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第５８号        わたしの生きがい～第２２回～ 

   1 センターだより 58 号 2022.9 

 今回は、滝野川文化センターで書道、ハンドベル、合唱の団体で活動し、滝野川文化センター利用団体連絡

協議会の役員としても活躍している荻原

おぎわら

由

ゆき

枝

え

さんに「生きがい」について直筆で記していただきました。 

 

▲峰の会会員のみなさんと荻原さん 

（２列目中央が荻原さん） 

荻原さんの作品 

峰の会峰の会峰の会峰の会（書道） 

・木曜日（月２回） 

午前９時３０分～正午 

・会費  ４,６００円／月 

・入会金 １,０００円 

べっら・べるべっら・べるべっら・べるべっら・べる（ハンドベル） 

・第４日曜日  

午前１０時～正午 

・会費  ３,０００円／年 

・入会金 なし 

コーロ・リリーコーロ・リリーコーロ・リリーコーロ・リリー（合唱）    

・第 2・4 水曜日  

午後１時３０分～３時３０分 

・会費  ２,０００円／回 

・入会金 なし 



2 センターだより 58 号 2022.9 

北区十条にある「ジョニーギター教室」北区十条にある「ジョニーギター教室」北区十条にある「ジョニーギター教室」北区十条にある「ジョニーギター教室」の永沢孝幸氏を講師に迎え、２０代・３０代のの永沢孝幸氏を講師に迎え、２０代・３０代のの永沢孝幸氏を講師に迎え、２０代・３０代のの永沢孝幸氏を講師に迎え、２０代・３０代の    

ギター初心者から経験者を対象に、基礎から丁寧に学ぶ講座を開催しました。ギター初心者から経験者を対象に、基礎から丁寧に学ぶ講座を開催しました。ギター初心者から経験者を対象に、基礎から丁寧に学ぶ講座を開催しました。ギター初心者から経験者を対象に、基礎から丁寧に学ぶ講座を開催しました。    

［［［［６月２５日～８月６日６月２５日～８月６日６月２５日～８月６日６月２５日～８月６日（７月９日を除く）（７月９日を除く）（７月９日を除く）（７月９日を除く）    毎週毎週毎週毎週土曜土曜土曜土曜    計６回計６回計６回計６回    午後７時～９時午後７時～９時午後７時～９時午後７時～９時］］］］ 

２回目以降は、演奏するために必要な弦の押さ

え方や音の鳴らし方について学びました。参加者

は講師のお手本を見つつ、弦を押さえる指を一本

一本確かめながら何度も繰り返し弾いてみるこ

とで、回を重ねるごとに上達していきました。 

参加者がこれまでギターを弾いていなかった

理由はさまざまでしたが、仲間と一緒にチャレン

ジしたことで講座終了後は「ジョニーギターチャ

レンジ」という名前の自主サークルを作って、文

化センターで活動していくことになりました。 

▲自己紹介で講座への意気込みを共有しました 

▲永沢先生の手元を見ながら丁寧に教わりました 

ペペペペ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆区民講座 「眠っていたギターで仲間ともう一度チャレンジ！ 

                            ２０代・３０代の基礎から学ぶギター講座」☆ 

本講座はギターを購入したばかりで何から始め

て良いかわからない方や、購入したものの長く続か

ず物置にしまったままの方など、２０代・３０代の

参加者１０名が自身のアコースティックギター持

参で集まりました。 

最初は緊張した面持ちの参加者でしたが、自己紹

介の中で、他の参加者もギターを始めたばかりだっ

たり、上手く弾けずにあきらめかけたりした経験が

あることを知り、うなずきながら共感したようでし

た。 

講座の初回は、参加者が持参したギターの状態を

講師に確認してもらい、弦の張り替えからチューニ

ングの方法まで、演奏する前の準備について学びま

した。 

講座開催報告講座開催報告講座開催報告講座開催報告 

 

中央公園文化センター 

▲水墨画やパステル画等 

さまざまな絵画に挑戦

してきた米山さん 

☆中央公園文化センターの清掃☆中央公園文化センターの清掃☆中央公園文化センターの清掃☆中央公園文化センターの清掃業務業務業務業務を担当する米山さんにインタビュー！『わたしと文化センター』☆を担当する米山さんにインタビュー！『わたしと文化センター』☆を担当する米山さんにインタビュー！『わたしと文化センター』☆を担当する米山さんにインタビュー！『わたしと文化センター』☆    

 

私はシルバー人材センターに登録後、中央公園文化センターの清掃業務に就き 

もうすぐ３年が経ちます。元々北区生まれで、今も北区に住んでいます。４才の頃

から絵が好きで、以前はお菓子のパッケージ等のイラストを製作する仕事に就いて

いました。休みの日は水墨画やレタリングの教室に通い、学習していたこともあり

ます。文化センターは一人ではなく、みんなで学習する場所なので、お互い切磋琢

磨しながら成長したり認め合ったりできるところが良いですね。私も頚椎症の影響

で長年休んでいた絵をまた始めてみようかな。 

≪参加者の感想≫ 

・講座のタイトルが今の自分にピッタリでした。 

・基礎から学べて良かったです。 

・近所で同じ趣味を持つ方と交流ができればと思っ

ていました。本格的な講座を開催していただいて

感謝しています。 

 

 

 



 
 

