■今回の特集にご協力いただいたサークル一覧
団体名

山艸造型
あすか山草会

(活動状況は、各文化センターにお問合せください)
活動日時

会費

場所-問合せ

入会金 なし
月会費 1,000 円
※別途材料費あり

第 1・3 火曜日
13:00～16:00

月 2 回・日曜日
10:00～12:00

入会金 なし
会費 1 回 3,000 円

最初はなかなか音が出ない（涙！）
。でも、そこを乗り越えると、独特な音色と
深く呼吸する楽しさなど、世界が広がります♬

北区おもちゃ病院

第 2・4 日曜日
13:00～16:00

中央公園
文化センター
03(3907)5661

月曜・祝日休館

第 2・4 日曜日
9:30～12:00

入会金
月会費

さんそうぞうけい

なし
3,000 円

山艸造型
さんそうかい

第 3 月曜日(月 1 回)
第 2・4 木曜日(月 2 回)
14:00～17:00

入会金 3,000 円
月会費 月曜：5,000 円
木曜：500 円/回

日本画を描いてみたい方、先生の丁重な指導のもと初級から上級まで学ぶこと
ができます。描きたい気持ちが一番。一歩踏み出そう！

こころとからだの
元気 Lab.

明日葉会

赤羽
文化センター
03(3906)3911

第 3 火曜休館

きたらかい

北楽会

入会金 なし
年会費：1,000 円
参加費：300 円
+材料費

日曜日
10:00～12:00

M・G 研究会

あすか山草会

こじんまりと家庭的な雰囲気の中で、着付や着物の端切れで小物づくりをして
います。ご見学もどうぞ！

星遊・百彩会

[特集]

どんな活動をしているかわかりますか？
ユニークな 内容 ・ 名前 のサークル特集!

入会金 なし
会費 なし

おもちゃ病院では、広く一緒に活動をしていただけるボランティアを募集して
います。経験など問いません。連絡お待ちしています。
☆おもちゃの修理は、部品代の実費をいただいています。

明日葉会

２月 サークル情報紙
February 2022

毎年春に、会独自の作品展を開いています。次回は 4 月を予定しております。
ぜひ、見学にお越しください。

北楽会

中央公園・赤羽・滝野川文化センター

べっら・べる

せいゆう

ひゃくさいかい

星遊・ 百 彩会

香りやハンドタッチで心と体を健康にしたい方、日常生活に喜びや楽しみをプ
ラスしたいあなた！ぜひ私達と一緒に見つけませんか？
※参加費は、4 月以降変更予定

Ｍ・Ｇ研究会

第 2・4 金曜日
18:30～20:30

入会金
月会費

1,000 円
2,000 円

北区
おもちゃ病院

誰にでも出来る易しい手品を中心に仲間との楽しいふれあいを図る事を重点にし
た活動です。少し頭と手先を使いますので健康に良いです。

べっら・べる

第 3 日曜日(不定期)
10:00～12:00

入会金
月会費

なし
500 円

ハンドベルは、決まった音のベルを持ち、曲を奏でます。オルゴールのような響
きの中で、楽しい時間を過ごしてみませんか？

手編みを楽しむ繰絵糸

第 1・3 木曜日
13:30～16:00

入会金
月会費

なし
2,500 円

手編みに関する幅広い見識と技術を持つ先生のもと、一緒に楽しみましょう。初心
者の方から上級者の方までお待ちしています。

くり え いと

繰絵糸

滝野川
文化センター
03(5394)1230

月曜・祝日休館

発行：北区立文化センター［指定管理者㈱旺栄］
◆中央公園文化センター(月曜・祝日休館)

〒114-0033 十条台 1-2-1 ℡03-3907-5661

◆赤羽文化センター(第 3 火曜休館)

〒115-0055 赤羽西 1-6-1-301 ℡03-3906-3911

◆滝野川文化センター(月曜・祝日休館※滝野川会館内)

〒114-0024 西ヶ原 1-23-3 ℡03-5394-1230

こころとからだの
元気 Lab.

