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わたしの生きがい～第１４回～

今回は中央公園文化センターで英会話や気功などの団体で活動し、文化センター利用団体協議会「友の会」
なかいがわ

じゅん

の役員としても活躍している中井川 淳 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～
中井川 淳
東日本大震災のあった 2011 年、会社勤めからリタイアしたとき、さて、これからどうしたものかと
思いめぐらせました。真っ先に浮かんだのが太極拳でした。大学時代からの親友が早くから太極拳をや
っていたので板橋区のそのサークルに入れてもらいました。もう一つは気功です。同じ年の 6 月に開催
された中央公園文化センター主催の区民協働講座が目に留まり受講しました。平澤芳郎先生のご指導を
頂きましたが、サポートしていた「智能気功愛好会」の皆さんにお世話になりました。講座終了後、継
続希望する受講生同志で新しいサークル「氣功木曜会」を立ち上げました。太極拳も気功も中国を発祥
としていずれも「気」を大切にしています。学生時代、合気道部に所属して稽古に励みましたが、その
時以来「気」というものが頭の片隅にあったように思います。まさに「気になる気」です。
体を動かすことは揃った、頭のほうはどうしようか？中央公園文化センターのサークルリストの中で
「北区ハングル愛好会」が目につきました。韓国には出張や旅行で何度か出かけたことがありますが、
ハングル文字が読めずいつももどかしく思っていたので入会しました。中央公園文化センターの大規模
改修の時に赤羽文化センターに移りましたが、しばらくして会を閉じることになりました。その後、英
会話サークル「サザンクロス英会話」に知人がいたので、2017 年 7 月から仲間に入れてもらいました。
仕事をしている時は多かれ少なかれ英語に接する機会がありましたが、今はありません。少しでも英語
脳への刺激になればと思い続けています。
ほかには、センター祭で「川柳つつじ吟社」の川柳に出会いました。17 音という限られた数の中で思
いを表現する面白さに惹かれて始めました。始める前はいわゆるサラリーマン川柳が川柳と思っていま
したが、必ずしもそうではないと知らされショックを受けました。今は文京区のサークルに所属して続
けています。もう一つは万葉集です。ある大学のシニア向けの「万葉集を読む」という講座を受講して
きています。万葉集を通して日本語の奥深さや歴史的な変遷を聴いていると面白いなと思うものの、す
ぐに右から左です。
体への刺激が「気」であり、頭への刺激が「ことば」とやってきましたが、いつの頃からか、自分の
好きなことをしているだけで良いのだろうかという思いが湧いてきました。仕事をしているときは仕事
を通して社会に貢献しているという自負がありましたが、それがない今は、自分にできる範囲で他人や
社会のためになることをしたいと思うようになってきました。そこで、求めに応じていろいろなサーク
ルでのお役を引き受けたりしています。また、東京 2020 のボランティアに応募しているので、うまく
採用されて、この一大イベントに僅かながらも貢献できればと思っています。さらに、このボランティ
ア活動に留まらず、海外からの旅行者で困っているような人には声をかけ、手助けをするように心がけ
ています。むかし、私が出張や旅行でお世話になったことへの恩返しです。

最後に駄句を一つ。

「センターに

老若まなび

笑い湧く」

氣功木曜会（気功）
・毎週木曜日 午前 10 時～正午
・会 費
3,000 円／月
・入会金
1,000 円

サザンクロス英会話（英会話）
・毎週水曜日 午後２時～４時
・会 費
4,000 円／月
・入会金
なし

▲気功木曜会の活動の様子
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▲サザンクロス英会話のメンバー
（後列左から 2 人目が中井川氏）

中央公園文化センターのページ

第４８号

★☆★第 38 回中央公園文化センター祭を開催しました★☆★
日

時：9 月 7 日（土）午前 10 時～午後 5 時
9 月 8 日（日）午前 10 時～午後 3 時 30 分（2 日目は台風接近により終了時間 30 分前倒し）

