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講談師と歩く江東歴史散歩
講談師による味わい深い語りの講義
と、豊富な知識をもとに現地を案内す
る見学で、江東区の地域に息づく「なる
ほど」を探っていきます。「歴史コース」
と「怪談コース」、それぞれ講義と現地
見学の2回構成です（2コース×2回）。『講談』は歴史と怪談の宝庫
です。今回は2人の講談師がご案内します。
時□6/1・8・29、7/6 土曜 14：00〜15：30　数□4回
場□江東区文化センター ほか　対□20名　￥□6,000円・200円
師□講談師 神田山緑、宝井梅湯 （No. 250136）

地域理解
・
散策

宝井梅湯神田山緑

東陽町

五渡亭国貞を知ろう
西洋の絵画に多大な影響を与えた「浮世
絵」。江戸時代中期に亀戸で生を受け、浮
世絵の世界でその名をとどろかせた「五
渡亭国貞」。この二つのキーワードを通し
て、亀戸から世界に向け発信されたメッ
セージを、講義と散策を通して学びます。
時□5/25、6/8・15 土曜 10：30〜12：00
数□3回　場□亀戸文化センター　対□30名
￥□3,000円・300円　師□太田記念美術館主幹学芸員 渡邉晃 ほか
 （No. 250143）

地域理解
・
散策

亀戸にある五渡庭園

亀戸

耽美派を知る
〜永井荷風と江東〜

2019年で生誕140周年を迎える、耽美派を代表する作家・永井荷
風の人物像と代表作品に迫ります。人間嫌いで女好きという一
風変わった魅力のある荷風は、江東・深川に関係の深い人物でも
あります。同じく耽美派の作家・谷崎潤一郎の代表作にも触れつ
つ、最終回では、実際に荷風が作品に描いた江東区を歩きます。
時 �□5/17〜7/12 金曜 14：00〜15：30
数□5回　場□東大島文化センター
対□25名　￥□4,800円・150円
師□明治大学准教授 嶋田直哉

（No. 250074）

5/17（金） 永井荷風入門　人と作品

5/31（金） 永井荷風「濹東綺譚」を読む

6/14（金） 谷崎潤一郎「春琴抄」を読む

6/28（金） 永井荷風作品に描かれた江東
〜「深川の唄」「断腸亭日乗」 ほか

7/12（金）【外出講義】
永井荷風と江東区文学散歩

東大島
文学
・
歴史

今夜は家呑み おつまみ横丁
晩酌をする人もしない人も、我が家でお店の雰囲気を楽しみま
せんか。季節やお酒の種類にあわせた品を作ります。
※ 調理と試食のみです。お酒の提供はありません。また、持込もで

きませんので予めご了承ください。
時□5/17〜9/20 金曜 18：30〜20：30
数□5回　場□総合区民センター
対□24名　￥□6,800円・6,000円
師 �□元女子栄養大学生涯学習講師 

小山朝子 ほか
（No. 250119）

5/17（金）
「中華風冷奴」
「揚げワンタンの梅あん」
「空豆の中華風いためもの」

6/21（金）「アクアパッツァ」
「パスタアラビアータ」

7/19（金）「チーズダッカルビ」
「チャプチェ」

8/16（金）「アジのサンガ焼き」
「だし巻き玉子」

9/20（金）「季節の魚のさつまあげ」
「生春巻き」

区民
趣味
・
実用

澤登翠の弁士にチャレンジ!
映画にまだ「音」がなかった時代、日本では

「活動写真弁士」が内容の説明をしていま
した。文化庁映画賞（映画功労部門）を受賞
し、雑誌『文藝春秋』の「日本を代表する女性
120人」に選出された活動弁士の第一人者
が、直接指導します。
時 �□5/21〜10/20 火曜 19：00〜21：00 

※10/20は発表会・日曜午後
数□7回　場□古石場文化センター　対□20名
￥□14,000円・2,100円　師□活動写真弁士 澤登翠 （No. 250086）

講師：澤登翠

古石場
趣味
・
実用

オリンピックが東京を変えた！
〜1964年の東京〜

東京オリンピックが開催された1964年をきっかけに、東京は国
際都市となり、また戦後復興の総決算として、生活文化だけでな
く街並みなどにも大きな変化がありました。このような変貌に
ついて、1964年前後の東京を見ていきます。
時 �□5/10〜7/5 金曜 14：00〜15：30
数□5回　場□豊洲文化センター
対□20名　￥□6,000円・300円
師 �□東京都公文書館専門員 

太田亮吾
（No. 250144）

地域理解
・
散策 豊洲

5/10（金） 地域から振り返る
「東京オリンピック」

5/24（金） 首都高速道路の建設と
街並みの変貌

6/7（金） 国際観光の振興

6/21（金） 変わる都民の暮らし

7/5（金） オリンピック後の東京

区民協働事業
「みんなでつくるミニコミ誌」

豊洲のミニコミ誌「ぶらり豊洲」の編集
部員になりませんか。参加者みんなで
編集会議を行い、プロの編集者が指導
します。講義とは別日に、直接取材・撮
影・執筆し、協力してひとつの冊子をつ
くっていきます。住民ならではの視点
で、まちの魅力を発見・発信しましょう。
時□5/18〜11/30 土曜10：00〜12：00　数□8回
場□豊洲文化センター　対□18名　￥□2,000円・なし
師□㈱メディア工房代表取締役 平野友紀 （No. 250135）

地域理解
・
散策 豊洲

前回の冊子「ぶらり豊洲2018」

寺社建築の美を訪ねる
建築様式や修復の方法、日中（日本・中国）の比較など、様々な角
度から寺社建築の美しさを学びます。
時 �□5/28〜9/24 火曜 19：00〜20：40 

※9/24は外出講義・午前中を予定
数□4回　場□江東区文化センター ほか
対□25名　￥□3,700円・300円
師 �□芝浦工業大学 

建築学部建築学科教授 
伊藤洋子 ほか

（No. 250104）

東陽町
鑑賞
・
教養

5/28（火） 寺社建築概論

6/25（火） 寺社の保存と修復　

7/30（火） 日中建築様式の違い

9/24（火）
【外出講義】（午前中）

地域の歴史と国宝建築
−国宝 東村山市正福寺地蔵堂−
※詳細は講義内でご案内します。

仏像鑑賞講座
仏像は信仰の対象ですが、日本には古くか
ら芸術性の高い仏像が数多く残っていま
す。それぞれの仏像には、独特の魅力があ
ります。その種類や宗教史に触れながら、
奈良・京都・鎌倉・その他地域の優れた仏像
の鑑賞の秘訣をわかりやすい解説で楽し
く学びます。
時 �□5/27、6/24、7/29、8/26、9/30 月曜 14：00〜15：40
数□5回　場□森下文化センター　対□25名　￥□5,500円・500円
師□駒澤大学仏教学部教授 村松哲文 （No. 250054）

森下
鑑賞
・
教養

奈良 東大寺 盧舎那仏

日本語の美しい響き
〜大和言葉でコミュニケーション〜

日本古来より使われてきた大和言葉。その
柔らかな響きや、穏やかな表現をあらため
て学び、日々のコミュニケーションに生かし
ます。あわせて、言葉にあらわれる日本人の
想いに迫ります。
時□6/13・27、7/11・25 木曜 19：00〜20：40
数□4回　場□江東区文化センター
対□25名　￥□5,000円・300円
師□日本語コミュニケーション講師 山岸弘子

（No. 250114）

東陽町
趣味
・
実用

講師：山岸弘子

アロマのある生活
自分の肌の状態や気持ちにあった天
然のアロマオイルで、楽しく自然化粧
品を作ります。香りによるリラックス
効果も期待できます。
時□5/23〜9/26 木曜 14：00〜16：00
数□5回　場□森下文化センター
対□15名　￥□5,000円・9,000円
師 �□ボタニカルラボ主宰 

上野寛子
（No. 250056）

森下
趣味
・
実用

5/23（木） 美白化粧水と保湿クリーム

6/27（木） アロマワックスサシェ

7/25（木） 美容液と虫除けスプレー

8/22（木） 似合うカラーのリップグロス

9/26（木） ネイルオイルとロールオンアロマ

鉄路の歩き方
－鉄旅をもっと楽しもう！－

バスや飛行機では味わえない鉄旅の魅力
に迫る全5回。ヨーロッパや日本各地を旅
した講師が鉄旅のノウハウを指南します。
旅慣れた方もそうでない方も、きっと旅が
したくなる！
時 �□5/12〜10/6日曜 10：00〜11：30 

※10/6は12：00まで
数□5回　場□森下文化センター
対□20名　￥□6,100円・100円
師□日本旅行作家協会理事 野田隆 （No. 250055）

森下
趣味
・
実用

SLやまぐち号

5/12（日） 鉄道旅行のススメ、ノウハウ

6/9（日） 観光列車

7/14（日） 小説と鉄道、時刻表との関わり

9/8（日） ヨーロッパの鉄道

10/6（日） 鉄旅実践編−鶴見線を行く−

郷土料理を食卓に
伝統的な郷土料理から現代のご当地グルメまで、日本全国の和
食を学びます。江戸東京野菜も紹介します。

時□5/30〜9/5 木曜 18：30〜20：30　数□5回　場□総合区民センター
対□24名　￥□6,800円・6,000円
師 �□江戸東京野菜コンシェルジュ 高野美子 ほか（No. 250154）