3 センターだより 58 号 2022.9 

 小学生に理科や科学の楽しさを知ってもらう

ことを目的に、二酸化炭素が発生する化学反応を

応用して発泡ウレタンを膨らませ、スポンジ状の

カップケーキ風のマスコットを作成する講座を

開催しました。 

 発泡ウレタンを膨らませてスポンジを作る実

験では、２種類の液体の薬品を混ぜ合わせると、

白く色が変わり、大きく膨らんで固まる様子に参

加した小学生や保護者は驚いていました。 

 できあがったスポンジに絵の具やカラーペン

を使って着色した後、ビーズやアクセサリーパー

ツでデコレーションすると、オリジナルのカップ

ケーキ風のマスコットができあがりました。 

 工作を楽しむだけでなく、二酸化炭素や酸素な

ど気体の仕組みや、人や地球への影響についても

学びました。小学生には少し難しい部分もありま

したが、みんな一生懸命聞いていました。 

 学校の授業では理科が始まっていない低学年

の子も、学年が上がって理科の授業を受けるのが

楽しみだと話していました。 

ペペペペ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「食育×科学食育×科学食育×科学食育×科学    れしぴれしぴれしぴれしぴ研究所研究所研究所研究所」の」の」の」の天野麻友美氏天野麻友美氏天野麻友美氏天野麻友美氏を講師に迎えを講師に迎えを講師に迎えを講師に迎え、、、、小学生と保護者が小学生と保護者が小学生と保護者が小学生と保護者が化学反応を楽化学反応を楽化学反応を楽化学反応を楽

ししししみながら学んでカップケーキ風のマスコットを作成しました。みながら学んでカップケーキ風のマスコットを作成しました。みながら学んでカップケーキ風のマスコットを作成しました。みながら学んでカップケーキ風のマスコットを作成しました。    

［［［［8888 月月月月 7777 日日日日（日）（日）（日）（日）午前コース：午前コース：午前コース：午前コース：午前午前午前午前１１時～１１時～１１時～１１時～午後午後午後午後００００時時時時３０３０３０３０分分分分    午後コース：午後コース：午後コース：午後コース：午後午後午後午後３３３３時～４時３０分時～４時３０分時～４時３０分時～４時３０分］］］］    

☆子ども講座「二酸化炭素の実験で作る！ふわふわカップケーキ風のマスコット」☆    

赤羽文化ひろば「写真展」開催赤羽文化ひろば「写真展」開催赤羽文化ひろば「写真展」開催赤羽文化ひろば「写真展」開催しましたしましたしましたしました！！！！    

講座開催報告講座開催報告講座開催報告講座開催報告 赤羽文化センター 

日 時：７月２４日（日）～３０日（土） 午前１０時～午後４時 

会 場：赤羽文化センター ロビー 

実 施：サンアートフォトクラブ 

≪実施団体の声≫ 

新型コロナウイルス感染症などで大変でしたが、 

今年も写真展を開催できて良かったです。 

 
≪参加者の感想≫ 

・ふわふわしててたのしかった。 

・工作をしながら、二酸化炭素や発泡ウレタンの

ことを学べてとてもうれしかった。 

・実験をしたり、膨らんだり、つけたり塗ったり

するのが楽しかったです。 

・マスコット作りが楽しかったです。 

≪参加者の感想≫ 

・実験形式が初めてのことだったのですが、楽し

そうでした。 

・科学について子どもと楽しく学びながら工作も

できて良かったです。 

・親子で楽しい時間を過ごすことができました。 

・積極的に発言していたので楽しそうでした。 

オリジナルカップケーキ風

マスコットのできあがり！ 



4 センターだより 58 号 2022.9 

ペペペペ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「パンプロパンプロパンプロパンプロファファファファクトリクトリクトリクトリーーーー」の」の」の」の渡辺千春氏、梅村昇史氏渡辺千春氏、梅村昇史氏渡辺千春氏、梅村昇史氏渡辺千春氏、梅村昇史氏を講師に迎えを講師に迎えを講師に迎えを講師に迎え、、、、お話しづくりお話しづくりお話しづくりお話しづくりからからからから絵を絵を絵を絵を

描くところまで描くところまで描くところまで描くところまで自由に表現し自由に表現し自由に表現し自由に表現し、、、、自分だけの自分だけの自分だけの自分だけのオリジナル絵本を作りました。オリジナル絵本を作りました。オリジナル絵本を作りました。オリジナル絵本を作りました。                                    

［［［［8888 月月月月 12121212 日日日日（（（（金金金金））））    午後１時３０分～３時３０分午後１時３０分～３時３０分午後１時３０分～３時３０分午後１時３０分～３時３０分］］］］    

☆子ども講座「世界にひとつ、この夏の一冊！絵本作り」☆    

じゃばら折りの台紙から６ページの絵本を作

成する本講座では、区内の小学生１４名が参加

しました。緊張の面持ちであった子どもたちで

したが、講師が絵本作りの工程を説明をしなが

ら、イラストをすらすらと描くと、笑みがこぼれ

ていました。 

まずは、自分だけの話のテーマを決め、あらす

じを考えます。下書きをびっしりと書き綴る子

もいれば、すぐにカラーペンを手に取り、絵を塗

り進めながら話のイメージを膨らませていく子

もいます。飼っている犬が登場する話、擬人化さ

れた宇宙や地球の話、この夏に参加したキャン

プの話などなど。 

その後は、色鉛筆、ペン、シールや折り紙な

どのいろいろな道具・材料を自由に選んで、描

き進めます。図鑑を広げて昆虫の細部を確認し

たり、イラストの一部に包装紙を使用したり、

工夫する姿が見られました。 

最後に自分で選んだ色の画用紙でカバーをか

け、本の題名と作者の名前を描いたらできあが

り！書店の本のように帯を巻く子や「はつばい

ちゅう！」のポスターを作成する子もいました。 

 完成した絵本を並べ、講師から１冊ずつ講評

がありました。「優しい気持ちになるストーリー

だね」「絵と吹き出しのデザインが統一されてい

るね」など、講師からのたくさんの誉め言葉に

子どもたちの晴れやかな表情が印象的でした。 

 
６月２６日（日）に実施された区民講座「たきまるミーティング『地域で楽しむ交流会！』～涼を演出 

する・押し花でつくる my ちどりうちわ～」から、講師の友田 さく子氏のもと、新しいサークルが活動を 

始めました。 

  
 