参加団体：展示 27 団体、実演 17 団体、お茶席 2 団体
◆台風 15 号も近づいていましたが、利用団体連絡協議会「友の会」を
中心に準備を重ね、無事に文化センター祭を開催できました。
たくさんのご来場ありがとうございました。

オープニングセレモニーの様子

展示 木彫り絵

展示 山野草造型

実演 琴・尺八・詩吟

展示

展示

陶芸

ビーズクラフト

実演

実演

マンボダンス

コーラス
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令和元年度ポスター

展示

実演

実演

革工芸

ハーモニカ演奏

ギター演奏

赤羽文化センターのページ

第４８号

★☆★第 35 回赤羽文化センターまつりを開催しました★☆★
令和元年 10 月 19 日（土）
・20 日（日）の 2 日間にわたり、「第 35 回赤羽文化センターまつり」を開
催。2 日間で約 4,000 人の方が来場し、日頃赤羽文化センターを利用し活動している団体の作品、実演発
表に触れ、交流を深めました。
今回のセンターまつりには、実演・展示・体験発表など、合わせて 85 団体が参加。また、中央公園文化
センターで活動する「スポーツ吹矢 中央公園同好会」の皆さんにも参加していただき、多くの来場者に体
験していただきました。

≪オープニングセレモニー≫

≪スポーツ吹矢体験≫

≪展示（和裁）≫

≪健康チェック≫

≪展示（写真）≫

≪展示（絵手紙）≫

≪茶席≫

≪実演（大正琴）≫

≪実演（コーラス）≫
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≪実演（フラダンス）≫

滝野川文化センターのページ

第４８号

★☆★第 27 回滝野川文化センター祭を開催しました★☆★
日時：11 月 9 日（土）
、10 日（日） 午前 10 時～午後 4 時
来場者：約 2,800 名
実演：10 団体 展示：20 団体 実技：6 団体
文化センター利用団体連絡協議会役員・会員を中心に、みんなで
少しずつ準備を進めてきた文化センター祭。当日は団体の日頃の活動
▲センター祭開始のセレモニー

の成果を存分に発揮していました。
【実演部門】

どの団体も観客を魅了するステージを作り上げていました。今年は新たな試みとして、コーラス団体
が企画した、観客のみなさんと一緒に歌う「うたごえ広場」というイベントを実施し、大盛況でした。

▲多くの来場者で埋まった観客席

▲迫力のステージ
「ゴスペル Shine」

▲みんなで歌った「うたごえ広場」

【展示部門】
絵画、陶芸、籐工芸、篆刻を始めとした各団体の力作が展示されました。
また、中央公園文化センターから「マクラメ同好会」の招待展示もありました。

▲「滝野川籐美会」

▲団体の人から解説を聞きながら
作品展示を楽しむ人々

▲招待展示の「マクラメ同好会」

【実技部門】
料理クラブの軽食販売や、茶道・香道、健康チェックなど
それぞれの分野で訪れた来場者をもてなし、心をホッと和ませていました。
２日目に販売した
「滝野川料理クラブ」の
ソーセージホットドッグ。
１日目同様に完売でした♪

1 日目に販売した
「うまいものつくり隊」の
ポークシチュー。
早々に完売しました！

▲手作りの軽食販売のようす
（滝野川料理クラブ）
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特別講座のページ

第４８号

★☆★11 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 きたくあかばね講談会（第 1 回）★
「はじめてでも楽しめる神田鯉栄の魅惑の講談」
日

時：11 月 16 日（土）午後１時 30 分～3 時 30 分 参加者：35 名

出

演：講談師 神田鯉栄氏
初めて講談を聴く方でも十分に楽しめるよう、ミニレクチャーと講談２席を組み合わせたハイブリッド形

式で開催しました。講談師 神田鯉栄さんの指導の下、みんなで赤穂義士伝の一節を練習したり、体験コー
ナーでは高座に上がって口上を述べたりと、密度の濃い時間を存分に楽しむことができました。迫力ある講
談を初めて眼前で経験した参加者は、すっかりその魅力に魅せられていました。

★滝野川文化センター特別講座 北区の専門店に学ぶ★
「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」
日

