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鉛筆 1 本で光と影を演出
ほく しん

かい

北 芯 会

●私たちのサークルのここがすごい！
みなさんは、闇夜のカラスを表現できます
か？黒芯 1 本で光と影、明暗、柔剛も描き
分けられるのが鉛筆の魅力です。鉛筆は誰
でも、いつでも、どこでも始められる画材
です。一隅を照らす、心を照らす作品は、
人の心をも照らすのです。
[活動紹介] ご自身のリズムで無理なく参加できます。
鉛筆画の第一人者である安住孝史（やすずみたかし）
先生と共に北芯会の歩みは 22 年になります。滝野川
文化センター祭や王子カルチャーロードなどの展示、
参加もできます。小学生から大人の方まで活躍中です！
■活動日：毎週土曜日
13:00～17:00 または 18:00～21:00
■会 費：入会金なし ／ 月会費 1,000 円

●私たちのサークルのここがすごい！
定期的に展示会を開催しています。最近で
は、第 40 回の滝美会展を今年 8 月に東京
駅八重洲地下街「ギャラリー八重洲」で開
催しました。関係者はもとより、飛び込み
で見学する人からも好評の声を聞くことが
できました。

中央公園・赤羽・滝野川文化センター

11 月 サークル情報紙

November 2021

サークル情報紙は、文化

[特集] キラリと輝く『技』が特徴
私たちのサークルのここがすごい！

センターで活動する学習
グループの紹介紙として
発行しています。

今号は、文化センターで活動する数あるサークルの中から、
同系列の分野でも異なる特徴を持つサークルをご紹介します！

第 40 回滝美会展を開催
たき

び

かい

滝 美 会

[活動紹介] 油絵を中心に、水彩・パステルなど、思いのままを
自由に表現し、観る人の心に深く呼応できる様な絵画制作を目指
しています。絵を描く楽しさをともに体験してみませんか？
■活動日：第 2・4 土曜日 13:00～17:00
■会 費：入会金なし
年会費 8,000 円 ／ 月会費 2,000 円

仲の良さが自慢！
すい

さい

かい

水 彩 の 会

●私たちのサークルのここがすごい！
水彩画はもっとも簡単に入れる絵の世界で
す。私たちの会では、初心者もベテランも
絵筆を持つと自分の世界に没頭し、筆をお
けば会員同士の仲の良さが自慢です。年間
3～4 回の展示会で広く皆さんに作品を観
ていただいています。
[活動紹介] 設立から 20 年余り、いくつかの変遷を経ながら、
絵を描くことの楽しさを追及してきました。先生は、各人の個性
を生かしながら、一枚の絵を仕上げられるように適切なアドバイ
スをくださいます。会員は、20 代～80 代まで幅広い年代で楽し
く活動しています。
■活動日：第 1・3 土曜日 14:00～16:00
■会 費：入会金なし ／ 月会費 3,000 円

★このぺージのサークルに関するお問い合わせは、滝野川文化センターまでお願いします。
〒114-0024 北区西ヶ原 1-23-3（月曜・祝日休館） ℡：03-5394-1230 FAX：03-5394-1231

★本紙に掲載している写真は、活動時や講座・イベント開催時に撮影しています。（コロナ禍以前に撮影した写真も含まれます。）

発行：北区立文化センター［指定管理者㈱旺栄］

北区立文化センターのご案内
北区立文化センターは、北区の生涯学習拠点施設として区内 3 か所に設置されています。学習の場として各学習室を
ご利用いただいているほか、様々な講座やイベントを開催し生涯学習を支援しています。
※ご利用の際は、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策にご協力ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 太極拳・気功 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中国本場の太極拳

●私たちのサークルのここがすごい！

き た く たいきょくけんあいこうかい

太極拳は、人生の後期を豊かにする大切な
健康法です。年代に幅があり、男女を問わ
ず一緒に練習します。中国本場の太極拳を
体感します。中国文化も同時に味わいま
す。

北区 太 極 拳 愛好会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 手芸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

手縫いでひと針一針
わ さ い とも

かい

和裁友の会

[活動紹介] 中国出身の侯金玲（ほうちんりん）先生に直接指導を
受けます。簡化二十四式太極拳を基礎に習います。中級から四十八
式、扇や剣へ進みます。一年に一度、中央公園文化センター祭に参
加し成果の発表を行っています。