講座開催報告講座開催報告講座開催報告講座開催報告 滝野川文化センター 

≪参加者の感想≫ 

・おもしろいおはなしか、楽しいおはなしか、さいご

をどうするか考えた所がおもしろかったです。 

・自分で文章を考えてそれを形にすることが、おも

しろかったです。 

・自分のゆめをさがすヒントになると思って、いい

なと思いました。 

・ここは、ほんとうにたのしいところでした。 

 

 

区民区民区民区民講座から講座から講座から講座から誕生した誕生した誕生した誕生したサークルのご紹介サークルのご紹介サークルのご紹介サークルのご紹介    

    

◇活動日時：第３日曜日（２ヶ月に一回） 

午前１０時～正午 

◇会  費：１,５００円/月 

◇サークルより：押し花、ドライ・プリザーブの 

花を使って、季節にあった作品をつくります。 

８月２１日（日）の作品「押し花でクリアファイルを飾ろう」 

 

花あそび花あそび花あそび花あそび    



5 
センターだより 58 号 2022.9 
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▲第▲第▲第▲第２１２１２１２１回（回（回（回（HHHH２６２６２６２６....５５５５月）参加月）参加月）参加月）参加者者者者１１７１１７１１７１１７名名名名    

 
「歩くことは生きること！」「歩くことは生きること！」「歩くことは生きること！」「歩くことは生きること！」    正しく正しく正しく正しく美しい歩き方で安全美しい歩き方で安全美しい歩き方で安全美しい歩き方で安全・・・・活動的な毎日を過ごしませんか。活動的な毎日を過ごしませんか。活動的な毎日を過ごしませんか。活動的な毎日を過ごしませんか。    

① 基本編・・・日時：10 月 8 日・22 日 各土曜 午前 10 時～11 時 30 分  

内容：基本の姿勢（立ち方、目線）・身体の脱力・手足のスイング・足指で地面をつかむ他 

② 発展編・・・日時：11 月 12 日・26 日 各土曜 午前 10 時～11 時 30 分  

内容：全身バランス・早歩き（分速 100m 以上）・足の故障予防・リラグゼーション他 

【参加費】1 コース 2,000 円（2 回分・保険料含む）2 コース 4,000 円（4 回分・保険料含む） 

【定 員】各 12 名 

※詳細は中央公園文化センターにお問い合わせください。※詳細は中央公園文化センターにお問い合わせください。※詳細は中央公園文化センターにお問い合わせください。※詳細は中央公園文化センターにお問い合わせください。    

▲▲▲▲HHHH２８２８２８２８....５５５５    

中央公園文化センターの中央公園文化センターの中央公園文化センターの中央公園文化センターの人気講座人気講座人気講座人気講座「歌声喫茶」「歌声喫茶」「歌声喫茶」「歌声喫茶」。。。。コロナ下で開催を見合わせて来ましたが、コロナ下で開催を見合わせて来ましたが、コロナ下で開催を見合わせて来ましたが、コロナ下で開催を見合わせて来ましたが、

2222 年半ぶりに年半ぶりに年半ぶりに年半ぶりに感動の再開を果たしました。感動の再開を果たしました。感動の再開を果たしました。感動の再開を果たしました。［［［［6666 月月月月２５２５２５２５日日日日（土）（土）（土）（土）    午後午後午後午後 2222 時～時～時～時～3333 時１５時１５時１５時１５分分分分］］］］    

☆特別講座「歌声喫茶～懐かしの歌を歌おう～夏、復活の歌声～」☆    

「歌声喫茶～懐かしの歌を歌おう～」は、２０１０

年（平成２２年）３月６日に初めて開講した中央公

園文化センターの特別講座です。開講から１２年間

で５０回開催、参加者は延べ４,８５６名、応募者は

７,９２３名にのぼります。  

唱歌や歌謡曲等から参加者のリクエストをもと

に選曲し、ピアノとギター伴奏で約３０曲を歌うプ

ログラムで、歌唱指導は峰崎松根氏、戸澤千夏氏。

ピアノ伴奏は山本祥二氏、ギター伴奏は竹山祥治氏

（文化センター元施設長）と戸澤氏です。 

戸澤氏の歌のエピソードや時代背景を交えた曲

紹介や、手話の振り付き曲は大人気です。また、長

年、グリークラブ活動をされてきた峰崎氏の温かく

響く声は、歌が大好きな参加者に愛されてきまし

た。ところが、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大のために、「皆で集まって歌えない日々」が到来。 

２年半の歌えないときを経て、マスク着用・

検温・定員３０名に減員しやっと復活を果たし

ました。 恒例の最後の曲「ふるさと」では、涙

を流して歌う方もいて、「歌声喫茶」復活を心か

ら喜んでくださいました。次回は１０月２２日

（土）です。歌を歌って元気になりましょう。 

講座開催報告講座開催報告講座開催報告講座開催報告 特別講座 

≪参加者の感想≫ 

・久しぶりの歌声で、声が出るか心配でした。 

・2 年半ぶりに大きな声で歌い、元気が出ました。 

・ピアノ伴奏で歌えて、ぜいたくでした。 

・2 人の先生のリードが良く、歌いやすかった。 

・癒される歌、元気をもらえる歌、懐かしい歌、いろ

いろあって楽しいひとときでした。 

・マスクなしで歌える日が来ることを願っています。 

・久しぶりに大声で歌うことができ、幸せでした。 

▲▲▲▲左から左から左から左から峰崎峰崎峰崎峰崎氏氏氏氏、、、、戸澤戸澤戸澤戸澤氏氏氏氏、、、、竹山竹山竹山竹山氏氏氏氏、、、、山本山本山本山本氏氏氏氏    

            中央公園文化センター中央公園文化センター中央公園文化センター中央公園文化センター「もっと楽に！もっと自由に！「もっと楽に！もっと自由に！「もっと楽に！もっと自由に！「もっと楽に！もっと自由に！    みんなの歩き方クリニック」みんなの歩き方クリニック」みんなの歩き方クリニック」みんなの歩き方クリニック」    