時：11 月 17 日（日）午後 2 時～4 時 参加者：9 名

講

師：
（有）小倉屋 松屋米店店主 小林隆氏
五ツ星お米マイスターの小林隆さんを講師に迎え、お米の品種や保存法、おいしく炊く方法などを学びま
した。各グループでは鍋を使って白米、玄米、雑穀米、ブレンド米
など 7 種のお米を炊き、それぞれの
食感や味の違いを確かめながらお米を
実食しました。参加者からは「さっそ
く家でも炊いてみます！」という感想
が多く、講師厳選のお米＆しゃもじの
お土産にも大満足の様子でした。

★滝野川文化センター特別講座 「基礎から学ぶ♪大人の好印象メイク実践講座」★
日

時：11 月 22 日（金）午前 10 時～正午 参加者：23 名

講

師：ちふれホールディングス（株）美容研究部
化粧品メーカー、ちふれホールディングス（株）美容研究部の無償協力を得て、スキ

ンケア、ベースメイク、ポイントメイク（アイシャドー、アイライナー、マスカラ、ア
イブロー、チーク、リップ）を講師の説明のもとに、モデルの実演を見ながら、参加者
は実践的にメイクを学びました。わからないところは、スタッフが個別に丁寧に教えく
ださり、見る見るうちに、参加者の顔が輝いていきました。ファンデー
ションのつけ方や、眉の描き方、口紅の描き方、チークポイントなど、
顔が自然で明るく見えるメイクの方法を体験し、
「すっきりした化粧に仕
上がってうれしい！」
「明るい気持ちになれた」「これまでの化粧品の使
い方が全く違っていました」などの声が寄せられました。
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各文化センターで開催した講座

第４8 号

中央公園文化センター区民講座
「『のびる』『ゆるむ』『つながる』体のバランス、動き方の新しいルールを学ぼう！」
日

時：10 月 17 日～11 月 14 日 毎週木曜 計 5 回 午前 10 時～正午

講

師：ボディワーカー 吉田哲正氏

参加者数：20 名

◆ボディワークという考えのもと、誰にでもできる簡単な動きや普段意識することの少ない筋肉や骨を通し
て体のバランスをはかり、自分の身体への理解を深めました。
《参加者の感想より》
・体に語りかけるという方法を
知り、勉強になりました。体に
やさしく、大切にしないといけ
ないと思うようになりました。
・今まで気づかなかったところ
に目や意識が行くようになり、
心が広がりました。
▲ボディワークを学ぶ様子

▲ヨガマットを使ったストレッチ

！

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～」
日

時：10 月 26 日（土）・27 日（日）計 2 回 午前 10 時～正午 延べ参加者数：29 名

講

師：日本近世史研究家 保垣孝幸氏

◆1 日目は文化センターにて、赤羽地域の地理的環境や人々の暮らしについて、資料や写真を用いて学びまし
た。2 日目はフィールドワークにて実際に歩いて学び、さらに理解を深めました。
《参加者の感想より》
・江戸時代の村の様子を坂道を
歩きながら想像するのが楽
しかった。
・普段歩かない道を歩いて新し
い発見がありました。

▲座学の様子

▲フィールドワークの様子

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！」
日

時：10 月 30 日（水） 午前 10 時～正午 参加者数：13 名 協 力：中央工学校附属日本語学校

◆日本語を勉強中の留学生に出身国（中国・台湾・ベトナム・モンゴル・インドネシア）の紹介をしてもらっ
た後、講座参加者とグループになり、お互いに知りたいことを質問しながら楽しく交流しました。

▲文化や習慣をスライドで紹介

▲インドネシアの挨拶の仕方を
実際に見せてもらいました
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▲日本語を学んだ理由、将来の夢など
の話題で盛り上がっていました

