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〈山城純子さんの略歴・活動〉 
北区十条に生まれる。 
結婚による転居のため 7年勤めていた銀行を退職し長野県飯田市へ。 
夫の転勤に伴い埼玉県川口市へ。 
1998 年より パソコン教室にて再び働きだす。 
2000 年より 鳩ケ谷市・豊島区・川口市等の小中学校にて、IT サポーターとして活動           
2001 年より IT講習会をはじめとするパソコンインストラクターとして活動 
2002 年より 市町村主催のパソコン講習会講師 パソコンクラブ講師 
2007 年より 赤羽文化センターにて活動  
2009 年   大学入学 
2012 年より iPadクラブ開始 
2015 年 4月 一般社団法人 大人の小学校設立 
 
現在に至る 

 

今回は、赤羽文化センターでパソコンや iPad のサークルに携わっているほか、「子どもひろば」のボラン

ティアとして協力して下さっている、山城純子さんに“生きがい”について寄稿していただきました。 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ～わたしの生きがい～    山城
やましろ

 純子
す み こ

 

わたしの生きがいは 

学ぶこと（知識を知恵に変える実践）    

伝えること（学びを共有） 

関わる人に喜んでもらうこと（人の役に立つ）です。  
 

1998 年パソコン教室での受付のアルバイトを始める事で現在の生きがいに結びつく転機が訪れまし

た。受付事務を通してパソコンと向かい合うことになり、その面白さにのめり込んで行き、気が付くとイ

ンストラクターの道を歩むことになっていました。小中学校で ITサポーターとして子供たちと一緒に学習

する機会を与えられ、その後、IT 講習会の開催に伴い、地域の皆さんにパソコンの必要性や楽しさを伝え

ることとなりました。講習会が終了すると各地にパソコンクラブが立ち上がり、学校関係や川口メディア

セブン(中級パソコン講座)のお仕事に加えパソコンクラブの講師をする機会が増えていました。 

赤羽文化センターさんとのご縁は、「赤羽 PC クラブ」の当時の会長のお招きによるものでした。 

「赤羽 PC クラブ」から発生した「虹の会」「さくらクラブ」「ビビット PC クラブ」と 4つのパソコン

クラブとの関わりを通して生涯学習の大切さをより一層知ることができました。 

サークル活動は、エンドレスなわけですから皆さんに飽きずに継続的に学んでいただくための工夫が必

要になります。パソコンスキルを磨くだけではなく皆さんの心の変化や体調等を気遣う必要性も出てきた

わけです。そんな悩みが目覚めた頃、ちょうど娘が大学に入学しました。 

「そうだ私も女子大生になろう！」 

通信制の大学に通うことになりました。大学では心と身体と文化について考える機会に恵まれ、心身相関

といった考え方や心理学や脳科学を、学ぶうちにパソコンクラブでの私なりの指導方法が見えてきました。 

その頃、将来パソコンに代わるであろう新しいアイテムを手にすることになり、iPad を教科書がわりに多

目的学習を楽しくするコミュニケーションの場を提供していきたいと思いつき、賛同していただいた皆さ

んと「さくら iPad」「赤羽 iPad」を立ち上げ、現在はパソコンクラブ 2 つに加えて iPadクラブ 2つの

講師をさせていただいています。 

サークルの皆さんとワイワイガヤガヤやりながら楽しく学習することに幸せを感じています。そして、

皆さんの笑顔がある限り、これからも地域の生涯学習に取り組んでいきたいと思っています。 
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「子どもひろば」向けの、山城さん
の企画「iPad に触ってみよう」で、
子どもたちが iPad体験をしていま
す。 
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～子どもひろばを開催しました～ 
 
☆平成 29年度 中央公園文化センター 後期 子どもひろば 

 日 時：1月 28日 日曜日 午前 10時～午後 3時 

 プログラム数：２1   

参加ボランティア：23団体・個人ボランティア 

参加子ども数：約 300名 

 