                講師講師講師講師    馬渕馬渕馬渕馬渕    正彦氏正彦氏正彦氏正彦氏（元公立中学保健体育教員（元公立中学保健体育教員（元公立中学保健体育教員（元公立中学保健体育教員    長年、陸上競技の指導に携わる。）長年、陸上競技の指導に携わる。）長年、陸上競技の指導に携わる。）長年、陸上競技の指導に携わる。）    

 

▲復活第▲復活第▲復活第▲復活第 1111 回（回（回（回（RRRR４４４４....６６６６月月月月２５２５２５２５日）日）日）日）    

参加参加参加参加者者者者３３３３３３３３名名名名    

10・11 月開催 



サークル紹介  

6 センターだより 58号 2022.9 

 
［本号の表紙を担当］サンアートフォトクラブ 
★表紙は、今年の紫陽花の季節に「飛鳥山公園」側から「王子駅」に向かって撮影された写真です。 

 

私たちは、北区・板橋区・豊島区を中心に 6名の会員と、プロの写真家を顧問に迎えて活動する写真クラブ

です。今年で 24年目を迎えました。毎月、「撮影会」では写し方、構図、カメラの設定の指導、「例会」で

は、作品の講評、写真、カメラ、写真撮影に必要な機材に関する講義や説明を顧問が行います。例会は、第

4 土曜日の午後、撮影会は第 2日曜日に開催します。例会の場所は、前月の例会で撮影会の場所と共に決定

します。例会の後は、懇親会(反省会、これも楽しみの一つ) も行います。また、泊りでの撮影会も行いま

す。写真展を年に数回、赤羽文化センターなどで開催しています。（今年の様子は、3ページ参照。） 

 

 

和紙ちぎり絵の会 

 

赤羽文化センター主催の区民講座から発足した自主グループで、『和紙ちぎり絵の会』として 2020年 10 月

より、活動を開始しました。絵心が無くて、苦手でも大丈夫。風景、花、動物など、先生が丁寧に指導して下

さいます。興味のある方はお気軽に見学にお越しください。 

写真が好きな方は、誰でも入会できます。プロ写真家による

指導があります。例会は、見学自由です。 

（写真右から 3 番目が表紙撮影の藤原さん） 

●活動日 毎月第 4 土曜日 

●時 間 午後 1 時 30 分～5 時 

●入会金 なし 

●月会費 3,000 円 

［詳しくは、赤羽文化センターへ。］ 

 

サークル紹介 

絵画、工芸、書道、写真、コーラス、楽器演

奏、パソコン、語学、健康体操、ダンス、茶

道、料理など、多くのサークルが文化センター

で学び・活動しています。 

イキイキと楽しく活動されているサークルの 

様子を紹介します。 

コロナ禍の中、赤羽文化センターまつりが３年ぶりに開催さ

れます。私たちの作品も初めて展示されます。是非見学にい

らしてください。 

●活動日 毎月第 1・3 土曜日 

●時 間 午前 10 時～正午 

●入会金 500 円 

●月会費 4,000 円(材料費含む) 

［詳しくは、赤羽文化センターへ。］ 

 

赤羽 



サークル紹介  

7 センターだより 58号 2022.9 

中央 
公園 

中央 
公園 

茶道グループ裏千家めぐみ会 

 

 

めぐみ会は結成 42年目です。 

現在、高浜先生のご指導のもと、和気あいあいと茶道のお稽古を 

しています。 

コロナ禍で、自分でお点前をして点てたお茶を自分で飲むように 

したり、使い捨ての茶巾をお点前に使ったりと、試行錯誤しながら 

細心の注意を払いお稽古をしています。 

 

 

秀
しゅう

雪会
せつかい

 

 

創部 26年目の本会は、毎月第 2・第 4日曜日に学習と情報交換の場として 

開催しています。作品発表は、正月に王子カルチャーロードギャラリーで 

「干支展」、5月頃「摸刻展」、9月の「文化センター祭」での展示（作品 

の印譜作成）。また、「篆刻美術館」や「書道博物館」へ見学にも出かけて 

います。指導者はおりません。私たちの活動は、模刻、印譜、瓦当拓本等を 

通じての自主学習です。印稿の検討と雑学交流の場になっています。 

めぐみ会は、お点前など飲食を伴うため、コロナ禍です

が、少しずつ注意しながらお稽古を始めています。茶道に

ご興味のある方はお待ちしています。 

●活動日 毎月第 1・2・3火曜日 

●時 間 午前 9 時～午後 4時 

●入会金 なし 

●月会費 4,000 円 

［詳しくは、中央公園文化センターへ。］ 

印章は印材に文字を彫る篆刻で作ります。文字の印に限る 

ことなく紀元前 5 千年のメソポタミアで生まれた時の様に、

文様や絵の印章も作って、絵手紙や封印等に使い、今に使え

る篆刻を目指しています。 

●活動日 毎月第 2・4 日曜日 

●時 間 午前 10 時～正午 

●入会金 なし 

●月会費 500 円 

［詳しくは、中央公園文化センターへ。］ 



サークル紹介  

8 センターだより 58号 2022.9 

オカリナサークル「アンデスの風」 

 