北区立文化センターからお知らせ

第４８号

◆第 36 回ふるさと北区区民まつり（赤羽会場）「生涯学習相談会」開催報告
10 月 5 日（土）
・6 日（日）に開催された第 36 回ふるさと北区区民まつりに昨年に引き続いて参加
しました。今回は「子どもひろば」の紹介と、センターだよりの「わたしの生きがい」を拡大展示しま
した。２日目には子ども向けのイベントが他会場で開催されたためか、親子連れでの参加者が多く「子
どもひろば」の展示を熱心に見ていました。2 日間で 212 名の方が来場し、そのうち 37 名の方にアン
ケート記入に協力いただきました。これからも区内の色々なイベントに参加して、区内 3 文化センター
を区民の皆さんに知っていただくように努めます。
《来場者のアンケート・相談内容より》
・子どもひろばに参加したい。
・吹矢に興味をもったが、どこで体験できるのか知りたい。
・講談と寄席に興味があるが講座開催の予定があるのか。
・文化センターの講座やイベントに参加したい。

中央公園文化センター
には「情報コーナー」
が設置されています。
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

赤羽文化センター

滝野川文化センター

〒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

〒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：毎月第 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

〒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

花と森の

赤羽文化センター：３F

パルロード２
中央公園

滝野川文化センター
⑪ 滝野川会館

中央公園
文化センター

至田端

■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）
※親子対象は保護者と
お子さん分を記入。
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

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

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

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

来た KITA オリパラプロジェクト・中央公園文化センター講座

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

『まつり』から見えてくる世界の文化・歴史
2/1(土)

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♪
☆事前申込不要・当日直接会場へ

10:00～12:00

2/8(土)
10:00～12:00

2/15(土)
10:00～12:00

中央公園文化センター
1/26(日) 10:00～15:00

2/22(土)
10:00～12:00

滝野川文化センター

2/29(土)

3/8(日) 10:00～15:00

10:00～12:00

3/7(土)
10:00～12:00

206 ヶ国の人がやってくる！東京
2020 オリンピック・パラリンピッ
クをどう迎えるか？

スポーツ庁参与・上智大
学名誉教授 師岡 文男氏

タイ文化を学び、華麗なタイ舞踊の基
礎テクニックにチャレンジ！
人々の日々の生活をささえる
伝統音楽の世界“ヨーロッパ”

ITDA 日・タイ文化交流
センター
音楽プロデューサー
野崎 洋子氏

知られざるアフリカ大陸！ツアーコ
ンダクターが見たアフリカの祭りと
多様な文化

株式会社道祖神
生野 雅一氏

メキシコの心
～古代から現代へ～

明星大学副学長
落合 一泰氏
江戸川大学
阿南 透氏

なぜ人は『まつり』に熱中するのか？
～青森ねぶた祭から見る人と町～

対象：区内在住・在勤・在学の方。／ 定員：30 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 ～1/22(水)必着

■滝野川文化センター ［申込］はがき・FAX(記入例参照。)、窓口にてお申込みください。
№

定員(抽選)

費用

1

お箏を楽しく体験（生田流）

プログラム名(対象)

生田流筝曲いづみ会

1/24(金)19:00～20:30

15 名

無料

2

おいしい担々麺を楽しく作って
味わおう！（男性料理）

オム DE 食いジーヌ

1/25(土)9:00～12:00

10 名

700 円
(食材費)

3

水彩画の楽しさを体験しよう

北彩クラブ

1/25(土)9:30～11:30

10 名

無料

北画友クラブ

1/25(土)13:30～15:00

10 名

無料

コスモライフ研究会・東京

1/28(火)13:30～15:00

10 名

無料

茶道裏千家 清風会

1/29(水)13:00～17:00

5名

500 円
(抹茶・菓子代)

油絵の基礎・静物のデッサンを
体験しよう
自分探しの旅！
～音読と体操で認知症予防！～

4
5
6

楽しいお茶、始めましょう！（裏千家）

7
8

水彩画を描きましょう
油絵、水彩画を体験しよう

■赤羽文化センター
№
1

プログラム名(対象)

バラのフラワーアレンジメント

3

アプリで遊ぼう(iPad)

4

日本舞踊の基礎が学べます

開催日時

水彩の会

2/1(土)14:00～16:00

15 名

無料

青陽絵

2/5(水)13:30～15:30

10 名

無料

申込締切

1/15(水)
(必着)