子ども達が楽しみにして待ってくれている『子どもひろば』を 

開催しました。お天気には恵まれましたが雪が残る寒い中、午前 10時前には行列ができていました。冬の子ど

もひろばにだけ登場する「ゆきお」が、みなさんをお出迎えしました。さらに 2階ロビーで「ゆきお」の「お友

達名前投票」をおこないました。『ゆっき～』か『ゆきちゃん』か、投票の結果は、『ゆっき～』に決定しました！

来年の冬の子どもひろばには、『ゆきお＆ゆっき～』が、みなさんをお出迎えします。プログラムのほんの一部

ですが今回の子どもひろばの様子をご紹介します。 

☆朝早くからありがとう！プログラムが盛りだくさん。 ☆ぼくのお友達「ゆっき～」です。 

ゆきお 

☆将棋と復活碁はいつも人気です。   ボランティアの方と真剣勝負！ ☆スタンプ発見！ 

☆伝統芸能「南京玉すだれ」鑑賞のあとは 

 体験もしました。 

☆「カーレット」氷上のカー 

リングを手軽に楽しめる 

ゲームです。 

☆「パネルシアター」 

小さい子ども達に

大人気！ 

お知らせ 

～スポーツ吹矢中央公園同好会～ 

小・中学生向けの活動を始めます。 

活動日時：月 1回日曜日午後 1時～3時 

対象：小学 5年生～中学生 

会費：月/500円（道具込） 

＜問合わせ 中央公園文化センター＞ 

03-3907-5661（毎月曜日・祝日 休館） 

＜お問合せ先＞ 

中央公園文化センター 

03-3907-5661（月・祝休館） 

☆「スポーツ吹矢」静かに集中して心を落ち着かせてから的を

めがけてひと息で矢を飛ばします！最年少参加者は、開催日

の翌日に 2歳になる女の子でした。矢が飛びました！ 
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    ≪活動日時≫ 

第２・４木曜日     

午後 6時 30分～8時 30分 

     ≪会費≫ 

月／3,000円 

 

 

★第３２回赤羽文化センター子どもひろばを開催しました。☆★～～～～～～～～～～～～★☆ 

日 時：１２月３日（日） 午前１０時～午後３時 

参加者：４８５名 

文化センターで開催される子どもひろばは、ボランティアの皆さんが企画・運営をする、楽しいゲームやも

のづくりなどが体験できるイベントです。 

３２回目になる今回は、冬空のなかでも、寒さを吹き飛ばすような子どもたちの元気な声が赤羽文化センター

に一日中響き渡りました。 

午前１０時の開場前から、ワクワク顔の子どもたちは行儀よく列をつくって開場待ちをしており、この日を

楽しみに待っていたことがうかがえました。当日のプログラムは、１８プログラム。頭を悩ませながら、将棋

や復活碁をうったり、器用にビーズでクリスマスリースをつくったり、和室では、正座をして抹茶を点てる体

験をしたりなど、とても楽しんでいる姿が見受けられました。出来るだけ多くのプログラムをまわっている子、

１点集中で取り組んでいる子などさまざま。この冬の 1 日が彼ら彼女らの素敵な思い出のひとつになってく

れたことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
★講座から誕生したサークルを紹介します。☆★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～★☆ 

 
『チャレンジＰＣ木曜会』 
 

赤羽文化センター区民講座「初チャレンジ♪やさしいパソコン講座」（11 月 9 日～12 月１４日 毎週木

曜 計 6 回 午後 6 時 30 分～8 時 30 分開催）より誕生。講座は、参加者のほとんどがパソコン初心者と

いうこともあり、下野先生や補佐の堀江先生のやさしい指導のもと、電源のオン／オフから始まりゆっくりと

丁寧に、またみなさんのペースに合わせて進められました。毎回欠席者もほとんどなく、回を重ねるごとに和

気あいあいとした雰囲気が出始め、このまま継続してもっといろいろなことを学んでいきたいとの声が多く上

がりサークル誕生に至りました。誕生後は、先生を始めみなさんで、サークル名、活動日時、役割などを決め、

1月から活動しています。サークル活動は初めてという方も多くまだスムーズにはいかないようですが、お互

い協力しあって楽しく活動しているようです。                               

 