 

土でできた、オカリナを練習しています。結成 20年前 

当時から、オカリナ奏者聖
せい

花
か

先生の指導のもと、楽しく 

無理なく続けましょうと、今日までやってきました。 

指と楽譜を見る脳トレ、呼吸で肺を強化できます。 

あこがれの曲を吹くことができた時のよろこびは大きいです。 

皆と合奏する楽しさも味わっています。 

 

 

北版会
ほくはんかい

 

 

［撮影日に出席していた 10名（会員数は 11 名）］ 

 

北版会では、毎月第１土曜日に、日本板画院所属の渡辺一松氏に講師を 

依頼して、木版での表現活動を楽しんでいます。 

従来からの制作様式も学び取り入れながらも、一枚の版面を彫り～摺るの 

連続でできる表現様相を楽しむ活動を中心に学習しています。 

また、他の凸凹面の活用や他の表現とのコラボも工夫しています。 

楽器を始めたい方にとってオカリナは最適です。一人で練習

するのは心細いものです。ぜひ見学に来てください。手ぶら

で大丈夫です。事前にご連絡ください。 

●活動日 毎月第 2・4 水曜日 

●時 間 午前 10 時～正午 

●入会金 5,000 円 

●会 費 1 回 2,000 円 

［詳しくは、滝野川文化センターへ。］ 

 

平成 12 年より活動し、23年になります。渡辺先生ご指導の

もと版画を楽しんでいます。木版画等一枚の版面を彫り～摺る

の連続です。初めての方大歓迎です。お気軽にお越しください。

●活動日 毎月第 1 土曜日 

●時 間 午前 9 時～正午 

●入会金 なし 

●月会費 2,500 円 

［詳しくは、滝野川文化センターへ。］ 

滝野川 

滝野川 



9 センターだより 58 号 2022.9 

[[[[申込記入例申込記入例申込記入例申込記入例]]]]    ※※※※申込申込申込申込・問合せ・問合せ・問合せ・問合せ先は最終面をご確認ください先は最終面をご確認ください先は最終面をご確認ください先は最終面をご確認ください。。。。 

●いただいた個人情報は、目的以外に使用いたしません。 

●本人以外やお子さま連れの参加はできません。 

●お申込みは 1 講座につき 1 人 1 通。記入不備は無効。 

●消える（消せる）ペンでの記入はご遠慮ください。 

※ご不明な点は、各文化センターにお問合せください。 

☆☆☆☆ご参加の際は、マスクの着用や咳エチケット、手洗い等の感染症予防ご参加の際は、マスクの着用や咳エチケット、手洗い等の感染症予防ご参加の際は、マスクの着用や咳エチケット、手洗い等の感染症予防ご参加の際は、マスクの着用や咳エチケット、手洗い等の感染症予防    

対策にご協力をお願いします。対策にご協力をお願いします。対策にご協力をお願いします。対策にご協力をお願いします。また、延期や中止となる場合があります。また、延期や中止となる場合があります。また、延期や中止となる場合があります。また、延期や中止となる場合があります。 

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

 

 

問合せ問合せ問合せ問合せ    

申込先申込先申込先申込先 

講座名講座名講座名講座名    

▼対象▼対象▼対象▼対象((((区内在住・在勤・在学区内在住・在勤・在学区内在住・在勤・在学区内在住・在勤・在学)))) 

日時日時日時日時    

▼申込締切▼申込締切▼申込締切▼申込締切((((必着必着必着必着)))) 

講師講師講師講師 費用費用費用費用 

申込方法申込方法申込方法申込方法    

((((記入例参照記入例参照記入例参照記入例参照)))) 

中央公園 

文化センター 

区民講座「知ろう！考えよう！やってみ

よう！にほんごボランティア」 

▼講座終了後ボランティアとして▼講座終了後ボランティアとして▼講座終了後ボランティアとして▼講座終了後ボランティアとして    

活動でき、原則全回参加できる方活動でき、原則全回参加できる方活動でき、原則全回参加できる方活動でき、原則全回参加できる方    

10/8～12/3(11/12 を 

除く)毎週土曜 計 8 回 

午後 2 時～4 時 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：9/309/309/309/30((((金金金金))))    

日本語教育コンサル

タント 

鈴木信之氏 

無料 

はがき・FAX 

電話・窓口 

区民講座「初めての陶芸！楽しい陶芸！

わくわく陶芸！」 

※オリジナルのマグカップを制作 

▼小学生以上の方▼小学生以上の方▼小学生以上の方▼小学生以上の方    

10/9～11/6(10/23 を 

除く)毎週日曜 計 4 回 

午前 10 時～正午 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：9/309/309/309/30((((金金金金))))    

陶芸教室サカイ工房 

酒井智子氏 

1,040 円 

(教材費・ 

保険料) 

往復はがき 

区民講座「にこにこカフェ～ママパパの

学びと交流の場～こころもからだもリフ

レッシュ！親子ヨガ」 

▼小・中学生のお子さん▼小・中学生のお子さん▼小・中学生のお子さん▼小・中学生のお子さんとととと保護者保護者保護者保護者    

10/15(土) 

午後 2 時～3 時 30 分 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：10/710/710/710/7((((金金金金))))    

ヨガガイド 

たけもとようこ氏 

20 円 

(保険料 1 組

2 名分) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

特別講座「歌声喫茶～懐かしの歌を歌お

う～秋の歌～」 

10/22(土) 

14:00～15:15 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：10/610/610/610/6((((木木木木))))    