［申込］はがき・FAX(記入例参照。)、電話・窓口にてお申込みください。

初めてさんのフラダンス！
(概ね 50 歳以上の方)

2

実施団体

5

アナログゲームで遊ぼう(小学生以上の方)

6

中国語会話を楽しもう

7

筆で楽しむのし袋の表書き
(かな書道)

8

iPad のおさらい

実施団体
AKIKO
OHANA HULA
フラワーサークル
あねもね

開催日時
2/6(木)10:30～11:30

定員(抽選)
10 名

費用
無料
2,500 円
(花材・容器代)
500 円
(iPad 使用料)

2/6(木)14:00～16:00

4名

赤羽 iPad

2/14(金)10:00～11:30

6名

日舞友の会

2/20(木)14:00～16:00

15 名

無料

アナログゲーム
ステーション

2/22(土)13:30～16:30

20 名

無料

中国語朋友会

3/4(水)10:00～12:00

20 名

無料

実用かな書道舟の会

3/6(金)10:00～12:00

10 名

無料

6名

500 円
(iPad 使用料)

さくら iPad

3/11(水)10:00～11:30

申込締切

1/24(金)
(必着)

2/25(火)
(必着)

会場・問合せ・申込先
中央公園文化センター(子ども講座)

会場・問合せ・申込先
中央公園文化センター(区民講座)

講師：東京大学サイエンスコミュニケーション
サークル CAST
日時：3/26(木)
①13:00～14:20 ②15:00～16:20
対象：区内在住・在学の各コース対象学年の
小学生(保護者見学可。要送迎)
定員：各 30 名(抽選)
費用：500 円程度(教材費)
申込：往復はがき(記入例参照)
申込期間 2/20(木)～3/13(金)必着

会場・問合せ・申込先
中央公園文化センター(区民講座)
新年度も安心！笑顔で過ごせる
子どもの育て方(保育あり）
講師：ママカフェ 中村奈々恵氏
日時：3/1・8・15 毎週日曜 計 3 回
10:00～12:00
対象：区内在住・在勤・在学の小・
中学生の保護者、関心のある方
定員：20 名(抽選)
保育：6 ヶ月以上の未就学児(若干名)
費用：1 回 10 円(保険料)
申込：はがき・FAX(記入例参照。保育希望の
方はお子さんの名前、性別、月齢も記
入)、電話・窓口
申込期間 1/20(月)～2/21(金)必着

会場・問合せ・申込先
中央公園文化センター(区民講座)

会場・問合せ・申込先
中央公園文化センター(特別講座)

会場・問合せ・申込先
赤羽文化センター(区民講座)

日本人が大好きな桜の木のルーツ・
種類について学び、お花見のポイントを
聞きながら歩いてみよう！

狗類学(こうるいがく)入門
～犬から学ぶ歴史、犬と考える未来～

(表千家)茶道を学ぼう～日常生活の中で
気軽に楽しむ『和』の文化～

東大生と科学実験！
『光』のふしぎを探ろう！
①小学１・２年生コース／②３～６年生コース

講師：北区エコリーダーの会
日時：3/18・25 各水曜 計 2 回
10:00～12:00
対象：区内在住・在勤・在学の方
定員：20 名(抽選)
費用：10 円(保険料)
申込：はがき・FAX(記入例参照)、
電話・窓口
申込期間 ～3/11(水)必着

講師：東京外国語大学現代アフリカ地域
研究センター講師 大石 高典氏
日時：2/1・8 各土曜 計 2 回
14:00～16:00
対象：どなたでも
定員：20 名(抽選)
費用：2,500 円(受講料・飲物付)
申込：はがき・FAX(記入例参照)、
電話・窓口
申込期間 ～1/21(火)必着

会場・問合せ・申込先
赤羽文化センター(区民協働講座)

会場・問合せ・申込先
赤羽文化センター(区民講座)