花をいけています…真剣！ 教わりながらアクセサリーづくりに挑戦！ 

 

 

パターゴルフです。高得点を狙っています！ 

 

お問い合わせは、赤羽文化センター     
TEL ０３-３９０６-３９１１ まで 
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来たＫＩＴＡオリパラプロジェクト特集！ 

～「世界」から学ぶ価値観の多様性～ 本当の“ゆたかさ・しあわせ”ってなんだろう？ 
 世界各国の地域に根ざした文化の個性と多様性を学び、真の豊かさと幸せとは何か、豊かな社会にとって大

切なことは何かをワークショップ形式で考えました。 

日時：12月 9日～1月 27日 各土曜 午前 10時～正午（第 4回のみ午前 10時 30分～午後 2時）  

計 5回 参加者：14名 

学習支援者：ＮＰＯ法人開発教育協会（ＤＥＡＲ） 八木亜紀子氏 

協   力：Kahal  ART  Group代表         カムロル・ハサン・リプー氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回 世界がもし 100 人の村だったら？ 
～世界の多様性と格差の現状を体験するワークシ

ョップ～ 

参加者と職員とで「18人の地球村」をつくり、

割り当てられた役割カードの人物になって、世界

の人口密度や高齢化、ＣＯ₂の排出量などをシミュ

レーションしました。「富の分配」体験では世界の

総人口を富裕層～貧困層の 5 

グループに分け、そこにお金 

に見立てたクッキーを分配し 

てみました。あまりの格差に 

みんなは愕然。最後は教材の 

元になった「世界がもし 100 

人の村だったら」を読んで、 

感想を発表し合いました。 

 

 

 

 

 

第２回  レヌカの学び 
～「わたし」の中にある“異文化”と“多様性”

に気づく～ 

 ネパール出身のレヌカさんが日本とネパールで

の体験をカードにした教材を使って、グループで意

見を出し合いながら「日本／ネパールに暮らすレヌ

カ」の仕分け作業を行いました。答え合わせを通し

て、「国」では 

なく「個」の視 

点によりそうこ 

との大切さや、 

自分の中の “固 

定概念”につい 

て気づき考えま 

した。 

第３回 「地球の食卓」から学ぶ目に見える文化・見えない文化 
～自分の中の「偏見」や「先入観」と向きあう～ 

 各国の標準的な家庭を例に、家族が１週間に食する食材と、その家族 

構成を写した写真から、どんな国・地域か、そこでの暮らし、宗教や産 

業についてグループで話し合いながら、予想してみました。その中で信 

仰している宗教が同じでも、習慣は国や地域により異なり多様であるこ 

とを学び、イスラム教への偏見や固定観念があることに気づきました。 

また、食事のときの「いただきます」は食べものや命の大切さへの感謝 

を表し、すべての宗教の教えに共通する教えであることを学びました。 

 

 

 

 

 

第４回 北区に暮らす「ハサンの学び」 
～バングラデシュと日本の文化にあらためて出会

う～ 

 まず初めにバングラデシュはどんな国かを紹介

映像で学びました。そしてメインは、今回のため

に作った「レヌカの学び」を応用したオリジナル

教材「ハサンの学び」を使ってのワークショップ！

ハサンさんの家族や友人も一緒に、日本とバング

ラデシュでの暮らしや考えを想像しながらカード

を仕分けしていきま 

した。最後は手作り 

のバングラデシュラ 

ンチをみんなで味わ 

い交流を深めました。 

 

 

 

 

第５回 「わたし」「あなた」「みんな」にとっ

ての“ゆたかさ”“しあわせ”とは？ 
～未来のために必要・大切なことを見つめ直す～ 

 25枚のカードを使って「豊かな社会」について

考えました。自分にとって豊かである状態だと思う

カードを 9枚選び、グループで話し合うことで、

豊かな社会について自分の考えを整理し、人によっ

て考えが異なることを知りました。日本に暮らす外

国人だったらどうか、また 

自然や資源にとっては？な 

ど切り口を変えて多様な人 

が暮らす社会の未来、誰に 

とって豊かな社会が望まし 

いかをみんなで考えました。 
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★１～３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「世界のスーパーフード！ソバの実」 