5/30（木）「四国 瀬戸内 土佐の味 」 ◦愛媛県 鯛めし ◦ 高知県 皿鉢（サワチ）のエッセンスおつまみ盛り

6/20（木）「梅雨も元気に 九州の味 」 ◦ 宮崎県 冷汁（ヒヤジル）、チキン南蛮、南国フルーツのデザート

7/11（木）「北海道の味 ご当地グルメ」 ◦ 北海道 スープカレー、ホタテバーガー

8/1（木）「夏の爽やか郷土食 東北の味 」 ◦ 秋田県 じゅんさいと梅の稲庭うどん ◦宮城県 ずんだ餅

9/5（木）「江戸東京 文化の味 」 ◦ 東京都 深川丼、江戸東京野菜 のお惣菜

区民
趣味
・
実用

メンズストレッチ
〜男性バレエダンサーに学ぶ筋力UP・美姿勢〜
プロのバレエダンサーを指導する監督や現役のダンサーからバ
レエ独自のストレッチや筋力UPの方法
を学び、健康できれいな姿勢や体型を目
指します。日常の生活にバレエのエッセ
ンスを取り入れていく講座です。
時□4/28〜9/15 日曜 10：30〜12：00
数□10回　場□東大島文化センター
対□男性20名　￥□10,000円・1,200円
師□ （公財）東京シティ・バレエ団理事/監督 中島伸欣 ほか
 （No. 250051）

バレエ独自のストレッチ（講座風景）

東大島
ダンス
・
健康

親子で楽しむタヒチアンダンス
親子で南の島タヒチの明るい音楽に
のって楽しく踊ってみませんか。上手に
踊ることよりも楽しむこと、感性を豊か
にすることを目的とします。お子さんや
お孫さんと一緒に踊ってみませんか。
時□5/20〜10/7 月曜 18：15〜19：05
数□前期10回　場□亀戸文化センター
対□4歳〜小学6年生の女児と女性保護者10組
￥□20,000円・500円　師□Hoa here iti 主宰 岡崎恵子
 （No. 250139）

亀戸
こども
・
親子 〜砂町寄席〜

こども落語教室
日本の伝統的な大衆芸能である落語。
江戸時代に発祥し、古くから庶民に親し
まれてきた文化です。小噺や落語を覚
えながら、人前での話し方や礼儀作法
などを学びます。
※講座最終日（8/3）はイベント出演予定
時□5/11〜8/3 土曜 14：30〜16：00
数□7回　場□砂町文化センター
対□小・中学生15名　￥□5,000円・300円
師□落語家／五代目圓楽一門会 三遊亭楽天 （No. 250019）

砂町
こども
・
親子

講師：三遊亭楽天

https://www.kcf.or.jp/koza

※ 『こども・親子』 の年齢・学年の対象日は、2019年4月1日時点です。

藤田嗣治
〜パリに愛された日本人画家〜

1920年代パリ、乳白色の裸婦と個性的な風
貌で時代の寵児となった藤田嗣治は、ヨー
ロッパ、中南米、アジア、日本と国をこえて活
躍した最初の日本人画家となりました。本講
座では、藤田の60年以上にわたる画業を辿ります。
※美術館ガイドによる東京国立近代美術館の見学あり。
時□【講義】5/13・27 月曜 14：00〜15：40 【見学】5/21 火曜午後
数□3回　場□砂町文化センター ほか
対□22名　￥□2,500円・200円（別途入館料がかかります）
師□東京都美術館学芸員 下倉久美 ほか （No. 250052）

フジタ礼拝堂内部
（ランス・フランス）

砂町
鑑賞
・
教養

高泉淳子ワークショップ トーキングルーム
自分の中から魅力的な人物を引き出すことをテーマに
表現力を養い、伝える力を身に着けるワークショップ
です。「生活の中で、魅力ある人物とはどういう人をい
うのでしょうか。相手の心を惹きつけるには何が必要
か。自分なりの味わいを探し出し、綻びを繕い、旨味の
あるパーツを集めて「自分」という人物を仕立て直して
いきます。一緒に魅力的な人物を創り上げましょう」
時 �□4/23、5/14・28、6/11・18 火曜 18：00〜21：30　数□5回
場□豊洲文化センター　対□15名　￥□15,000円・なし
師□役者、劇作家、演出家 高泉淳子 （No. 250138）

豊洲
音楽
・
演劇

講師：高泉淳子

亀戸

初心者のためのタヒチアンダンス
初めての方を対象に、基礎からレッ
スンします。初心者の方！運動が苦
手な方！ダイエットしたい方！ハワ
イやタヒチを感じたい方！明るいタ
ヒチアン音楽にのって楽しく踊って
みませんか。シニアの方まで幅広い
方々のご参加をお待ちしております。
時□5/20〜10/7 月曜 19：15〜20：30　数□前期10回
場□亀戸文化センター　対□女性20名　￥□15,000円・500円
師□Hoa here iti 主宰 岡崎恵子 （No. 250142）

ダンス
・
健康 亀戸

はじめての写真俳句
作家、森村誠一氏が提唱する写真
と俳句のコラボレーション。写真
俳句とはどんなもので、どのよう
に楽しむのか？これから新しい
趣味を持ちたいと思っている方
など、初心者向けの講座です。
時 �□5/18、6/15、7/13  土曜 

13：30〜15：00
数□3回　場□砂町文化センター　対□20名　￥□4,000円・200円
師□写真俳句連絡協議会会長 中村廣幸 ほか （No. 250017）

砂町
鑑賞
・
教養

写真俳句連絡協議会名誉顧問
作家森村誠一氏の写真俳句作品

江戸で花開いた豊かな食文化
ユネスコ無形文化遺産に登録され、世界中
から注目を集めている“和食”。現代日本人
の食文化の基本は、江戸時代に形づくられ
たものだと言われています。様々な角度か
ら江戸の食事情に迫ります。
時□5/23〜8/8 木曜 14：00〜15：30
数□5回　場□東大島文化センター
対□25名　￥□5,000円・200円
師□食文化史研究家 飯野亮一

（No. 250076）

東大島
地域理解
・
散策

5/23（木） 江戸の料理屋文化

6/13（木） 江戸の調味料とだし文化

7/11（木） 江戸の米食文化

7/25（木） 江戸っ子と初物食い

8/8（木） 江戸の外食文化

『江戸名所図会 二軒茶屋雪中遊宴之図』
長谷川雪旦画 天保7年（1836）

中川船番所資料館蔵

NEWオススメ講座  PICK  UP♪

はじめての“現代美術”
－わからないを楽しもう！

世の中に「美術」はたくさんあるけれど、「現
代美術はどうもわからない」とお感じの方。
その「わからない」を積極的に楽しんでみま
せんか?
時□5/18〜6/1 土曜 13：30〜15：00
数□3回　場□総合区民センター
対□20名　￥□1,500円・300円
師 �□東京都現代美術館学芸員 

郷泰典
（No. 250153）

区民
鑑賞
・
教養

東京都現代美術館

5/18（土） 入門編
「わからないから面白い！」

5/25（土） 体験編
「ものの見方を変えてみよう！」

6/1（土）
見学編

「現代美術館に行ってみよう！」
（外出講義）

銀幕のノワール
友情と非情、絆と裏切り。あの頃、心熱くした映画たち。銀幕に輝
きを刻印したギャング映画を取り上げます。
時□6/1〜9/21 土曜 14：00〜15：30　数□6回
場□古石場文化センター　対□25名　￥□7,300円・200円
師 �□文筆業 米谷紳之介、映画監督 村川透 ほか （No. 250083）

6/1（土） アメリカン・ニューシネマ

6/15（土） 映画の中のアメリカ史

6/29（土） ギャング映画の巨匠たち

7/20（土） フレンチ・フィルムノワール

8/31（土） 任侠から実録ものへ

9/21（土） 村川透監督 映画を語る

古石場
鑑賞
・
教養

世界の超高層ビルとタワー
ニューヨークの摩天楼、エジプトのピラ
ミッドなど、不思議でおもしろい高層建
築物の特徴・意味を探りながら、都市や
高層住宅まで視点を広げ読み解きます。
時□5/16・30、6/13・27 木曜 14：00〜15：30
数□4回　場□古石場文化センター
対□25名　￥□4,000円・1,600円
師 �□高崎経済大学地域政策学部 

地域政策学科准教授 大澤昭彦
 （No. 250082）

ケルン大聖堂とテレビ塔

古石場
鑑賞
・
教養

全12ジャンル、区内8施設で開講!

春の講座 受講生募集
講座特集号〈2019年度 前期〉

3/10（日）受付開始!