山本祥二氏 

峰崎松根氏 

戸澤千夏氏 

1.000 円 

(飲物付) 

往復はがき 

(リクエスト曲

も記入) 

区民講座「トライ！60 歳以上のオンラ

イン(Zoom)講座」 

▼▼▼▼60606060 歳以上で、パソコンの基本操作が歳以上で、パソコンの基本操作が歳以上で、パソコンの基本操作が歳以上で、パソコンの基本操作が

できるメールアドレスをお持ちの方できるメールアドレスをお持ちの方できるメールアドレスをお持ちの方できるメールアドレスをお持ちの方 

10/26～12/14(11/23

を除く)毎週水曜 計 7 回 

午前 9 時 30 分 

～11 時 30 分 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：10/1810/1810/1810/18((((火火火火))))    

きゅりっと講師 

斎藤重喜氏 

800 円 

(テキスト代) 

往復はがき・ 

E メール 

［E メール］ cccchubunhubunhubunhubun----kouza@kitakouza@kitakouza@kitakouza@kita----bunka.combunka.combunka.combunka.com ※パソコンのメールアドレスからお申し込みください。 

赤羽 

文化センター 

区民講座「親子で学ぶカサ作りワークシ

ョップ～My カサを作って、リサイクルと

環境問題を考えよう～ 

▼小学生と保護者▼小学生と保護者▼小学生と保護者▼小学生と保護者    

    ((((保護者保護者保護者保護者 1111 名につき小学生名につき小学生名につき小学生名につき小学生 2222 名まで名まで名まで名まで)))) 

10/29(土) 

午前 10 時～11 時 30 分 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：10/1110/1110/1110/11((((火火火火))))    

株式会社サエラ 

西山雄馬氏 

1,430 円 

(傘 1 本分) 

はがき・FAX・

窓口 

(希望の傘のサイ

ズ 50 ㎝または

55 ㎝も記入) 

滝野川 

文化センター 

特別講座「ハイドロカルチャーで多肉植

物を育ててみなせんか」 

10/23・30 各日曜 

計 2 回 午前 10 時～正午 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：10/710/710/710/7（金）（金）（金）（金）    

NPO 法人日本多肉

植物の会理事 

早川大二郎氏 

4,500 円 

(受講料・材

料費全回分) 

はがき・FAX 

電話・窓口・ 

E メール 

［E メール］ takitakitakitakibunkouza@kitabunkouza@kitabunkouza@kitabunkouza@kita----bunka.combunka.combunka.combunka.com  

 

 

問合せ問合せ問合せ問合せ    

申込先申込先申込先申込先 

講座名講座名講座名講座名    

▼対象▼対象▼対象▼対象((((区内在住・在勤・在学区内在住・在勤・在学区内在住・在勤・在学区内在住・在勤・在学)))) 

日時日時日時日時    

▼申込締切▼申込締切▼申込締切▼申込締切((((必着必着必着必着)))) 

講師講師講師講師 費用費用費用費用 

申込方法申込方法申込方法申込方法    

((((記入例参照記入例参照記入例参照記入例参照)))) 

中央公園 

文化センター 

区民協働講座 

「心身のリフレッシュ！瞑想講座」 

▼▼▼▼18181818 歳以上の方歳以上の方歳以上の方歳以上の方    

11/2～16 毎週水曜 

計 3 回 午前 10 時 20 分

～11 時 40 分 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：10/2510/2510/2510/25((((火火火火))))    

金井メソッド瞑想公

認インストラクター 

木村寿行氏 

［協力］瞑想の会 

無料 

はがき・FAX 

電話・窓口 

区民講座「北区の自然～中央公園に生息

している植物をとりまく環境について学

ぼう～」 

11/4・11 各金曜 

計 2 回 午前 10 時～正午 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：10/2710/2710/2710/27((((木木木木))))    

北区エコリーダーの

会 丁

ちょう

祐介氏 

10 円 

(保険料) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

区民協働講座 

「若さの秘訣は太極拳」 

11/8～12/27 

毎週火曜 計 8 回 

午前 10 時～11 時 40 分 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：11/1(11/1(11/1(11/1(火火火火)))) 

中国玲

れい

華

か

太極拳 

候

ほう

金

ちん

玲

りん

氏 

[協力] 

北区太極拳愛好会 

80 円 

(保険料) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

区民協働講座 

「親しみのある歌謡曲・演歌にあわせて

楽しく踊りましょう！（新舞踊）」 

11/10～24 

毎週木曜 計 3 回 

午後 1 時 30 分～4 時 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：11/211/211/211/2((((水水水水)))) 

早乙女会代表 

大久保久美子氏 

[協力] 

早乙女会 

無料 

はがき・FAX 

電話・窓口 

 

１０月 

１１月 

①講座名 

②郵便番号・住所 

※北区にお住まいではな

い方で、在勤の方は勤務

先、在学の方は学校名・

学年を記入 

③氏名(ふりがな) 

 

④年齢 

 

⑤電話番号(FAX 番号) 

⽂
化
セ
ン
タ
名

 

⽂
化
セ
ン
タ

の
住
所

 



10 センターだより 58 号 2022.9 

問合せ問合せ問合せ問合せ    

申込先申込先申込先申込先 

講座名講座名講座名講座名    

▼対象▼対象▼対象▼対象((((区内在住・在勤・在学区内在住・在勤・在学区内在住・在勤・在学区内在住・在勤・在学)))) 

日時日時日時日時    

▼申込締切▼申込締切▼申込締切▼申込締切((((必着必着必着必着)))) 

講師講師講師講師 費用費用費用費用 

申込方法申込方法申込方法申込方法    

((((記入例参照記入例参照記入例参照記入例参照)))) 