 

 

 

 

  

 

 

 

● 滝野川文化センター特別講座「北区の商店街を歩く～田端銀座商店街～」 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

● 中央公園文化センター特別講座「第 22回 きたくせんたー寄席」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：２月４日（日）午前 10時 30分～午後１時 30分 参加者：23名 

講 師：（株）イナサワ商店代表取締役 稲澤伊知朗氏・同 栄養士 若島沙央里氏 

 西ヶ原で創業 68年になる（株）イナサワ商店は、そば店専用の食材問屋さん。「ソバの実」につい

て、稲澤社長からお話を伺い、茹で方と調理法を教えていただきました。実習と併せて、社員の皆様

につくっていただいた、前菜（ファルシ、出汁巻、そば豆腐）、スープ、そばの実サラダ（実習）、ソ

バーグ、ドリア（実習）、そば茶のブラマンジェとそばクッキーをみんなで堪能しました！ 

日 時：2月 17日（土）午後 1時 30分～4時 

協 力：田端銀座商店街振興組合・北区商店街連合会 

 駒込駅から徒歩 10分ほどの田端銀座商店街。今なお個人

商店ががんばっています。この日は野口薬局の野口会長と前

会長の斎藤さん、和菓子のいづみやさんの案内で 13店舗に

立ち寄りました。豆腐店 2店、魚屋さんも 2店含まれ、参

加者は各店から出されたクイズに答えながら、商店街歩きを

楽しみました。「住みやすそうな町だと感じた」「住宅街の中

でがんばっている」「いろいろな種類の個人商店があり、楽

しかった。」などの声が寄せられました。 

日 時：２月２５日（日）午後 1時 30分～3時 30分 

出 演：古今亭駒次さん（今秋真打昇進）・三遊亭粋歌

さん 参加者 65名 

 今回は、二つ目のお二人がすべて創作落語を披露しま

した。鉄道好きで知られる駒次さんは、都電荒川線を題

材にした「都電物語」と「みんなの学芸会」。子育て中

の粋歌さんは、高齢化社会・ペット社会などをネタにし

た「当たり屋本舗」と「わんわーん」。新鮮なストーリ

ーと語り口で会場から笑いが絶えず、色紙争奪じゃんけ

ん大会も盛り上がりました。「時代の流れを存分に盛り

込んでおり、楽しんだ」と好評でした。 

  

おなかいっ

ぱい！ 

参加者１８

名で歩きま

した！ 

駒次さん、

真打昇進

おめでと

う！ 
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二つの区内のイベントに３センター合同で参加しました。どちらも普段は文化センターで活動してい

るサークルの方がスタッフとして参加していて、思わぬ出会いもあり、参加した私たち職員にとっても

楽しい一日となりました。 

 

第１４回 北区みんなで楽しむ 食育フェア ～見て・聞いて・ふれて・味わう～ 

日時：１月２８日（日）午前１０時～午後４時 会場：赤羽会館４階 

楽しみながら「食」への関

心を高め、偏食による栄養の

偏りや孤食の増加など、「食」

をめぐるさまざまな問題や

影響について考え、食生活を

見直す機会になるようにと

食育フェアが今年も行われ

ました。文化センターは生涯

学習・学校地域連携課と一緒に「たべもの探検団」として食育への取り組みに関するパネル展示とクイズラ

リーを実施しました。会場では家庭で出来る食中毒予防や健康に関するゲーム、豆つかみ挑戦、産地直送の

新鮮な野菜の販売、お口の健康チェック、健康○×クイズなどがあり子どもから大人まで楽しみながら食育

を学び多くの参加者で賑わっていました。 

 

 

 

 

  2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、「活躍するのは選手だけじゃない！あなたがち

ょっとできること、探してみませんか？」という呼びかけで、『北区オリパラ学び合いフェスタ』が赤羽会館

で開催されました。赤羽会館４階のフロア―全体を使って、パフォーマンスエリア、体験・展示エリアに分 

かれ、視覚障がい者のアテンドにより暗闇の中で様々なシーンを体験する「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」、