2019年3月10日 No. 442
ホームページ https://www.kcf.or.jp もご覧ください。 特集1



NEW 新規講座 

国際理解・語学

日本とアジアの世界遺産を学ぼう!
本講座で取り上げる予定の世界遺産。 
● 古都の歴史（奈良、京都） ● 信仰（日
光の社寺、紀伊山地） ● 保護活動（富士
山、小笠原諸島） ● 中国の世界遺産（北
京の故宮、兵馬俑坑） ● インドの世界
遺産（タージ・マハル、アジャンターの
石窟寺院）などを深く掘り下げます。
時□5/18・25、6/8・15・22 土曜 14：00〜15：30　数□5回
場□砂町文化センター　対□30名　￥□5,200円・300円
師□世界遺産アカデミー研究員 本田陽子 （No. 250015）

砂町

世界遺産 富士山

公式問題集で学ぶTOEIC®
問題演習を通じて、①TOEIC®で目標スコア／自己ベストスコアを出すこと、②自
身が“継続できる”学習方法を体得すること、を目指します。ETS公認の公式問題集
を使用します。使用テキスト「公式TOEIC®Listening&Reading問題集4」（IIBC）
※テキストを既にお持ちの方は、申込時にその旨をお伝えください。
※ TOEICはエデュケーショナル・テスティング・サービス（ETS）の登録

商標です。この印刷物はETSの検討を受け、またその承認を得たも
のではありません。

時□5/11〜7/13 土曜 11：00〜12：30　数□10回
場□江東区文化センター　対□50名　￥□6,000円・4,000円
師□ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ディレクター  岡田信彦 （No. 250071）

東陽町英文法を学ぶ
英語を読む・書く・聞く・話す力のスキルアップの
ために、英語の基本ルールである英文法を総ざら
いします。使用テキスト「シグマ基本問題集高校英
語」（文英堂）
※ テキストを既にお持ちの方は、申込時にその旨

をお伝えください。
時□5/11〜7/13 土曜 9：15〜10：45
数□10回　場□江東区文化センター
対□50名　￥□6,000円・2,000円
師□ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ディレクター  岡田信彦 （No. 250070）

東陽町

使用テキスト

書道・絵画 趣味・実用

皮から作る点心と調味料の使い方が身につく中華料理
本場の点心を皮から作ります。あわせて家庭で美味しく作
るための調味材料の使い方を学べるレシピも紹介します。
時□5/21〜9/17 火曜 11：00〜13：30
数□5回　場□総合区民センター
対□24名　￥□6,000円・6,500円
師 �□元鼎泰豐（ティンタイホン）点心師、 

総合新川橋病院栄養科専門調理師 
丸山勇治、 
総合新川橋病院栄養科専門調理師主任 
齋藤雅博 （No. 250118）

区民

5/21（火） 手作りXO醤、焼き餃子
（野菜）、中華蒸しパン

6/18（火） 海鮮サラダ、王冠焼売、
白菜ホタテスープ

7/16（火） 冷やしまぜソバ、大根餅、
カニスープ

8/20（火）
薄餅（パオピン）、
鶏肉のパリパリ焼き、
中華クッキー

9/17（火） 小籠包、海鮮おこわ、
ゴマ団子

小籠包

ミツロウ画を描こう
ローソクの材料として知られる「ミツロウ」。古くから

「ミツロウ画」として絵画の技法にも用いられてきま
した。NPO法人江東区ハニービー・プロジェクト活動
のもと、2017年に江東区役所屋上で生産されたミツ
ロウを使い、年齢の垣根を越えて楽しく絵画を描きま
しょう。
時□5/18、6/15、7/20 土曜 14：30〜16：00
数□3回　場□江東区文化センター　対□20名　￥□4,500円・3,000円
師 �□グラフィックデザイナー、NPO法人 江東区ハニービー・プロジェクト

理事 細野康夫、グラフィックデザイナー 久保木明子 （No. 250101）

東陽町共催講座

講師作品

落語に挑戦 !
亀戸文化センターでおなじみの「上方落語九雀
亭」の桂九雀氏が落語の基礎から丁寧に稽古し
ます。稽古風景を見学しつつ、互いに刺激を与
え合い、落語の奥深さをかみしめていただきま
す。全6回の講座の中で、それぞれが短めの演目
を習得し、最終回は発表会を予定しています。
聴くことも楽しいけれど、人前で演じることの
楽しさをぜひこの機会に味わってみませんか。
時□5/22〜10/23 水曜 19：00〜21：00　数□6回　場□亀戸文化センター
対□12名　￥□13,000円・200円　師□落語家 桂九雀 （No. 250146）

亀戸

講師：桂九雀

世界のお家ごはん 〜シーフード編〜
様々な国のお魚料理を中心にご紹介します。
時□5/14〜9/10 火曜 11：00〜13：00　数□5回
場□総合区民センター　対□30名　￥□6,200円・6,300円
師 �□総合新川橋病院栄養科専門調理師主任 

金井克行、齋藤雅博
 （No. 250093）

区民

5/14（火）【スペイン】エスカベッシュ（サーモン）、パエリア、ナテージャ（レモンクリームデザート）

6/11（火）【中国】ウンパイロー、白身魚のXOジャン炒め、白玉団子

7/9（火）【カナダ】新鮮トマトの野菜スープ、メープルサーモンキャンディー、クリスピーマシュマロ

8/6（火）【イタリア】バーニャカウダーサラダ風、香草パン粉焼き（帆立）、カッサータ

9/10（火）【フランス】夏野菜の冷製サラダスープ仕立て、魚のムニエル、チョコレートムース

スペイン料理
エスカベッシュ

地域理解・散策
深川まちのマイスター

紙の仕立屋さん・パペティエール
門前仲町で生まれたこの店は、紙の品物を紙選び
からデザインまでお客様と仕立てています。そん
な「紙のプロ」が、紙のことや地域での成り立ちに
ついて話します。上質な紙を用いたアイテム作成
もあります。
時□5/27、6/10・24 月曜 14：00〜15：30　数□3回
場□古石場文化センター　対□20名
￥□500円・1,600円　師□パペティエール代表 村田未帆子
 （No. 250084）

古石場 水辺から見る江東区 〜人力船で進もう！〜
川を身近に感じられる人気の
講座。江東区を流れる川の歴
史を学び、和船・カヌー・ドラゴ
ンボートを自分で漕ぎながら、
水辺から江東区を観察します。
時 �□5/26、6/9（和船）、7/14・28、9/1 日曜 13：00〜16：30（予定）
数□5回　場□中川船番所資料館 ほか　
対□16名 ※不安定な場所での作業があるため、体力に自信のある方。
￥□6,200円・1,100円（観覧料含む）
師 �□中川船番所資料館 久染健夫、和船友の会、大島カヌー散歩倶楽部、東京龍舟 （No. 250077）

東大島

カヌー（7/14・28）

砂町東京凹凸（オウトツ）散歩
〜東京の台地 坂・階段散歩〜

階段研究家の松本泰生氏をお招きして、東京の階段・坂を
散歩します。
時 �□5/8〜6/30  【講義】水曜 19：00〜20：30 

【外出】日曜 14：00〜16：30
数□5回　場□砂町文化センター ほか
対□25名　￥□4,500円・500円
師□階段研究家 松本泰生

（No. 250014）

神楽坂・熱海湯階段

5/8（水）【講義】東京の地形と坂・階段

5/19（日） 愛宕・六本木界隈を歩く（赤坂・麻布台地）

6/2（日） 本郷界隈を歩く（本郷台地）

6/16（日） 神楽坂界隈を歩く（牛込台地）

6/30（日） 高輪界隈を歩く（芝・白金台地）

鑑賞・教養
砂町わくわく!! 城講座 〜江戸・東京の城を中心に〜

東京に城があるの？という人、多いと思
います。東京、昔の江戸にはたくさんの
城や館が存在し、今でもその面影を見る
ことができる城跡もあります。前期は江
戸城・後期は滝山城を現地見学し、江戸・
東京の城を中心に学んでいきます。
時 �□【講義】6/6・13 木曜 19：00〜20：30 
【外出】6/23 日曜午前
数□前期3回　場□砂町文化センター、江戸城　対□40名　￥□3,800円・200円
師□城郭ライター、編集者 萩原さちこ （No. 250016）

江戸城

芸術鑑賞講座「歌舞伎」
400年以上の歴史を持つ日本の伝統芸
能「歌舞伎」。事前講義を受けた後、歌舞
伎座で実際に鑑賞します。
時 �□6/20、9/19 木曜 
【講義】14：15〜15：45 
【鑑賞】16：30〜21：00（目安）
数□前期2回　場□歌舞伎座（中央区銀座）　対□60名
￥□3,500円・12,500円（3階A席チケット代含む）
師□松竹株式会社演劇営業部演劇ライツ室講師
 （No. 250137）

東陽町

歌舞伎座

クリムト 〜世紀末ウィーンを彩った画家〜
2018年に没後100年を迎え、ますます人気の高まる世紀
末ウィーンの画家グスタフ・クリムト。その黄金と官能に満
ちた作品と生涯、弟子シーレに与えた影響、時代背景など
を学びます。 ※美術館の見学はありません。
時□5/21、6/4・18、7/2・16 火曜 14：00〜15：40
数□5回　場□東大島文化センター　対□25名
￥□6,000円・100円
師□美術ジャーナリスト 村田真 

（No. 250075）

東大島

グスタフ・クリムト《ユディトⅠ》
1901年 油彩、カンヴァス 84×42cm

ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館
Ⓒ Belvedere, Vienna, Photo： Johannes Stoll

『クリムト展　ウィーンと日本 1900』に出品 【会期】4/23（火）〜7/10（水） 【会場】東京都美術館企画展示室

星空の楽しみ方 〜夏編〜
月・太陽・星座の位置は刻々と変わ
ります。今回は夏にスポットをあ
て、星座の紹介、今夜の星空の様
子、天の川・流星群を含めた話題の
天文事象等、天体について学びま
す。普段は見えづらい星空を“星空
案内人”と共に楽しめる内容です。
時□5/28、6/11・25、7/9・23 火曜 19：00〜20：30
数□5回　場□古石場文化センター　対□25名　￥□4,200円・200円
師□星の学芸員 木村直人 （No. 250085）

古石場水中考古学の世界
遺跡は陸の下にあるだけではありません。渚や海
の中にもたくさんの文化遺産が眠っています。沈
没船からのお宝の引き揚げが水中考古学であると
誤解されていた時代はすでに過去のものとなり、
世界は水中文化遺産の保護や活用に熱心に取り組
み始めています。海の考古学の魅力を紹介します。
時□5/10、6/14、7/12、9/13 金曜 14：00〜15：40
数□4回　場□亀戸文化センター　対□30名　￥□4,000円・300円
師□東京海洋大学教授 岩淵聡文、東京海洋大学講師 林原利明
 （No. 250145）

