください！ 

 

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 

 

 

開催日時：10/5（土）午前 11時～午後 4 時 

10/6（日）午前 10 時～午後 4時 

会  場：赤羽会館４階 第 7集会室 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

              ☆事前申込不要です。当日直接会場にお越しください。 

               入場無料。（お茶席等、一部費用が必要なプログラムもあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ☆すべて申込が必要です。 

                              問合せ・申込先となっている文化センターにお申込みください。 

 
 

 

来た KITA オリパラプロジェクト・滝野川文化センター講座 

『世界に誇れる大切にしたい日本文化をひも解く』（5 回連続講座） 
■会場・問合せ・申込先…滝野川文化センター 

回 日時 テーマ 講師 

1 
11/17(日) 

10:00～12:00 
世界を魅了！～華麗なるニッホンの美「着物」～ 

一般財団法人民族衣裳文化普及協会 

平山峰子氏 師岡礼子氏 

2 
11/24(日) 

10:00～13:30 
和食の基本“だしを極める！”(調理実習あり) 

東洋大学食環境学部健康栄養学科 

露久保美夏氏 

3 
12/1(日) 

10:00～12:00 
日本の伝統はここがスゴイ！～宮大工～ 

中央工学校木造建築科講師 

松本髙広氏 

4 
12/8(日) 

10:00～12:00 
日本人の所作から学ぶおもてなしの心 

現代礼法研究所 

田中ゆり子氏 

5 
12/15(日) 

10:00～12:00 
伝統の革新～新しい盆栽の形～ 

成勝園園主 

平尾成志氏 

対象：区内在住・在勤・在学の中学生以上の方 ／ 定員：30 名（抽選） 

費用：500 円程度(教材費・保険料)      ／ 申込：はがき・FAX(記入例参照)、窓口 

申込期間…10/1(火)～10/31(木)必着 

■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。／申込多数の場合は抽選。 

■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 
〒114-0024 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 

 

 

年に 1度の学習成果発表会！    

文化センター祭（まつり）    

 

絵画・書道・写真、手工芸などの各種作品展示、コーラス・踊

り・器楽などの実演、お茶席(費用あり)など、学習成果を披露

します。みなさんのご来場をお待ちしています。 
 

赤羽文化センターまつり 
 10/19(土) 10:00～17:30 

 10/20(日) 10:00～16:00 
 

滝野川文化センター祭 
 11/9(土)  10:00～16:00 

 11/10(日) 10:00～16:00 

 

みんなおいでよ！わくわく体験ひろばへ 

文化センター子どもひろば 
 

クイズやゲーム、ものづくりなど、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いっぱい用意してみんな

が来るのを待っているよ。みんな遊びに来てね。 
 

赤羽文化センター 
 12/1(日) 10:00～15:00 
 

中央公園文化センター 
 1/26(日) 10:00～15:00 
 

滝野川文化センター 
 3/8(日) 10:00～15:00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場・問合せ・申込先 

中央公園文化センター(子ども講座) 
 

親子で挑戦！楽しい書道 

～きれいな字を書くコツとポイント～ 
 

講師：日本書道連盟審査員 吉田一茲氏 

日時：12/1～12/15 毎週日曜 計 3 回 

   10:00～12:00 

対象：区内在住・在学の小学 3 年生から 

6 年生と保護者(2 名 1 組) 

(初めての方優先) 

定員：15 組(抽選) 

費用：500 円(教材費・1 組分) 

申込：はがき・FAX(記入例参照)、 

   電話・窓口 

申込期間 10/20(土)～11/15(金)必着 

会場・問合せ・申込先 

中央公園文化センター(区民協働講座) 
 

ハーバリウム・テーブルフラワー・ 

スワッグをつくり、クリスマスを花で飾ろう！ 
 

講師：林一恵氏 

［協力］フラワーサークル『ボヌール』 

日時：11/28、12/5・19 各木曜 計 3 回 

   10:00～12:00 

対象：区内在住・在勤・在学の方 

定員：10 名(抽選) 

費用：4,500 円(教材費) 

申込：はがき・FAX(記入例参照)、 

   電話・窓口 

申込期間 10/20(土)～11/20(水)必着 

会場・問合せ・申込先 

中央公園文化センター(区民講座) 
 

外国人留学生と話して再発見 

日本の文化と習慣(1回のみの参加も OK!) 
 

協力：中央工学校国際コミュニケーション科 

日時：12/4(水)   9:30～10:45 

   12/11(水) 11:30～12:45 

   ※参加する留学生は異なります。 

対象：区内在住・在勤・在学の方 

定員：20 名(抽選) 

費用：無料 

申込：はがき・FAX(記入例参照。 

希望日も記入)、電話・窓口 

申込期間 10/20(土)～11/24(日)必着 

会場・問合せ・申込先 

赤羽文化センター(区民講座) 
 

私のまちを歩いて再発見～赤羽の 

「坂道」から見えてくる人々の暮らし～ 
 

講師：日本近世史研究家 保垣孝幸氏 

日時：10/26(土) 事前学習(座学) 

   10/27(日) フィールドワーク 

   時間はいずれも 10:00～12:00 

対象：区内在住・在勤・在学の小学生以上 

の方で、起伏あるコースを無理なく 

歩ける方※小学生は保護者同伴 

定員：20 名(抽選) 

費用：10 円(保険料) 