トークショーやフラダンス、太極拳、南京玉すだれ、パラスポーツ体験など盛りだくさんの企画の中で、文化

センターは、「世界の遊び＆パターゴルフにチャレンジ」

のコーナーを担当しました。矢を投げ入れる韓国の遊び、

トウコと、３回の合計点で競うパターゴルフで、小さな

お子さんから高齢者まで、大いに楽しんでいただきまし

た。参加者には景品をプレゼントし、文化センターのパ

ンフレットをお持ち帰りいただきました。 

 フェスタでは、日頃、文化センターを利用されている

多くの方々からお声をかけていただき、他のボランティ

ア団体の方々とも交流することができました。今後もこ

のような場を通じて文化センターを PRしてまいります。 

平成 29 年度 来た KITA オリパラプロジェクト 北区オリパラ 学び合いフェスタ 

日時：2月 10日（土）・11日（日） 午前 10時～午後 4時 会場：赤羽会館 4階 

来場者： 431人 コーナー参加者：約 200人 



 

文化センターで出会う×学ぶ×元気になる！～人と地域を豊かにする「学び」の力～ 

日時：３月４日（日） 午後１時３０分～４時  参加者：１２団体 ２３名（個人、大学関係者を含む） 

助言者：千葉大学名誉教授・日本社会教育学会会長 長澤 成次氏  

日本体育大学 体育学部 社会体育学科教授 上田 幸夫氏 

 今回の利用団体学習会は２部構成で開催しました。第１部は滝野川文化セ

ンターで活動する３名の方にご自身のサークル活動との出会いや地域での

活動についてお話を伺い、「自分らしい活動のかたち」や「地域で学ぶこと

の意味」についてみんなで考えました。第２部では手づくりおでんを囲んで

サークル活動に関する悩みについてグループごとに意見交換をしました。 

 「団体活動しやすい環境作りに取り組み、新しく活動に参加する人の仲介

役になりたい」「活動を始めるまではハード

ルが高かったけれど、会は温かく自由な雰囲

気で楽しく続けられている」「職業も趣味も

漫画とイラストという人生の中、５０年以上

活動を続けても飽きずに楽しく活動してい

る」などのお話があり、これらをふまえて助

言者のお二人からは「わたしの学びの自分史

を作ってほしい。社会教育施設での活動はしがらみのない平等なものである」「サークルは自発性で動いてお

り、競争のない自由な交流の場であり、より豊かな人生を築いていくものである」との指摘がありました。そ

の後日頃の活動を振り返り６つのお悩みカードを使って「人間関係」「活動費」「役割分担」「会員構成」「活動

場所」などをテーマに課題の乗り越え方を考え話し合いました。参加者からは「自分にとってのサークル活動

の意味を考え直す機会になった」「他のサークルの人と交流できて良かった」などの意見がよせられました。 

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 3907-5661 

F A X 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 3906-3911 

F A X  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  5394-1230 

F A X  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 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度北区立文化センター 

1 年間の主な予定をご紹介します！ 

 

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。絵画・写真・書

道などの各種展示、合唱・楽器・舞踊などの各種実演

のほか、お茶席や香席、軽食販売など多くの発表が行

われています。 
 

■中央公園文化センター 

9/8(土) 10:00～17:00 

9/9(日) 10:00～16:00 
 

■赤羽文化センター 

 10/20(土) 10:00～17:30 

 10/21(日) 10:00～16:00 
 

■滝野川文化センター 

 11/10(土) 10:00～16:00 

 11/11(日) 10:00～16:00 

 

小・中学校がお休みの日曜日に、子どもたちが様々な

体験をするイベントです。地域の方がボランティアと

して、会場全体の運営や楽しいプログラムを行ってい

ます。 

☆各文化センター年に 2 回開催しています。 
 

■中央公園文化センター 

前期：7/1(日) 10:00～15:00 

後期：H31.1/27(日) 10:00～15:00 
 

■赤羽文化センター 

 前期：6/24(日) 10:00～15:00 

 後期：12/2(日) 10:00～15:00 
 

■滝野川文化センター 

 前期：9/30(日) 10:00～15:00 

 後期：H31.3/3(日) 10:00～15:00 

 