亀戸

初島沖海底遺跡と水中ロボット

新クラシック
「林田直樹の語り合える、深められる音楽講座」

旅をテーマにさまざまなクラシック音楽に親しみ、オペラやバレエ、
古楽〜現代音楽、クロスオーバーなど、あらゆる領域から、いま一番
面白いクラシック音楽の全体像を楽しくお伝えします。※茶話会有り
時□5/29〜9/11 水曜 19：00〜20：40　数□4回
場□江東区文化センター
対□35名　￥□4,000円・200円
師 �□音楽ジャーナリスト、
　評論家 林田直樹

（No. 250103）

東陽町

講師：林田直樹

5/29（水）「海をわたる旅」：エルガー、ワーグナー

6/26（水）「自由への旅」：ブラームス、ビゼー ※

7/24（水）「過去への旅」：ダウランド、サティ ※

9/11（水）「内面への旅」：シューベルト、フォーレ

※上記作曲家以外にも多数取り上げます。

自分の「好き」のみつけ方 −アート鑑賞入門−
美術館に行ってみたいけど、敷居が高
い…という初心者の方も、もっと理解
を深めたい、という上級者の方も！鑑
賞方法や、講師がおすすめする美術館
と作品を紹介。自分が気になる美術館
や作家を見つけて、さあ、美術館へ！
※美術館の見学はありません。
時□5/27、6/24、7/22、8/26、9/23 月曜 ※9/23は祝日 19：00〜20：30
数□5回　場□古石場文化センター　対□25名　￥□5,300円・200円
師□アートミニマガジン『Palette』編集長 こしのきよみ  （No. 250081）

古石場

画像提供：大原美術館

豊洲英語で読む児童文学
洋書をテキストに使い、1年間で1冊をじっくりと読みすすめます。 
今回のテキストに使用するのはイギリス現代児童文学を代表する作家、
フィリッパ・ピアスのタイムファンタジー『Tom's Midnight Garden』

（邦題：トムは真夜中の庭で）です。
※英会話講座ではありません。
時□5/18〜10/5 土曜 14：00〜15：30
数□前期9回　場□豊洲文化センター
対□20名　￥□11,000円・1,300円
師□中央大学講師、児童文学研究家 斉藤美加
 （No. 250022）

文学・歴史
東大島正史・三国志の世界（入門編）

〜黄巾の乱から三国統一まで〜
正史・三国志をテーマに“物語”から“歴史”への理解を深める入門編です。
小説、マンガ、ゲーム、映画など「三国志」好きへの入り口は千差万別、人
それぞれです。そこから一歩、踏み込んだ世界を味わってみませんか。
時□5/22〜9/18 水曜 14：00〜15：30
数□7回　場□東大島文化センター
対□25名　￥□6,000円・200円
師□早稲田大学講師 髙橋康浩

（No. 250073）

5/22（水） 正史と演義、2つの三国志

6/12（水） 後漢の崩壊

6/26（水） 白馬・官渡の戦い

7/10（水） 荊州をめぐる攻防

7/24（水） 蜀の奪取と関羽の死

9/4（水） 劉備の死と遺孤を託された孔明

9/18（水） 北伐、三国の統一

区民参加・ボランティア

江東区英語ボランティアガイド養成講座
江東区の魅力を英語で伝えるノウハウを
学びます。あなたの英語力を地域で役立
ててみませんか。講師は、長年にわたり各
種観光通訳ガイドの養成に携わってきた
根岸正氏です。講座終了後は、ボランティ
アグループへの任意加入が可能です。
※英検2級またはTOEIC550点以上の方が対象です。
時□5/11〜9/28 土曜10：00〜12：00　数□10回　場□江東区文化センター
対□20名　￥□12,000円・500円（別途入館料、外出保険料がかかります）
師□全国通訳案内士（英語）根岸正 ほか （No. 250060）

東陽町

実習風景（亀戸と芭蕉記念館を予定）

江東区文化観光ガイド養成講座初級Ⅰ
江東区は歴史ある寺社や四季折々の自然
が楽しめる場所、運河など観光スポット
がたくさんある街です。この魅力あふれ
る江東区を日本全国から訪れる方々に案
内する観光ガイドになってみませんか。
時 �□5/11〜10/19 土曜10：00〜12：00 

※外出講義は12：30まで
数□17回　場□古石場文化センター ほか
対□20名　￥□9,400円・1,000円
師□江東区文化観光ガイドの会会長 中尾正文 ほか （No. 250088）

古石場

手芸・工芸
協力講座 協力講座はじめての陶芸教室

福島県・大堀相馬焼の伝統工芸士である講
師が、粘土の扱い、手びねりや手廻しろくろ
の技法から絵付けまで指導します。世界に
ひとつのお気に入り作品づくりに、じっくり
チャレンジしてみましょう。
時□5/19、6/16、7/21、8/18 日曜 13：30〜15：30
数□4回　場□江東区文化センター
対□25名　￥□4,000円・3,000円
師□大堀相馬焼伝統工芸士 長橋明孝
 （No. 250098）

東陽町

講師：長橋明孝

錫工芸講座
錫は乳白銀色でやわらかくさびない無害
の金属です。錫工芸の中でも珍しい、錫板
を叩く技法です。手作りの小皿や小物を
制作します。美しい錫工芸の世界に触れ
てみませんか。
時□5/27〜7/22 月曜 10：00〜12：00
数□5回　場□森下文化センター
対□20名　￥□5,000円・10,000円
師□錫工芸作家 秦世和

（No. 250058）

森下

制作予定作品

5/27（月） 丸豆皿の制作と錫器のお手入れ方法

6/10（月） 模様打ち金鎚の磨きと試し打ち

6/24（月） 鎚目模様の丸豆皿の制作

7/ 8（月） 浅豆鉢の制作と磨き方

7/22（月） 鎚目切抜模様の角豆皿作り

※年齢・学年の対象日は、2019年4月1日時点です。音楽・演劇 こども・親子

おとなのための長唄三味線教室
習ってみたかったけど、な
かなか習えなかったあこ
がれの三味線…。今から
でも遅くはありません。
今がそのスタートの時。
グループレッスンで丁寧に指導します。
時□5/12〜9/29 日曜16：00〜16：50　数□前期10回　場□亀戸文化センター
対□12名　￥□20,000円・8,000円　※「三味線」はレンタル品を使用
師□（一社）長唄協会所属講師
 （No. 250148）

亀戸

成果発表会の様子

親子で楽しめるサムライ・チャンバラ
時代劇でみる殺陣（たて）を実際に体験します。こど
もは礼儀作法、挨拶なども学べ、大人は体を動かして
リフレッシュ！練習を振り返って親子の話も弾みま
す。動きやすい普段着で、道具はレンタルなので、手
ぶらで参加OK！
時□6/9〜7/28 日曜 15：30〜17：00
数□7回　場□古石場文化センター
対□小学3年生以上の児童と保護者12組
￥□19,000円・1,800円（別途道具レンタル代がかかります）
師□芸道殺陣「波濤流」高瀬道場師範 多加野詩子 （No. 250087）

古石場

講師：多加野詩子

こどもとアート
〜親子で造形コミュニケーション〜

クレヨンを使って大画面に落書きをしたり、新聞
紙を使った遊びなど、様々な造形にチャレンジし
ます。造形を通じてこどもの心の発育や表現を知
り、上手にこどもと接する方法も学びます。
※こどもに絵画技術を教える講座ではありません。
時□5/26、6/23、7/14 日曜 10：30〜11：50　数□3回　場□砂町文化センター
対□4歳〜小学2年生の親子10組　￥□8,000円・380円
師□東京学芸大学教授 石井壽郎 ほか （No. 250018）

砂町

講座風景

考えるを楽しもう! 〜こどもてつがく〜
友達、勉強、ニュース…「なぜ？」「ど
うして？」と日常で持っている疑問
を、学校や年齢を越えてみんなで
考えます。ゆっくり、じっくり対話
の時間を持って、考える楽しさを感
じよう！学校では習えない、新たな
発見や深い理解が体験できます。
時□5/26〜7/28 日曜 10：00〜11：30　数□6回
場□古石場文化センター　対□小学3〜6年生20名　￥□5,000円・500円
師□探求型学習塾「ベースクール」代表 幡野雄一 （No. 250080）

古石場

山に行こう!「ゆる登山」の楽しみ方
大人気「ゆる登山」シリーズ著者の西野先生と一緒に、山の歩
き方・楽しみ方を一から学べる講座です。座学講義のほか、
高尾山、埼玉の日和田山、奥多摩の三頭山に出かけます。あな
たも、「ゆる〜く、楽しい」山歩きライフを始めてみませんか。
時 �□【講義】4/18、5/9・30 木曜 14：00〜15：30 
【外出】4/25、5/16、6/6 木曜 10：00〜15：00予定
数□6回　場□豊洲文化センター、高尾山 など
対□25名　￥□5,000円・200円（別途交通費がかかります）
師□フリーライター、日本山岳ガイド協会認定登山ガイド 西野淑子
 （No. 250151） 

豊洲

三頭山山頂からの景色

ドラゴンボート（9/1）

芸術鑑賞講座「文楽」
無形文化遺産にも登録されている、日本の伝統芸
能「文楽」。国立劇場の協力のもと、現地で文楽出演
者等による公演の解説を聞き、実際に鑑賞します。
時 �□5/19 日曜 
【講義】9：10〜10：00 【鑑賞】10：30〜（第1部） 