当会では、他の太極拳サークルではほとん
ど行っていない太極拳推手という 2 人で組
んで練習する稽古を行います。
この推手という稽古から護身術や太極拳の
型の用法に発展させていきます。

■活動日：第 1・3・4 金曜日 13:00～16:30
■会 費：入会金 1,000 円 ／ 月会費 2,000 円

護身術としても効果的

●私たちのサークルのここがすごい！

たいきょくけん き こ う れんしゅうかい

平行に張った紐を結び合わせて、模様を表
すことができる手芸です。結び方や紐の色
や太さの違いで、アクセサリー、バッグ、
インテリア類など、さまざまな作品を先生
の指導のもと、自分のペースで作ることが
できます。

太 極 拳 気功 練 習 会

[活動紹介] 当会の太極拳は、演武の太極拳とは違い武術太極拳
です。簡単ではなく、非常に奥深く難しいものです。しかし、古
来よりの武術の稽古法で稽古しますので、非常に健康や護身術と
しても効果的です。

[活動紹介] 「できたぁ～」その声にみんなが寄って来る。
「ステキ！」
「配色がいいね！」
「私も作ろうかしら？」なんて
賑やかな会話をしながら作品を作っていますので、ぜひお教室を
覗いてみてください。

■活動日：
［初心者コース］水曜日 13:00～15:00
■会 費：
［初心者コース］入会金なし ／ 1 回 500 円

■活動日：第 1・3 月曜日 9:00～12:00
■会 費：入会金なし ／ 会費 7,000 円（3 ヶ月分）

気血の流れを良くする

●私たちのサークルのここがすごい！

き こうもくようかい

優しくて気さくな先生のご指導の下で、和
気あいあいの楽しい集まりになっていま
す。皆さんが週に一回、体を動かし、仲間
に会うことを楽しみにしています。見学・
体験はいつでもお受けしています。ぜひ覗
いてみてください。

氣功木曜会

私たち和裁友の会は、手縫いでひと針一
針、それぞれが好みの生地で、家族や自分
の浴衣や着物・帯・コートなど和装の物を
マイペースで縫っています。少し時間は掛
かっても、できあがった時の喜びはひとし
おです。

[活動紹介] 和裁は難しそうと思っている方も先生の優しい
ご指導で、いつの間にかマスターできます。
楽しみながら着物ができあがるなんて最高！

■活動日：クラスにより異なります。詳しくはお問合せください。
■会 費：入会金なし
月会費（月 4 回）初級 4,000 円／中・上級 6,000 円

●私たちのサークルのここがすごい！

●私たちのサークルのここがすごい！

十人十色の制作活動
キ

ル

ト

Quiltsっこクラブ

紐を結び合わせて模様を表す
かい

マクラメの会

●私たちのサークルのここがすごい！
指導されている先生が提示した作品を皆で
制作するスタイルとは異なり、先生のサポ
ートを受けながら各々が制作したい作品を
完成させることを中心に、十人十色の制作
活動をしています。仲間の作品に刺激され
て挑戦したり、コロナ禍の中、笑顔溢れる
活動をしています。

[活動紹介] 大昔から中国で発展してきた気功を楽しくやってい
ます。気功を一言で言うと、呼吸を意識して体を動かし、気血の
流れを良くして健康の増進を図るものです。軽い運動ですので、
どなたでもすぐに始めることができます。

[活動紹介] 2 年毎に作品展をしています。皆で作るグループ
作品。終了後には、くじ引きでメンバーの誰かの手に！
出展を目標に制作する大物・小物。参加するメンバーは、経験の
有無に関係なく、楽しい雰囲気の中で活動をしています。

■活動日：毎週木曜日 10:00～12:00
■会 費：入会金 1,000 円 ／ 月会費

■活動日：第 2・4 水曜日 午前・午後
■会 費：入会金なし ／ 会費 参加毎に 1,500 円

3,000 円

★このぺージのサークルに関するお問い合わせは、中央公園文化センターまでお願いします。
〒114-0033 北区十条台 1-2-1（月曜・祝日休館） ℡：03-3907-5661 FAX：03-3907-5666

★このページのサークルに関するお問い合わせは、赤羽文化センターまでお願いします。
〒115-0055 北区赤羽西 1-6-1-301（第 3 火曜休館） ℡：03-3906-3911 FAX：03-3906-3915