赤羽文化センターを利用し活動している学習グループ

による日ごろの学習成果発表会です。 

☆4 月・5 月の開催予定をお知らせします。 
☆主催：北区教育委員会・赤羽文化センター利用団体連絡協議会 

 会場：北区立赤羽文化センター(〒115-0055 赤羽西 1-6-1-301) 
 

■パステル絵画展 (参加：北区パステル画友の会) 

4/8(日)～4/14(土) 10:00～16:00(4/8は 13：00～) 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■エッセイの発表と体験 (参加：エッセイ・作文の会) 

 4/14(土) 13:30～15:00 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■第 8 回「懐かしのウクレレ特集」演奏会 

 (参加：赤羽ウクレレサークル) 

 4/29(日) 13:00～15:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■水彩画展示 (参加：ゆうあいの会) 
5/8(火)～5/12(土) 10:00～17:00 (5/12は 16:00 まで) 

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

■やさしい短歌塾 (参加：短歌グループ芙蓉の会) 

 5/8(火) 13:30～14:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■やわらかヨガ (参加：赤羽健康クラブ) 

 5/11(金) 10:30～11:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■春のお茶会 (参加：緑和会) ☆費用あり 

 5/13(日) 10:30～15:00 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■第 10 回水彩画作品展 (参加：赤羽美術クラブ) 

 5/20(日)～5/26(土) 10:00～16:00 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■若さの秘訣は太極拳 (参加：北区太極拳愛好会) 

 5/20(日) 13:30～16:00 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■楽しい似顔絵展 (参加：サークル似顔絵) 

 5/27(日)～6/2(土) 10:00～16:00 

 

毎月１回水曜日の夜間に、パソコン相談とミニセミナ

ーを行う、『みんなのパソコンひろば』を赤羽文化セン

ターで開催しています。平成 30 年度の開催予定をお

知らせします。 
 

4/4(水) 18:30～20:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

5/9(水) 18:30～20:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

6/6(水) 18:30～20:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

7/4(水) 18:30～20:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

8/1(水) 18:30～20:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

9/5(水) 18:30～20:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

10/3(水) 18:30～20:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

11/7(水) 18:30～20:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

12/5(水) 18:30～20:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

H31.1/9(水) 18:30～20:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

H31.2/6(水) 18:30～20:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

H31.3/6(水) 18:30～20:30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

＜会場・問合せ・申込先＞ 
 

 北区立赤羽文化センター(第 3 火曜日休館) 
 

 〒115-0055 

 北区赤羽西 1－6－1－301 

 ☎03-3906-3911 

  FAX03-3906-3915 



 文化センターでは、「利用団体一覧」をはじめ 

「サークル情報紙」「文化センター利用案内」「北 

区立文化センタースタートガイド」「北区立文化 

センターだより」を発行しています。これらは文化 

センターで活動している様々なサークルの活動内容 

や文化センターの利用の仕方、文化センターで行わ 

れる様々な講座やイベン 

トを紹介しています。ぜ 

ひお近くの文化センター 

へ足を運んでお手にとっ 

てみてください。 

 

中央公園文化センターにある「生涯学習情報コーナー」をご紹介します。 

中央公園文化センター1階  利用時間：午前 9時～午後 7時 

〒114-0033 北区十条台 1-2-1 電話 03-3907-5661 

＜情報の種類＞ 

1.暮らし・いきがい 2.芸術・文化、趣味・教養、スポーツ、歴史情報 

3.防災・地域 4.文化センター情報  

その他、北区、近隣地域、東京都などの情報 

テーブルとイスでくつろぎながら、ゆっくり情報をご覧いただけます。 

リフレッシュコーナーもあり飲料の自動販売機と冷水器もあります。 

身近で魅力的な情報満載のコーナーに是非お越しください。 

 

 

 

 

 

 

生涯学習情報コーナーの 

ご     案     内 

＜散歩のすすめ＞ 

目的・地域別の案内 

散策のお供にどうぞ！ 

＜北区立文化センター発行物のご紹介＞ 
  