中央公園 

文化センター 

区民協働講座「はじめてのプリザーブド

フラワーアレンジメント」 

11/15～3/28 毎月第 3 火

曜(最終日のみ第 4) 計 5 回 

午前 10 時～11 時 30 分 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：10/3010/3010/3010/30((((日日日日))))    

フラワーアレンジメン

ト イ ン ス ト ラ ク タ ー 

和久井千香子氏 

[協力]フラワーサー

クルあねもね 

12,500 円 

(教材費 

全回分) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

区民講座 

「大人の宇宙講座～秋の星空から宇宙の

果てまで～」 

▼初めて申込みされる方優先▼初めて申込みされる方優先▼初めて申込みされる方優先▼初めて申込みされる方優先 

11/17(木) 

午前 10 時～正午 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：11/911/911/911/9((((水水水水))))    

天文学普及プロジェ

クト「天プラ」 

高梨直紘氏 

無料 往復はがき 

PC 特別講座 

「お楽しみ PC サロン」 

▼▼▼▼PCPCPCPC の基本操作ができる方の基本操作ができる方の基本操作ができる方の基本操作ができる方    

11/17(土) 

午後 2 時～4 時 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：11/811/811/811/8((((火火火火))))    

堀愛弓氏 1,800 円 

はがき・FAX 

電話・窓口 

特別講座「“ときめく愛ブック”作りワー

クショップ」 

▼ＰＣの基本操作ができる方▼ＰＣの基本操作ができる方▼ＰＣの基本操作ができる方▼ＰＣの基本操作ができる方    

11/19・26 

各土曜 計 2 回 

午後 2 時～4 時 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：11/911/911/911/9((((水水水水))))    

フリーランス編集者 

いとう啓子氏 

3,000 円 

(受講料・

PC 使用料

含む) 

はがき・FAX 

電話・窓口・ 

E メール 

［E メール］ cccchubunhubunhubunhubun----kouza@kitakouza@kitakouza@kitakouza@kita----bunka.combunka.combunka.combunka.com 

赤羽 

文化センター 

PC 特別講座Ⅴ期「Excel 中級～関数 

(SUM・IF・VLOOKUP)・条件付書式・

ワークシートの操作他～」 

▼▼▼▼PCPCPCPC の基本操作がの基本操作がの基本操作がの基本操作ができる方できる方できる方できる方    

11/2～30(11/23 を除く) 

毎週水曜 計 4 回 

午後 6 時 30 分～8 時 30 分 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：10/2410/2410/2410/24((((月月月月))))    

堀愛弓氏 8,000 円 

はがき・FAX 

電話・窓口 

［E メール］ aaaakabunkouza@kitakabunkouza@kitakabunkouza@kitakabunkouza@kita----bunka.combunka.combunka.combunka.com 

区民講座 

「光を楽しむペーパークラフト 紙のス

テンドグラス『ローズウィンドウ』」 

11/18～2/17 

毎月第 3 金曜 計 4 回 

午前 9 時 30 分～正午 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：10101010////31313131((((月月月月))))    

日本ローズウィンド

ウ協会認定講師 

奥村奈美余氏 

6,000 円 

程度(教材費

全回分) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

特別講座 

「きたくあかばね講談会第 6 回 

～講談を聴こう！小春日和の講談会～」 

11/20(日) 

午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：11/811/811/811/8((((火火火火))))    

[出演］ 

神田紅純氏 

田辺いちか氏 

1,000 円 

(小中校生は 

800 円) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

区民講座「日本の伝統文化『茶道の心得』

これを知っておけば招かれても安心 

（江戸千家）」 

11/21～12/5 

毎週月曜 計 3 回 

午前 10 時 30 分～正午 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：11/711/711/711/7((((月月月月))))    

北区茶華道連盟 

月尾宗君氏 

1,000 円 

程度 

(教材費) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

区民協働講座「『楽しい！』・『面白い！』

を共有しよう！Zoom でコミュニケーシ

ョン」▼▼▼▼20202020 歳以上で歳以上で歳以上で歳以上で PCPCPCPC の基本操作がの基本操作がの基本操作がの基本操作が

できる方できる方できる方できる方    

11/19～12/10 毎週土曜 

計 4 回 

午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：10101010////31313131((((月月月月))))    

山城純子氏 

[協力] 

ビビット PC クラブ 

無料 

往復はがき 

(受講動機、講

座で知りたい

ことも記入) 

子ども講座「親子で学ぶ～おもてなしの

心を知る茶道体験～」 

▼小・中学生▼小・中学生▼小・中学生▼小・中学生と保護者と保護者と保護者と保護者(2(2(2(2 名１組名１組名１組名１組))))    

11/27(日) 

午前 10 時 30 分～正午 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：11/111/111/111/16666((((水水水水))))    

緑和会 [協力]赤羽

文化センター利用団

体連絡協議会 

600 円 

(教材費 

１組分) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

区民協働講座 

「手縫いでオリジナルの浴衣を仕立てま

しょう！」 

11/29～2/14 

各火曜 計 8 回 

午後 6 時 30 分～8 時 30 分 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：11/11/11/11/16161616((((水水水水)))) 

藤本正子氏 

[協力] 若葉会 

200 円 

(教材費) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

滝野川 

文化センター 

 

区民協働講座「韓国ドラマをもっと楽し

むために～韓国語を学びましょう～」 

▼▼▼▼20202020 歳以上の方歳以上の方歳以上の方歳以上の方    

11/9・16 各水曜 計 2 回 

午後 2 時～3 時 30 分 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：10101010////25252525((((火火火火))))    

麻生水緒氏 

[協力] 