9/8 日曜 時間未定
数□前期2回
場 �□国立劇場（講義：伝統芸能情報館3階レクチャー室、観劇：小劇場）
対□50名　￥□2,200円・13,200円（チケット代2回分含む）
師□国立劇場文楽出演者 ほか （No. 250113）

東陽町

5月公演「通し狂言 
妹背山婦女庭訓」より

はじめから学ぶ日本語の教え方
〜ボランティア教師デビューを目指して〜

1年間（34回）を通して、実際に日本語教室で指導す
るための実践的な指導法をテキスト「みんなの日本
語Ⅰ・Ⅱ」をベースに学んでいきます。はじめて日本
語教育に触れる方はもちろん、既に経験がありブ
ラッシュアップをお考えの方もお待ちしています。
時□5/8〜10/16 水曜 19：00〜20：30
数□前期17回　場□江東区文化センター　対□25名
￥□18,000円・5,500円　師□武蔵野大学教授 村澤慶昭
 （No. 250102）

東陽町

講座の様子

探究コリア 〜韓国の世界遺産からみえてくるもの〜
近くて遠い隣国・韓国について掘り下げる人気シリーズです。
時 �□5/22〜9/11 水曜 

14：00〜15：30
数□6回
場□亀戸文化センター
対□30名　￥□7,000円・300円
師 �□都立日比谷高等学校講師 

武井一 ほか

（No. 250149）

亀戸

5/22（水） 昌徳宮、宗廟、朝鮮王陵
〜李朝の王宮と先祖祭祀〜

6/12（水）
世界遺産とともに楽しむグルメ旅
ゲスト講師： 

八田靖史（コリアン・フード・コラムニスト）

7/3（水） 水原華城と南漢山城 〜正祖の夢と朝鮮の城〜

7/24（水） 慶州と仏国寺 〜絢爛たる新羅文化〜

8/28（水） 百済歴史地区 〜日本と関係深い百済〜

9/11（水） 済州火山島と溶岩洞窟群
〜韓国では珍しい火山〜

〜甲府を創った男〜

武田信虎の生涯とその時代
1519年に戦国大名・武田氏の本拠地「甲府（甲斐の府中）」が開府
され今年は500年の節目を迎えます。本講座では、信虎・信玄・
勝頼の武田3代のうち、甲府開府の祖であり、武田信玄の実父で
ある武田信虎にスポットを当てます。戦国大名・武田氏の基盤
を築いた信虎の足跡と波乱に満ちた生涯を学んでいきます。
時□6/1・15・29、7/13 土曜 14：00〜15：30
数□4回　場□豊洲文化センター　対□25名　￥□4,000円・なし
師□国士舘大学文学部非常勤講師 丸島和洋
 （No. 250152）

豊洲

武田信虎像
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3/10（日）～3/24（日）
お 申 込 み 期 間講座の見かた 時□開講日〜閉講日、曜日、時間　数□回数　場□会場

対□募集人数 ※（　 ）内は定員　￥□受講料・教材費（保険代等）　師□講師・指導
（No. 000000）… 講座番号　インターネットからのお申込み時に入力してください。

実施施設東陽町

講師、受講生が中心となって運営する講座です。協力講座 共催講座

継続講座（欠員の補充募集となります）

音楽・演劇

ポピュラーヴォーカル教室
腹式呼吸の練習と、声を出
すことから始めます。レッ
スン課題曲を中心に、ポッ
プス、洋楽、演歌まであら
ゆるジャンルの中から選
んで練習します。
時 �□5/15〜10/23 水曜 

19：00〜20：30
数□前期17回　場□豊洲文化センター
対□10名（40名）　￥□18,500円・300円
師□ヴォイストレーナー 伊藤美子 （No. 250028）

うたう・楽しむ・元気がでる

童謡・唱歌の世界
誰もが耳にし、口ずさんだこ
とのある懐かしい童謡・唱歌
の名曲の数々を、楽しみなが
ら歌います。10/27（日）の江
東区民合唱祭に出演します。
時□4/18〜10/27 木曜 14：00〜15：30 ※10/27は日曜
数□前期17回　場□森下文化センター
対□若干名（30名）　￥□18,000円・1,300円
師□声楽家 前野邦子
 （No. 250042）

森下豊洲 実践カラオケ教室
基本となる発声練習や
ピアノ伴奏によるレッ
スンを通じて、演歌を中
心としたカラオケの歌
唱方法を習得します。最
終回は成果発表の場と
して「おさらい会」を実施します。
時□4/26〜10/11 金曜 14：30〜16：30
数□前期8回　場□東大島文化センター
対□10名（60名）　￥□10,100円・300円
師□作曲家 田中健一郎 （No. 250009）

森下女声コーラス
アットホームな雰囲気の中、日
本の四季を歌った叙情歌から
人気のポピュラーソングまで、
親しみやすい曲を中心に練習します。女性ならではの
美しいハーモニーを目指し、仲間と一緒に歌ってみま
せんか。初心者の方も大歓迎です。10/27（日）の江東区
民合唱祭に出演します。
時□5/14〜10/27 火曜 18：30〜20：00 ※10/27は日曜
数□前期17回　場□森下文化センター
対□10名（30名）　￥□14,000円・1,600円
師□聖徳大学大学院兼任講師 佐藤亘弘 （No. 250045）

東大島女声コーラス 夜間クラス・午前クラス
美しい日本語で歌うための発声
練習や発音を学びながら様々な
楽曲を歌います。10/27（日）の江
東区民合唱祭に出演します。

【夜間クラス】（No. 250011）
　時□4/19〜10/27 金曜 18：30〜20：30 ※10/27は日曜

【午前クラス】（No. 250010）
　時□4/20〜10/27 土曜 10：00〜12：00 ※10/27は日曜

【共通事項】
　数□前期15回  場□東大島文化センター  対□若干名（25名）
　￥□13,700円・800円　師□日本オペラ協会会員 福山恵

東大島 森下 東大島

講座風景
昨年のミニコンサートの様子 発声練習の様子

成果発表会の様子
昨年の江東区民合唱祭より

インナーマッスル&ダンス
〜気軽に楽しく踊れる！〜

ストレッチや簡単なダンスをしながらイン
ナーマッスルを鍛えます。性別・年齢を問わ
ず、誰でも気軽に楽しめます。運動不足解消や
ストレス発散、健康維持にレッツ・ダンス！！
時□4/16〜9/3 火曜 19：00〜20：30
数□前期17回　場□江東区文化センター
対□若干名（40名）　￥□15,300円・なし
師 �□ヨシエダンススタジオカンパニー主宰
　茂呂由枝 ほか
 （No. 250120）

はじめてのハワイアンフラ
〜ゆったり、楽しく、基本を学ぶ〜

初心者を対象としたクラスです。まずはリズムに乗り、
楽しく踊ることを目指しましょう。2020年3月開催予
定の「成果発表会」に出演します。
※ 動きやすい服装で。スラックスでもOK。
時□5/14〜9/24 火曜 13：30〜15：00
数□前期15回　場□森下文化センター
対□女性10名（30名）　￥□13,000円・なし
師 �□NPO法人全日本フラ協会理事、 

プアナニ髙橋・フラスタジオ主宰 プアナニ髙橋
 （No. 250057）

タップダンス教室 入門・初級
タップダンスは、最初に基
本的なステップを覚えてお
けば、どなたでも楽しく踊
ることができます。基礎か
らレッスンを進めていきますので、運動不足の方もお
気軽にご参加ください。まずは音楽にあわせて、楽しく
ステップを踏んでみましょう。
時□5/11〜10/5 土曜 13：10〜14：10　数□前期14回
場□豊洲文化センター　対□10名（20名）　￥□13,000円・なし
師□佐々木隆子タップダンススタジオ代表 倉形裕代
 （No. 250026）

ヤング★ハワイアン
人気のフラダンスで心と身体をリフ
レッシュ。明るいハワイアン音楽にの
せて、ハワイの風を感じながら楽しく
踊りませんか。アロハフラは美容と健
康に役立ちます。年齢にかかわらず、
気持ちが若い人、若さを保ちたい人が
集まってレッスンしています。
時□4/17〜10/2 水曜 19：00〜20：30　数□前期17回
場□砂町文化センター　対□10名（40名）　￥□13,500円・なし
師 �□プアナニ髙橋・フラスタジオインストラクター 

髙橋紫 ほか （No. 250001）

初心者歓迎！大人のベリーダンス教室
中東・アラブ文化圏発祥の
ベリーダンス。エキゾチッ
クな音楽の中に身をゆだ
ね、音と遊び、踊る喜びを感
じてみませんか。未経験で
も、まずは踊ってみたいという気持ちがあれば充分で
す！！動きやすい服装でご参加ください。
時□5/9〜10/3 木曜 18：40〜19：40
数□前期15回　場□豊洲文化センター
対□女性20名（30名）　￥□16,000円・なし
師□アイニーベリーダンス所属 Jerico（エリコ） （No. 250024）

東陽町 森下豊洲 砂町豊洲 協力講座

講座の様子

講座風景

講師：髙橋紫
講師：

プアナニ髙橋

亀戸 亀戸東大島 ジュニアのための小鼓教室
日本の伝統楽器のひとつ「鼓

（つづみ）」。普段触れる機会の
少ない楽器です。みんなで息
を合わせて「ポン」と打つ気持
ち良さを体験してみませんか。
※ 7/14（日）のはねかめまつりで発表会を行う予定です。
時□5/18〜7/14 土曜 14：00〜15：30 ※7/14は日曜
数□前期10回　場□亀戸文化センター
対□小学2年生以上若干名（10名）
￥□12,500円・1,500円 ※「鼓」はレンタル品を使用
師□（一社）千人鼓の会 入澤登志江 ほか （No. 250140）