あすか山草会
サークル情報紙は、文化
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。

北区立文化センターは、北区の生涯学習施設
として、グループ学習や文化活動の場としてご利
用いただいているほか、各種講座やイベントを開
催し、みなさんの生涯学習を応援しています。

中央
公園

さんそうぞうけい

さんそうかい

山艸造型あすか山草会

私達の会は、平成元年にスタート。石を削ったり、組み合わせ
たりして山の自然を作り、その中に山草を植え付け、小宇宙を
表現したいと月 2 回の会を開いています。岩を造型作業する
と言っても、年齢・男女問わず十分やっていけます。先輩方の
助言・指導を得ながら会所有の道具を使い制作しています。

中央
公園

きたらかい

北楽会

2007 年、雅楽の龍笛（りゅうてき）体験教室をきっかけに、
北楽会（きたらかい）が誕生しました。
「北区の北」、
「雅楽音
楽の楽」をとって、講師でプロの演奏家である笹本武志先生
が名付けました。北区は雅楽器の専門店や小学 4 年生から高
校生対象の子ども雅楽教室（ココキタ）もある、全国でもた
いへんに珍しい地域なんですよ！！

中央
公園

北区おもちゃ病院

30 年以上前にも文化センターではいろいろな講座を開講して
いました。その中におもちゃ修理講座もあり、その受講生が中
心になって活動をはじめ、今の「おもちゃ病院」があります。
当時は行政も積極的に活動を援助していただき現在まで活動を
続けています。

滝野川

M・G 研究会

M・G 研究会は「マジック・グループ」の頭文字で、同好会として
マジックに興味を持っている人の集まりで発足しました。日常の
活動以外に滝野川文化センター祭や子どもひろばなどの行事、文
化センターが開催するさまざまな講座にも参加しています。さら
に地域の老人ホームでのボランティアに参加するなど、地域住民
とのコミュニケーションも図っていきたいと思います。

滝野川

べっら・べる

べっら・べるの「べっら」は、イタリア語で「美しい」という意味です。小
学校の PTA サークルを卒業したメンバーがハンドベルの美しい音色を忘れ
られず、集まりました。童謡や少し前の歌謡曲、クリスマスには讃美歌も練
習しています。また、老人ホームなどの施設を訪問して演奏もしています。

滝野川

赤羽

三宅島の名物「明日葉」の様に、今日、摘んでも又、あした芽が
出るたくましさに因んで会の名をつけました。
着物があっても、帯が締められない方、タンスに眠っている、
母、祖母の思い出の品を身につけたいと考えている方のため、文
化センター（当時：赤羽会館文化センター）からお話があり現在
に至っております。

赤羽

滝野川文化センターで行われた講座をきっかけに、講師の熊谷先生のもと
参加者が集まり、活動を始めました。
「繰絵糸」には、一本の糸から編み出
す無限の世界を楽しんでほしいという思いが込められています。糸をいか
に繰り、組み上げて行くか！そこには地道な一編みの積み重ねと、大いな
る想像力と研さんが伴います。

せいゆう

ひゃくさいかい

星遊・ 百 彩会

百々茂貫（どど・しげつら）先生（前・北区美術会会長）の門下生を
中心に始めた日本画の会です。現在は、星和彦先生（日本美術院院
友・東京芸大大学院修了）に月 1 回指導を受けています。絵を描くう
えで欠かせないデッサン・色彩・技法・岩絵具・膠（にかわ）の使い
方を勉強し、各自のペースで描いています。会名は、百々・星、両先
生よりいただきました。北区美術展にも出展しています。

くり え いと

手編みを楽しむ繰絵糸

明日葉会

赤羽

こころとからだの
元気 Lab.

ストレスを解消して、誰もが元気に過ごすために、自分たちの知識や
経験を役立てたい！みんなで一緒に考えたらもっと素敵なアイデアが
浮かぶ！と 2006 年に活動を始めました。「こころとからだを元気にす
る研究」という意味で、ラボラトリー（研究所）を略した「Ｌａｂ．
（ラボ）」と名付けました。(写真右はハンドタッチの様子と香りのクラフト)