申込：往復はがき(記入例参照)、窓口 

申込期間 ～10/16(水)必着 

会場・問合せ・申込先 

赤羽文化センター(区民協働講座) 
 

楽しく日本舞踊を習って 

美しい所作を手に入れよう！（花柳流） 
 

講師：日本舞踊講師 花柳玉舞氏 

   ［協力］日舞扇の会 

日時：11/1～11/15 毎週金曜 

計 3 回 14:00～16:00 

対象：区内在住・在勤・在学の方 

定員：20 組(抽選) 

持物：浴衣一式(ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代 1,000 円で貸出有) 

費用：30 円(保険料) 

申込：はがき・FAX(記入例参照。浴衣レンタ 

ル希望者は身長も記入)、電話・窓口 

申込期間 ～10/22(火)必着 

会場・問合せ・申込先 

赤羽文化センター(特別講座) 
 

第 1 回きたくあかばね講談会～はじめてでも

楽しめる神田鯉栄の魅惑の講談～ 
 

講師：講談師 神田鯉栄氏 

日時：11/16(土) 

13:30～15:30 

対象：どなたでも 

   (未就学時不可) 

定員：70 名(抽選) 

費用：大人 1,000 円 

小・中・高生 800 円(受講料) 

申込：はがき・FAX(記入例参照)、 

   電話・窓口 

申込期間 10/1(火)～10/31(木)必着 

会場・問合せ・申込先 

滝野川文化センター(区民講座) 

タブレットでフォトメッセージをつくろう！ 

～錦秋の旧古河庭園を歩く～ 
 

講師：一般社団法人大人の小学校 

   山城純子氏 

日時：11/1・15・29 

各金曜 計 3 回 

   13:30～15:00 

対象：区内在住・在勤・在学の方 

定員：14 名(抽選) 

費用：1,520 円 

(iPad 使用料・保険料) 

申込：往復はがき(記入例参照) 

申込期間 ～10/18(金)必着 

会場・問合せ・申込先 

滝野川文化センター(区民講座) 
 

各国の外国人留学生から 

文化や習慣を学んでお話しましょう！ 
 

協力：中央工学校附属日本語学校 

日時：10/30(水) 

   10:00～12:00 

対象：区内在住・在勤・ 

在学の方 

定員：20 名(抽選) 

費用：無料 

申込：はがき・FAX 

(記入例参照)、電話・窓口 

申込期間 ～10/18(金)必着 

会場・問合せ・申込先 

滝野川文化センター(区民講座) 
 

ゆっくり学ぶ 

パワーポイント基礎講座 
 

講師：喜多井良子氏 

日時：11/5・7・12・14 

19・21・26 

毎週火・木曜 計 7 回 

   18:00～20:00 

対象：区内在住・在勤・在学の基本的な操作 

(ローマ字入力・マウス操作)のできる方 

定員：12 名(抽選) 

費用：1,500 円程度(テキスト代) 

申込：往復はがき(記入例参照) 

申込期間 10/1(火)～10/22(火)必着 

会場・問合せ・申込先 

滝野川文化センター(区民協働講座) 
 

みんなが喜ぶ！ 

男のための家庭料理 
 

講師：料理研究家 田口道子氏 

日時：12/8、1/12、2/9 

   各日曜 計 3 回 

   13:30～16:30 

対象：区内在住・在勤・在学の男性 

定員：12 名(抽選) 

費用：2,030 円(食材費・保険料・全回分) 

持物：エプロン、三角巾、ふきんほか 

申込：往復はがき(記入例参照) 

申込期間 10/20(日)～11/22(金)必着 

会場・問合せ・申込先 

滝野川文化センター(特別講座) 
 

ブックカフェ～図書館と本を楽しもう～ 

☆図書館員おすすめの本、中央図書館見学ほか 
 

講師：中央図書館職員、NPO 法人アドリブ 

日時：10/20・27、12/15、1/19 

   各日曜 計 4 回 

   14:00～15:30 

対象：区内在住・在勤・在学の方 

定員：25 名(抽選) 

費用：1,200 円(参加費・飲物付) 

申込：はがき・FAX(記入例参照)、 

   電話・窓口 

申込期間 ～10/10(木)必着 

会場・問合せ・申込先 

滝野川文化センター(特別講座) 
 

親子料理教室～今年の Xmas は手づくり 

ミートローフに挑戦してみませんか？～ 
 

講師：食育指導士 

伊藤由紀子氏 

日時：12/1(日) 

   10:30～13:30 

対象：3 歳～小学 2 年生の 

   お子さんと保護者(2 名 1 組) 

定員：12 組(抽選) 

費用：3,500 円 

(1 組分・材料費・保険料含む) 

申込：はがき・FAX(記入例参照)、窓口 

申込期間 10/20(土)～11/20(水)必着 

会場・問合せ・申込先：滝野川文化センター(特別講座) 
 

五ツ星お米マイスターから学ぶ♪玄米から白米まで 7 種類！ 

～美味しいお米の炊き方と食べ比べ～ 
 

講師：（有）小倉屋松屋米店店主・五ツ星お米マイスター 小林隆氏 

日時：11/17(日) 14:00～16:00 ／ 対象：区内在住・在勤・在学の方 

定員：20 名(抽選) 

費用：2,000 円(お米のお土産付) 

申込：はがき・FAX(記入例参照)、電話・窓口  申込期間 10/1(火)～11/5(火)必着 