こどものためのお箏教室
プロが日本の伝統楽器「箏」
をやさしく教えます。豊かな
音色を体験してみませんか。
時 �□5/11〜9/28 土曜 

① 9：30〜10：30 
②10：40〜11：40

数□前期18回　場□古石場文化センター
対□小学3年生〜中学生①②各5名（各15名）
￥□18,000円・1,000円（別途箏爪代6,000円がかかります）
師□山田流箏曲演奏家 武田博華、金子博詩 ほか
 （No. ①250089 ②250090）

こどものための三味線教室
教育課程にも組み込
まれた伝統音楽。そ
の代表的な楽器であ
る三味線を習ってみ
ませんか。
時□5/12〜9/29 日曜  【前半クラス】14：00〜14：50 

【後半クラス】15：00〜15：50
数□前期10回　場□亀戸文化センター
対□小学3年生以上若干名（16名）
￥□13,800円・8,000円　※「三味線」はレンタル品を使用
師□（一社）長唄協会所属講師 （No. 250147）

こどものためのクラシックバレエ
バレエは世界中で踊られている、伝統的な
ダンスです。年齢・経験により、A〜C、ポワ
ントの4クラスに分かれてレッスンします。
※募集はA・B・ポワントクラスです。
時 �□5/11〜9/28 土曜  

【A】13：00〜14：00 【B】14：00〜15：00 【ポワント】16：10〜17：30

数□前期15回　場□東大島文化センター

対 ￥ �□□【A】【B】4歳〜小学4年生 若干名（各20名）　11,100円・1,300円 

【ポワント】 小学5年生〜高校生で5年以上の経験者 若干名（20名） 

14,200円・1,300円

師□石井清子バレエ研究所教師 小山田整 ほか

 （【A・B】No. 250006 【ポワント】No. 250007）

レッスン風景 「江東こども文化祭2018」出演の様子

古石場協力講座

国際理解・語学

初級韓国語
ハングル経験者向けのクラス
です。ハングル文字の読み書
きができ、挨拶や自己紹介、定
型表現を話すことができる方
が対象です。
時 �□5/10〜10/11 金曜 

19：00〜21：00
数□前期17回　場□森下文化センター
対□5名（20名）　￥□17,000円・2,400円
師□ディラ国際語学アカデミー所属講師
 （No. 250041）

講座風景

初級中国語
中国語はビジネスを含め、活用
の場が増えています。本講座は
中国語学習のポイントとなる発
音や実践的な会話練習を中心に
基礎から2年間学んできました。
中国語の勉強をやり直したい、
学習経験のある方が対象です。
時□5/14〜10/8 火曜 19：00〜21：00
数□前期17回　場□森下文化センター
対□若干名（20名）　￥□17,000円・2,600円
師□ディラ国際語学アカデミー所属講師 （No. 250040）

おもてなし中国語
ステップアップ初級クラス

中国語を学んだことのある方向けの講座です。「仕事で
必要」「昔勉強したけどもう一度学びたい」等、理由は何
でも大丈夫。チャレンジしてみませんか？
※中検準4級またはHSK1級レベルの知識が必要です。
※使用教材「2年生のコミュニケーション中国語第7課」
時□5/10〜9/20 金曜 19：00〜21：00
数□前期17回　場□豊洲文化センター
対□10名（20名）　￥□17,000円・2,600円
師□ディラ国際語学アカデミー派遣講師
 （No. 250027）

森下 豊洲森下

講座風景

書道・絵画

書道教室
一人ひとりの経験・技量にあ
わせたお手本を使いますの
で、初心者の方から受講い
ただけます。「書」に関する知
識、楽しさを深めながら技術
の向上を目指します。
時□5/9〜10/10 木曜 18：30〜20：00
数□前期17回　場□江東区文化センター
対□5名（25名）￥□18,000円・300円
師 �□創玄書道会一科審査会員、毎日書道展審査会員 

北澤翠香 （No. 250012）

実用書道 〜暮らしに生かせる書〜
漢字・仮名の基礎
から暮らしに生か
せる書を学びます。

〈主な内容〉
◦ 楷書や行書、仮名の基本
◦ 仮名交じり、カタカナや字形の取り方 など
時□4/17〜9/18 水曜 19：00〜20：30
数□前期17回　場□総合区民センター
対□若干名（25名）　￥□14,500円・4,500円
師 �□創玄書道会一科審査会員、毎日書道展審査会員 

帯向芳園 （No. 250059）

東陽町 区民

講師作品

東陽町 東大島

趣味・実用

プロに学ぼう！マンガ道場
プロの漫画家によるマンガの描き方実
践教室です。初心者と経験者で教材を
変えて指導します。初心者の方は道具
の使い方、ベタ塗り、コマ割り等基礎技
術を学びます。

〈主な内容〉  ◦ベタ塗り ◦ベタフラッシュ 
◦効果音 ◦ 小道具描写

時□5/11〜10/26 土曜 14：00〜16：00
数□前期10回　場□森下文化センター
対□小学5年生以上8名（20名）　￥□14,000円・700円
師□漫画家 江波じょうじ （No. 250044）

橘流 寄席文字教室
寄席文字は、縁起文字としても喜
ばれます。文字とともに寄席の世
界、江戸文化にも親しんでみませ
んか。また、字を書くことの好きな
方、この独特な書体を一度経験し
てみませんか。
時□5/9〜10/10 木曜 18：30〜20：00
数□前期17回　場□江東区文化センター
対□若干名（25名）　￥□15,000円・1,600円
師□橘流寄席文字 橘右女次（うめじ）
 （No. 250013）

日本画教室
基礎となるデッサンから
水彩、岩絵具を用いた日本
画の制作に至るまで、個々
のレベルに合わせて様々
な技法を学びます。屋外
写生会［5/26（日）日中の予
定］も行います。
時 �□5/10〜9/27 金曜 18：30〜20：30
数□前期14回　場□東大島文化センター
対□若干名（25名）　￥□15,000円・1,200円
師□日本美術院院友 佐藤孝 （No. 250008）

森下江戸文字教室 〜勘亭流〜
江戸文字教室〜勘亭流〜
は、歌舞伎の看板や番付を
彩る文字です。江戸時代安
永8年（1779）に御家流書道
指南 岡崎屋勘六が確立した
といわれます。伝統ある「江
戸文字」を個々人に合わせた指導で、基礎から学びます。
時□5/8〜10/9 水曜 19：00〜20：30
数□前期10回　場□豊洲文化センター
対□若干名（15名）　￥□17,000円・6,500円
師□勘亭流家元二代目荒井三禮直門 荒井三鯉 （No. 250023）

豊洲

国立劇場 初芝居口上看板（平成21年）

講師：橘右女次

スケッチ教室 〜水彩画を楽しむ〜
花・果物・建物・風景など様々
なモチーフを描きます。初め
て絵筆を持つ方でも大丈夫
です。ベテラン講師が基礎か
ら丁寧に指導します。
時 �□4/25〜9/26 木曜 

18：30〜20：30
数□前期10回　場□砂町文化センター
対□若干名（20名）
￥□12,000円・2,000円（別途道具代がかかります）
師□サロン・ド・パリ会員 菅野たみお （No. 250005）

砂町

講師作品「石田波郷居蹟」
講師作品「夏至」

講師作品

ダンス・健康

バレエエクササイズ（ビギナークラス）
バレエの基本姿勢やス
トレッチなどを行いなが
ら、美しく健康な身体作
りをします。
時 �□5/7〜9/24 火曜 

13：00〜14：30
数□前期15回
場□江東区文化センター
対□女性若干名（20名）　￥□13,000円・なし
師□石井清子バレエ研究所教師 吉田結子
 （No. 250004）

大人のバレエストレッチ
体を柔らかくしたい方や、運動不
足の方でも無理なくできるよう床
のストレッチを中心に有名な演目
の曲などを使って楽しくレッスン
します。基本のストレッチを続ける
ことで、美しい姿勢とプロポーショ
ン、健康な肉体を目指しましょう。
時□5/19〜10/27 日曜 10：30〜11：30
数□前期15回　場□森下文化センター
対□女性若干名（25名）　￥□15,000円・なし
師□東京シティ・バレエ団所属講師 （No. 250048）

目指せ、やせ体質！

美BODY体幹エクササイズ
基礎代謝をあげて、やせ体質を目指し
ませんか？体幹トレーニングで基礎
代謝をアップ！ボクササイズでストレ
ス解消、ストレッチでリラックス。楽し
くエクササイズを行えるプログラムです。
時□5/9〜10/3 木曜 20：00〜21：00
数□前期15回　場□豊洲文化センター
対□女性20名（30名）　￥□12,000円・なし
師□アウルスポーツジム所属トレーナー 大久保こず枝
 （No. 250025）

女性のための健康法・
陰陽ストレッチエクササイズ

「陰陽ストレッチエクササイズ」は、カラ
ダの気（元の気）の流れを整えて経穴の
つまりを改善し元気なカラダを手に入れ
る、セルフケアをレッスン形式にアレン
ジしたプログラムです。無理のないレッ
スンで、年齢に関係なく健康法が学べます。
時□4/23〜10/1 火曜 10：00〜11：30　数□前期10回
場□総合区民センター　対□7名（30名）　￥□11,000円・なし
師□漢方養生指導士 Mana
 （No. 250115）