やさしい詩吟～『太田道灌(おおたどうかん)』
が題材の漢詩を声に出して味わおう～

靴から始まる生活習慣の見直し術
～あなたの靴はあっていますか？～

らくらく将棋入門
～ルールや遊び方を楽しく学ぼう～
講師：日本将棋連盟 本田小百合女流三段ほか
日時：2/1～3/7 毎週土曜 計 6 回
14:00～16:00
対象：区内在住・在勤・在学の小学生以上の方
※小学生は要保護者の送迎。
定員：16 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 ～1/22(水)必着

講師：北区茶華道連盟 島村 宗俊氏
日時：2/5～3/11 毎週水曜 計 6 回
18:30～20:30
対象：区内在住・在勤・在学の方
定員：20 名(抽選)
費用：3,000 円程度
(抹茶・菓子代)
申込：はがき・FAX
(記入例参照)、
電話・窓口
申込期間 ～1/29(水)必着
会場・問合せ・申込先
赤羽文化センター(特別講座)
世界の家庭料理ユーラシア編②
中央アジア・ウズベキスタンの
羊肉炊き込みご飯『プロフ』
世界の家庭で食べられている代表的な家庭料
理をご紹介する講座です。今回は、ウズベキス
タンの羊肉炊き込みご飯料理です。
講師：イラストレーター織田 博子氏
日時：2/22(土)
13:30～16:30
対象：どなたでも
定員：20 名(抽選)
費用：2,500 円(材料費・保険料を含む)
申込：はがき・FAX(記入例参照)、窓口
申込期間 ～2/6(木)必着

講師：龍省吟道会 会長 身浦 公子氏
日時：2/7～2/28 毎週金曜 計 4 回
14:00～16:30
対象：区内在住・在勤・在学の方
定員：15 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 ～1/29(水)必着

講師：マルノ靴店シューフィッター
丸野隆子氏 丸野博子氏
日時：2/5～2/26 毎週水曜 計 4 回
13:30～15:00
対象：区内在住・在勤・在学の方
定員：15 名(抽選)
費用：20 円(保険料)
申込：はがき・FAX(記入例参照)、
電話・窓口
申込期間 ～1/27(月)必着

会場・問合せ・申込先
赤羽文化センター(特別講座)

会場・問合せ・申込先
滝野川文化センター(区民講座)

会場・問合せ・申込先
滝野川文化センター(区民講座)

親子料理教室
～手づくりバターでパンケーキ～

敬語力を身に付けよう！
～あらゆる場面で役立つ敬語表現の実践～

江戸切絵図を携えて谷田川を歩く
～滝野川探検隊とともに～

講師：食育指導士 伊藤由紀子氏
日時：3/7(土)
13:30～16:30
対象：3 歳～小学 2 年生の
お子さんと保護者
(2 名 1 組)
定員：16 組(抽選)
費用：3,000 円
(1 組分の材料費・保険料を含む)
申込：はがき・FAX(記入例参照)、窓口
申込期間 2/1(土)～2/25(火)必着

講師：コミュニケーション・アドバイザー
石亀 美夜子氏
日時：2/8～2/29 毎週土曜 計 4 回
10:30～12:00
対象：区内在住・在学の
18 歳以上の方
定員：24 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 ～1/25(土)必着
※定員になり次第締切
会場・問合せ・申込先：滝野川文化センター(中学生講座)

楽しくＭｙ弁当をつくろう！
～簡単にできて見た目も味もおいしい変わり種おにぎり弁当～
講師：女子栄養大学短期大学専任講師 児玉 ひろみ氏
日時：3/26(木)10:30～13:30
対象：区内在住・在学の小学 6 年生～中学 3 年生
定員：16 名(申込順) ／ 費用：500 円(材料費)
申込：FAX(記入例参照)、電話・窓口 ／ 申込期間 2/16(日)10:00～

講師：一級建築士 大沼 敏夫氏
日時：3/7～3/21
毎週土曜 計 3 回
10:00～12:00
対象：区内在住・在勤・
在学の方
定員：15 名(抽選)
費用：20 円(保険料)
申込：はがき・FAX(記入例参照)、窓口
申込期間 2/1(土)～2/22(土)必着