ハングルカフェ 

無料 往復はがき 

区民講座「たきまるミーティング『地域

で楽しむ交流会！』陸のカーリング『ユ

ニバーサルカーリング』で誰でも一緒に

楽しもう！」▼小学生以上の方▼小学生以上の方▼小学生以上の方▼小学生以上の方 

11/19～12/3 

毎週土曜 計 3 回 

午前 10 時～正午 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：11/411/411/411/4((((金金金金))))    

日本ユニカール協会

普及指導員 

石井功樹氏 

30 円 

(保険料) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

区民講座「手指の運動で脳トレ～可愛ら

しいペーパークイリングでクリスマスカ

ードを作りましょう～」 

11/29(火) 

午後 1 時 30 分～3 時 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：11/1511/1511/1511/15((((火火火火))))    

ぷらっとほーむ滝野

川東 介護予防運動

指導員 清水幸枝氏 

110 円程度 

(教材費・ 

保険料) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

 

 

 

問合せ問合せ問合せ問合せ    

申込先申込先申込先申込先 

講座名講座名講座名講座名    

▼対象▼対象▼対象▼対象((((区内在住・在勤・在学区内在住・在勤・在学区内在住・在勤・在学区内在住・在勤・在学)))) 

日時日時日時日時    

▼申込締切▼申込締切▼申込締切▼申込締切((((必着必着必着必着)))) 

講師講師講師講師 費用費用費用費用 

申込方法申込方法申込方法申込方法    

((((記入例参照記入例参照記入例参照記入例参照)))) 

中央公園 

文化センター 

区民講座「世界遺産の魅力！～『アンコ

ールの遺跡群』及び東南アジアの文化遺

産～」 ▼初めて申込みされる方優先▼初めて申込みされる方優先▼初めて申込みされる方優先▼初めて申込みされる方優先 

12/8(木) 

午前 10 時 30 分～正午 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：11/3011/3011/3011/30((((水水水水))))    

NPO 法人世界遺産

アカデミー認定講師 

岩本潔明氏 

無料 往復はがき 

赤羽 

文化センター 

区民講座 

「クリスマスと新年を華やかに飾りまし

ょう～基本のいけばな（草月流）～」 

12/4～18 

毎週日曜 計 3 回 

午後 1 時 30 分～3 時 

▼締切：▼締切：▼締切：▼締切：11/2111/2111/2111/21((((月月月月))))    

北区茶華道連盟・ 

草月流理事 

伊藤萩和氏 

5,000 円 

程度 

(教材費) 

はがき・FAX 

電話・窓口 

 

１２月 



 

3333 年年年年ぶぶぶぶりの開催に向けて準備を進めていますりの開催に向けて準備を進めていますりの開催に向けて準備を進めていますりの開催に向けて準備を進めています！！！！    

文化センター祭（まつり）文化センター祭（まつり）文化センター祭（まつり）文化センター祭（まつり） 

 

文化センター祭（まつり）は、日ごろの学習成果の発表と来場された方との交流を楽しむことを目的に、

各文化センター利用団体連絡協議会と北区教育委員会が共催で開催しているイベントです。 

令和 2 年度と 3 年度は、安全を最優先し開催を中止いたしました。令和 4 年度は、安全・安心に開催で

きることを目指して準備を進めています。（中央公園文化センター祭は盛況のうちに終了いたしました。） 

★開催の有無やプログラム内容は、文化センターHP でご案内いたします。 

 

［開催予定］［開催予定］［開催予定］［開催予定］    

◆中央公園文化センター◆中央公園文化センター◆中央公園文化センター◆中央公園文化センター（開催終了）（開催終了）（開催終了）（開催終了）    

 9 月 10 日（土） 午前 10 時～午後 5 時 

9 月 11 日（日） 午前 10 時～午後 4 時 

 

◆赤羽文化センター◆赤羽文化センター◆赤羽文化センター◆赤羽文化センター    

 10 月 15 日（土）午前 10 時～午後 5 時 

 10 月 16 日（日）午前 10 時～午後 4 時 

 

◆滝野川文化センター◆滝野川文化センター◆滝野川文化センター◆滝野川文化センター    

 11 月 12 日（土）午前 10 時～午後 4 時 

 11 月 13 日（日）午前 10 時～午後 4 時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 中央公園文化センター中央公園文化センター中央公園文化センター中央公園文化センター    赤羽文化センター赤羽文化センター赤羽文化センター赤羽文化センター    滝野川文化センター滝野川文化センター滝野川文化センター滝野川文化センター    

外観 

   

所在地 

〒114-0033 

北区十条台 1-2-1 

〒115-0055 

北区赤羽西 1-6-1-301 

パルロードⅡ 3 階 

〒114-0024 

北区西ヶ原 1-23-3 

（滝野川会館内 2・3 階） 

電 話 03-3907-5661 03-3906-3911 03-5394-1230 

F A X 03-3907-5666 03-3906-3915 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 

午前 9 時～午後 9 時 

※窓口受付時間は午後 7 時まで 

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・祝日 

年末年始(12/28～1/4) 

毎月第 3 火曜日 

年末年始(12/28～1/4) 

毎週月曜・祝日 

年末年始(12/28～1/4) 

アクセス 

 

・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 

 

・JR 赤羽駅西口下車 徒歩 2 分 

 

・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 

周辺地図 

  
 

 

中央公園中央公園中央公園中央公園    

文化センター文化センター文化センター文化センター    

中央公園  

パルロード 2 

赤羽文化センター：３赤羽文化センター：３赤羽文化センター：３赤羽文化センター：３FFFF    

⑪ 滝野川会館     

滝野川文化センター滝野川文化センター滝野川文化センター滝野川文化センター    

花と森の 

（上の写真は、今年度の中央公園文化センター祭の様子です。） 