健康のヨガ
ゆっくりとしたヨガのポーズと呼吸法で心身をほぐし
ます。ストレス解消にも役立つヨガです。

〈主な内容〉  ◦ヨガの呼吸法  
◦肩周りをほぐす 
◦身体全体を伸ばす

時□4/19〜8/30 金曜 18：45〜20：00
数□前期17回
場□総合区民センター
対□5名（30名）　￥□9,000円・なし
師□㈱フクシ・エンタープライズ所属講師 江口舞
 （No. 250053）

東陽町 森下 豊洲区民区民

講師：吉田結子
講師：

東京シティ・バレエ団所属講師

講師：Mana

文学・歴史
東陽町短歌のたのしみ

〜現代短歌の鑑賞と実作〜
現代短歌を実際につくり、歌会形
式で発表します。日々の生活で感
じた思いを、短歌に乗せてみませ
んか？未経験の方も歓迎してい
ます。
時 �□5/15〜9/25 水曜 19：00〜20：30
数□前期8回　場□江東区文化センター
対□若干名（20名）　￥□11,100円・500円
師□「短歌人」編集人 藤原龍一郎
 （No. 250043）

砂町こどもバレエ教室
クラシックの基礎を学び、技術の
向上と豊かな感性を養います。年
齢、経験に応じ3クラスに分かれ
てレッスンしています。

【募集クラス】
時 �□5/8〜10/9 水曜 15：00〜15：50
数□前期17回
場□砂町文化センター　対□4歳〜小学3年生10名（54名）
￥□12,000円・800円
師□石井清子バレエ研究所教師 永田明日香 ほか
 （No. 250002）

こども・親子
亀戸ジュニアのための英語ドラマ教室

外国人を含む3人の講師の指導
で、ドラマ（演劇表現）を使いグ
ローバルなコミュニケーション力
と表現力を豊かにします。

〈主な内容〉◦ 基本的な英語表現
◦ 歌・スピーチ、ドラマゲームを織り込んだ英語表現
時□5/12〜9/29 日曜　数□前期10回 場□亀戸文化センター
対□【入門クラス】10：00〜11：10 小学2〜4年生15名

【経験者クラス】11：20〜12：30 小学3〜6年生若干名（15名）
￥□11,000円・700円
師□東京学芸大学名誉教授 小林志郎 ほか （No. 250150）

キッズチアダンス
〜ソングリーディング〜

キラキラのポンポンを持っ
て踊り、チアスピリット等
を身につけていきます。イ
ベントや発表会に出演しま
す。（組体操やアクロバットなど、難しい動きは行いません）
時□5/23〜10/17 木曜 16：30〜18：00
数□前期15回　場□森下文化センター
対□小学生男女20名（40名）　￥□12,000円・1,800円
師□㈱WING DANCE  PROMOTION 
　髙久美佳子 ほか （No. 250046）

森下

元気いっぱい踊ろう！

※年齢・学年の対象日は、2019年4月1日時点です。

江東区文化コミュニティ財団では、
「江東区文化プログラム基本指針」に
沿った講座を実施しています。
「江東区文化プログラム基本指針」…東京2020オリ
ンピック・パラリンピックに向け、「誰もが芸術文化
に参加しやすい環境整備」、「日本文化の継承・発展」、
「次世代育成」、「国際化対応」などの基本指針に基づ
き、芸術文化振興に取り組んでいる事業です。

講師作品

ジュニア・ダンスミックス
カッコ良くダンスを踊りたいみん
な、集まれ！！ヒップホップ、ジャズ
ダンスにチャレンジ。年齢に応じ
た2クラスのレッスンです。
時□4/9〜10/1 火曜　数□前期17回
場□江東区文化センター
対 �□【Aクラス】16：20〜17：20 5歳〜小学3年生 10名（15名） 
【Bクラス】17：30〜18：30 小学4年生〜高校生 5名（15名）
￥□18,100円・800円
師 �□ウメダヒサコジャズダンスミックスファクトリー 

主宰 ウメダヒサコ （【A】No. 250020 【B】No. 250021）

東陽町

スポットライトの中に立とう
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江東区 
文化センター

〒135-0016 東陽4-11-3
【電話】03-3644-8111
【FAX】03-3646-8369
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第2・4月曜日。
ただし祝日の場合は開館。

森下 
文化センター

〒135-0004 森下3-12-17
【電話】03-5600-8666
【FAX】03-5600-8677
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第1・3月曜日。
ただし祝日の場合は開館。

古石場 
文化センター

〒135-0045 古石場2-13-2
【電話】03-5620-0224
【FAX】03-5620-0258
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第1・3月曜日。
ただし祝日の場合は開館。

亀戸 
文化センター

〒136-0071 亀戸2-19-1
カメリアプラザ5F

【電話】03-5626-2121
【FAX】03-5626-2120
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第2・4月曜日。
ただし祝日の場合は開館。

東大島 
文化センター

〒136-0072 大島8-33-9
【電話】03-3681-6331
【FAX】03-3636-5825
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第1・3月曜日。
ただし祝日の場合は開館。

砂町 
文化センター

〒136-0073 北砂5-1-7
【電話】03-3640-1751
【FAX】03-5606-5930
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第1・3月曜日。
ただし祝日の場合は開館。

総合区民 
センター

〒136-0072 大島4-5-1
【電話】03-3637-2261
【FAX】03-3683-0507
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第2・4月曜日。
ただし祝日の場合は開館。

豊洲
文化センター

〒135-0061 豊洲2-2-18
豊洲シビックセンター8F

【電話】03-3536-5061
【FAX】03-5560-0505
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第2・4月曜日。
ただし祝日の場合は開館。

□

お近くのセンターで気軽にはじめませんか?

英会話講座のご案内

単科コース
さまざまなテーマ設定で、楽しみながら英会話に親しめるコースです。
NEW □…□新規講座

※受講料・教材費は半期（前期）分です。□※レベルの英検・TOEIC換算は目安です。
※テキストおよび教材費については変更になる場合があります。
※レッスン中にグループワークやペアレッスンを行います。

レベルアップコース
はじめて英会話を学ぶクラスから高度なコミュニケーション能力を身につけるクラスまで、5段階のクラス設定。

「話す」「聴く」「読む」「書く」の要素を取り入れた総合英会話コースです。

はじめての英会話
英会話をはじめて学習する方向けの初歩クラス。授
業は複数の日本人講師が行います。楽しみながら、
英会話の基礎を学びます。

師□□江東区英語会話力認定者協会（ESVA）所属□
日本人講師

数□16回（1回90分）　対□20名　￥□13,300円・3,400円
□ 対象レベル：英検5級〜4級程度

基礎英会話
自己紹介や過去の出来事、近い将来の予定など、日
常生活で交わす簡単な会話が無理なくできるよう
学びます。

師□□（一財）英語教育協議会（ELEC）所属□ □
ネイティブ・スピーカー外国人講師

数□17回（1回90分）　対□20名　￥□19,000円・4,300円
□ 対象レベル：英検4級〜3級程度・TOEIC350〜450程度

中級英会話
日常会話でよく使われる表現を学び、ネイティブ・スピーカー
と自然に対話ができるようトレーニングします。また基礎文
法を洗い直し、正確な英語の習得を目指します。□
師□□（一財）英語教育協議会（ELEC）所属□ □
ネイティブ・スピーカー外国人講師

数□17回（1回90分）　対□20名　￥□19,000円・4,300円
対象レベル：英検3級〜準2級程度・TOEIC400〜500程度

プレディスカッション
テキストで語彙力や表現力を磨き、英語で自分の意見を発信する方法を学ぶ、
ディスカッションの基礎クラスです。

師□□（一財）英語教育協議会（ELEC）所属□ネイティブ・スピーカー外国人講師
数□17回（1回90分）　対□15名　￥□21,000円・4,300円
□ 対象レベル：英検2級程度・TOEIC450〜550程度

ディスカッション
時事問題を中心とした英文記事を読み、読解力をつけながら、高度なコミュニ
ケーションの能力を養成します。

師□□（一財）英語教育協議会（ELEC）所属□ネイティブ・スピーカー外国人講師
数□17回（1回90分）　対□15名　￥□21,000円・400円
□ 対象レベル：英検2級〜準1級程度・TOEIC550以上

【会場・レッスン時間】 5/7（火）〜順次開講
①10：00〜12：00　②10：30〜12：00　③13：30〜15：00　④14：00〜15：30　⑤14：00〜16：00
⑥18：30〜20：00　⑦19：00〜20：30　⑧19：00〜21：00　⑨20：05〜21：35　「東陽町」＝江東区文化センター

英会話講座のお申込み方法

一般講座のお申込み方法

①まずはガイダンスにお申込みください 【ガイダンスへの参加が必須です（無料）】
申込みは、各ガイダンス開催日の前日まで可能です。
□  インターネットで（申込み確認は返信しません）
https：//www.kcf.or.jp/koza

検索江東区文化コミュニティ財団　講座

 電話・窓口で
実施するセンターへ電話または窓口でお申込みください。

 FAX・はがきで
右記の項目を記入し、実施するセンターへお送りください。

②ガイダンスにご参加ください ※参加は1回のみ
〈内容〉（約2時間）□●リスニング問題30分□●文法問題30分□●授業内容の説明□●受講クラスの申込み

③「受講決定クラス（手続き書類）」が郵送で届きます
ガイダンス全日程終了後に郵送にて連絡します。申込みが定員を超えた場合は、抽選となります。

④受講料・教材費をお支払いください
下記の手続き期間中に受講料等をお支払いください。
お支払い方法：各センター窓口または銀行振込　手続き期間：4/13（土）〜4/20（土）

クラス名 火 水 木 金 土

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
コ
ー
ス

はじめての英会話
森下・午前②
豊洲・午後③

古石場・午前②
森下・夜間⑦

東大島・午前②
砂町・夜間⑦

基礎英会話
砂町・午前②

古石場・夜間⑥
東大島・午前②

古石場・午前②
森下・夜間⑦

東陽町・夜間⑦

中級英会話
東陽町・午前②
豊洲・夜間⑨

古石場・午前②
亀戸・午前②
砂町・夜間⑦

森下・午前②
豊洲・午前②

古石場・夜間⑥
東大島・夜間⑦ 砂町・午前②

プレディスカッション
古石場・午前②
豊洲・夜間⑥

総合区民・午前②
亀戸・夜間⑦

砂町・午前②
古石場・夜間⑨
東大島・夜間⑦

古石場・午前②
森下・夜間⑦

砂町・午後④

ディスカッション 古石場・夜間⑨
森下・午前②

東大島・夜間⑦
亀戸・夜間⑦ 豊洲・夜間⑦

単
科
コ
ー
ス

日本を伝える英会話
豊洲・午前②

総合区民・夜間⑦
亀戸・午前②

コミュニケーション
英会話

亀戸・夜間⑦
森下・夜間⑦

トラベル英会話
砂町・午前②

古石場・夜間⑦
英語でおもてなし

〜文化がつながる英会話〜
東陽町・夜間⑧

Newsで学ぶ英会話 東陽町・午前①
発音・音読トレーニング 東陽町・夜間⑧

ビジネス英会話 東陽町・午後⑤

■ガイダンス日程表　①〜⑯がガイダンスNo.□※【　】内は講座番号

日程 開始時間 会場
4/2（火） ①10：00 【250078】 ②18：45 【250079】 亀戸文化センター
4/3（水） ③10：00 【250030】 ④18：45 【250031】 森下文化センター
4/4（木） ⑤10：00 【250061】 ⑥18：45 【250062】 砂町文化センター
4/5（金） ⑦10：00 【250094】 ⑧18：45 【250095】 豊洲文化センター
4/6（土） ⑨10：00 【250091】 ⑩14：00 【250092】 総合区民センター
4/7（日） ⑪10：00 【250096】 ⑫14：00 【250097】 江東区文化センター
4/8（月） ⑬10：00 【250049】 ⑭18：45 【250050】 東大島文化センター
4/9（火） ⑮10：00 【250099】 ⑯18：45 【250100】 古石場文化センター

ELEC講師 はじめての英会話講師陣

3/10（日）〜4/8（月）お申込み期間

3/10（日）〜3/24（日）お申込み期間

①□□ご希望のガイダンスNo.□
※□下記の「ガイダンス日程表」□
から選択（①〜⑯）。

②□□氏名・フリガナ
③□□生まれ年（西暦）・性別
　※□対象は15歳以上□
（中学生を除く）

④□□郵便番号・住所
⑤□□電話番号・FAX番号

スマートフォンは
こちらから

 インターネットで
https：//www.kcf.or.jp/koza

検索江東区文化コミュニティ財団　講座

 電話・窓口で
実施するセンターへ
電話または窓口でお申込みください。

 FAX・はがきで
以下の項目を記入し、実施するセンターへお送りください。
①□実施するセンター名・講座名
②□氏名・フリガナ
③□生まれ年（西暦）・性別□※小学生以下は生年月日
④□郵便番号・住所
⑤□電話番号・FAX番号

お申込期間内に、以下の方法でお申込みください

申込みが定員を超えた場合は、抽選で受講者を決定します。
当選された方には、手続き書類を郵送でお届けします。落選の方には、はがきで通知します。

「手続き書類」が郵送で届きます

下記の手続き期間中に受講料等をお支払いください。入金の確認をもって受講申込みの成立とします。契約書は発行し
ません。
お支払い方法：各センター窓口または銀行振込　手続き期間：4/3（水）〜4/10（水）

受講料・教材費をお支払いください

●□□期間中にお申込みいただいた分はすべて同着となります（先着順ではありません）。定員を超えた場合は抽選となります。
●□□定員に達していない講座は申込み期間後も引き続き募集を行いますが、状況によっては開講を見送る場合があります。お申込みいただいた方
には通知します。

●□□当財団の講座は、1年を2期に分けて開講しています。募集時期は3月と9月です。

インターネットでのお申込みについて
●□□「受講生番号」と「パスワード」が必要です。これまでに当財団の講座を受講したことがある方は、講座を実施しているセンターにお問合せくだ
さい。初めてお申込みされる方は、インターネットから「受講生登録」を行ってください。

●□□講座申込みページ「講座検索」で、ご希望講座の【講座番号（No.□000000）】を入力して検索することができます。

受講料について
●□□受講料には、諸雑費や消費税が含まれています。入学金はありません。
●□□掲載している受講料、教材費は半期（半年）分です。教材費以外に別途道具代等がかかる場合があります。
●□□納入された受講料等は、開講後はお返しできません。ただし、病気や転居などの特別な事情によりやむを得ず受講できなくなった場合はご相
談ください。なお、当財団事業はクーリングオフ制度の適用対象外です。

●□□カナルこうとう会員本人と配偶者、およびそれぞれの二親等以内の親族の方には、受講料の補助制度があります。詳しくは江東区勤労者福祉
サービスセンター（カナルこうとう）へお問合せください。☎︎03-3699-5101

対象について
●□□特に指定のない講座は、15歳以上（中学生を除く）を対象としています。　●□□総合的な判断の元、募集人数を超えて受け入れる場合があります。

個人情報の取扱いについて
●□□お申込みの際におうかがいした個人情報は、お申込みの事業にのみ利用し、それ以外の目的に利用することはありません。

受講上の注意
●□□講座実施日や時間等に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

お申込みにあたって（一般講座・英会話講座共通）

コミュニケーション英会話
「聴くこと」「話すこと」に焦点を絞ったレッスンを行
います。ネイティブ・スピーカーとの会話に慣れた
い、という基礎レベルの方が対象です。

師□□（一財）英語教育協議会（ELEC）所属□
ネイティブ・スピーカー□外国人講師

数□17回（1回90分）　対□20名
￥□19,000円・2,300円
対象レベル：英検4級〜3級程度・TOEIC350〜450程度

亀戸・森下

日本を伝える英会話
外国人に日本のことを伝えられるようになる基礎を磨くクラスです。 
1分間スピーチや練習ドリルを繰り返すことで基本パターンを学びます。

師□□（一財）英語教育協議会（ELEC）所属□ネイティブ・スピーカー□外国人講師
数□17回（1回90分）　対□20名　￥□19,000円・4,000円
□ 対象レベル：英検3級〜準2級程度・TOEIC400〜500程度

豊洲・区民・亀戸

スマートフォンは
こちらから

トラベル英会話
海外でも日本でも役立つ、旅行中の様々な場面での英会話を、複数の日本人講師によるグ
ループ練習も行いながら楽しく学びます。

師□□江東区英語会話力認定者協会（ESVA）所属□日本人講師　数□16回（1回90分）　対□20名
￥□16,700円・3,200円□ 対象レベル：英検4級〜3級程度・TOEIC350〜450程度

NEW
古石場・砂町

ビジネス英会話
業務上必要な単語や表現を、様々なビジネスシーンの想定でロールプ
レイやディスカッションを通して学んでいきます。今まで、本当に正し
いか・失礼はないかと不安に思いながら仕事で英語を使っていた方、
これから仕事で必要になる方、将来に備えたい方にお勧めです。

師□□ディラ国際語学アカデミー所属□ネイティブ・スピーカー外国人講師
数□15回（1回120分）　対□20名　￥□26,500円・3,500円
□ 対象レベル：英検2級〜準1級程度・TOEIC550以上

NEW
東陽町

発音・音読トレーニング
聴く・話す・読む・書くの全てに「よく効く」トレーニングのクラスです。フォニックスの手法を用
いた発音トレーニングで、アルファベットひとつひとつの「本当の音」をしっかり学びます。
※ 発音・音読のトレーニングが中心ですが、スピーチや受講生同士の会話等も行います。
※ 講師は日本語が理解可能なネイティブ・スピーカーです。毎回1人の講師が指導にあたり

ますが、回によっては別の講師が担当することがあります。
※本講座は半期講座です。

師□□ディラ国際語学アカデミー所属□ネイティブ・スピーカー外国人講師　数□15回（1回120分）
対□20名　￥□26,500円・4,000円□ 対象レベル：英検3級以上・TOEIC400以上

東陽町
NEW

Newsで学ぶ英会話
英文記事などから最新のトピックを取り上げ、単語
や表現を覚え、文法を確認していきます。そこから
会話力へつなぐための練習も行い、スキルの向上を
目指します。
師□□ディラ国際語学アカデミー所属□日本人講師
数□17回（1回120分）　対□15名
￥□30,000円・3,000円
対象レベル：英検2級〜準1級程度・TOEIC500以上

東陽町

1  豊富なレベルとクラス
2  レベルチェックでご自分のレベルに合ったクラスで受講できる
3  終了時のレベルチェックテストと講師評価で学習到達度を確認できる（講師評価はELEC英会話のみ）

4  レッスンでわからなかったことなどをE-mailで質問できる（ELEC英会話のみ）

4つのポイント

英語でおもてなし 〜文化がつながる英会話〜
毎回、一つのトピックを取り上げ、海外からの訪問
客に対し、日本の情報を積極的に英語で発信する自
信をつけていきます。
※ 本講座は2016年に開催された同タイトルの講座

に一部アレンジを加えた内容です。

師□□ディラ国際語学アカデミー所属□日本人講師
数□17回（1回120分）　対□15名　￥□30,000円・400円
対象レベル：英検3級〜準2級程度・TOEIC400〜500程度

東陽町
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