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※ 『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。

NEW 大人もこどもも親子でも・・・秋からはじめる新しいこと♪

日本料理の要
出汁の秘密を銘店にさぐる!

ユネスコ無形文化遺産に指
定された「和食」。日本料理に
かかせない「出汁（ダシ）」に
ついて江東区を中心とした
銘店から探ります。工場見学
も予定。この講座で、あなた
も「出汁」のトリコになる!?
時 �□□11/18、12/2、1/20、2/3、3/16 

月曜 14：00～15：30 
※見学時の時間変更あり

数□□5回　場□□亀戸文化センター ほか
対□□20名　￥□□2,700円・300円（保険代は別途負担）
師□□［築地］ 削り節 和田久 会長 和田昇三 ほか
※見学は川崎市とあきる野市を予定しています（交通費自己負担）

（No.250472）

未来について考える
世界のこども事情

講義とワークショップを通し
て、課題解決を目標・目的にす
ることなく、みなさんで意見
を交わしながら「必要なこと」

「できること」を自由な発想で
見つけていきます。相手の意
見を否定することなく、立場
や職業などにかかわらず、フ
ラットな目線で話し合って行きます。
時□□11/8～12/13 金曜 19：00～20：30　数□□4回
場□□総合区民センター　対□□24名　￥□□4,800円・200円
師□□東洋大学国際教育センター准教授 小早川裕子 （No.250498）

宇宙ってどんなところ
～宇宙を知ろう～

2014年に打ち上げられ2020
年末に帰還予定の小惑星探査
機「はやぶさ2」のミッションと
は何か。また、国際宇宙ステー
ションでの宇宙飛行士の宇宙
生活の様子など、宇宙の今！に
ついて基礎から学び、宇宙と宇宙開発への理解を深めます。
時□□11/19～1/28 火曜 14：00～15：30　数□□5回
場□□東大島文化センター ほか　対□□25名　￥□□4,500円・700円
師 �□□JAXA社友 大嶋龍男、JAXA研究開発員 山中理代 、 

宇宙アーティスト 安藤孝浩
 （No.250458）

吉祥花文字の世界
花文字は中国で生まれた縁起の
良い文字です。カラフルで縁起
物なので、日本人の琴線に触れ
ると好評です。お名前を書いて
プレゼントすると喜ばれます。
講座では花文字が初めての方で
も簡単に書けるように、お手本
を元に練習していただきます。
時 �□□10/24～3/12 木曜 

10：30～12：00
数□□10回
場□□東大島文化センター
対□□16名　￥□□11,000円・3,500円
師□□日本花文字の会主宰 山本卓二

 （No.250459）

江東 会社・お店探訪5
江東区内には、大企業のほか、小さいな
がらも独自の技術で優れた製品を作
る会社や歴史ある老舗などが多数あり
ます。本講座では、地元のタウン誌編
集部とともに会社・お店・工場を訪ね歩
き、その歴史や業務に触れながら街の
魅力を発見します。
時 �□□10/23、11/22、12/18、1/17、2/19 

水曜・金曜 10：00～12：00
数□□5回　場□□別表の通り（現地集合・解散）
対□□20名　￥□□7000円・150円
師□□�□タウン誌「深川」編集部 

片山祐子
（No.250446）

擬人化大好き!
大江戸出版事情

「のらくろ」はじめ、モノ
や動物をヒトに見立てて
キャラクターにする、楽
しくおもしろい擬人化。
1782年の江戸では、木場
出身の山東京伝の出世作、

『御存商売物』が大人気と
なりました。当時の多彩な

「本」たちが恋愛や嫉妬、悪
だくみに右往左往する物語。この他にも「蕎麦vsうどん」など、江
戸時代のおもしろおかしい擬人化作品を楽しみます。
時□□11/22、12/ 13、1/ 17 金曜 18：30～20：00
数□□3回　場□□森下文化センター　対□□25名　￥□□4,000円・300円
師□□慶應義塾大学教授 津田眞弓

 （No.250291）

鉄道の歴史と博物館
古石場文化センターの近
くに、JR東日本のレール工
場があることをご存知で
しょうか。亀戸から豊洲を
結んでいた貨物線をはじ
めとする、江東区の歴史と
縁のある鉄道の歴史を学
び、新橋と大宮の鉄道博物
館を見学します。
時 �□□11/8・22・29 金曜 19：00～20：30 

11/10・24 日曜10：30～12：00（見学）
数□□5回　場□□古石場文化センター ほか　対□□20名
￥□□5,000円・200円 ※別途博物館入場料が必要です。
師□□鉄道史学会会員 岩成政和

 （No.250490）

【文化服装学院提携講座】
自分をもっと美しく魅せる! プロに教わる歩き方&スタイリング
自分をより若々しく、美しく魅せ
たい皆様へ。姿勢・ウォーキング、
スタイリングのコツをプロが直
接アドバイスします。人気スタ
イリスト石田純子先生のセレク
トショップDUE deux（ドゥエ・
ドゥ）でイメチェン! 日常のスタ
イリング・外出をもっと楽しく!
時 �□□11/20水曜、12/3火曜 

13：30～15：30　数□□2回
場□□江東区文化センター、 
セレクトショップDUE deux（月島）
対□□20名　￥□□5,000円・なし
師 �□□ウォーキングインストラクター 大信田千尋、 

スタイリスト 石田純子
 （No.250518）

言葉を磨く
伝わる大人の表現力

友人との会話や職場での対話、メール
やSNS（によるやりとり）など、場面に合
わせて自分の想いを伝えるための言葉
の選び方、使い方を学びます。
時□□11/16～1/11 土曜 10：30～12：00
数□□3回　場□□総合区民センター
対□□20名　￥□□4,200円・300円
師 �□□国語講師 大学受験塾、カルチャース

クール、企業研修 吉田裕子

（No.250484）

源氏物語の世界
時を超えて愛されるわが国屈指の恋愛小説『源氏物語』。本講座で
は、特に女君たちの人生に注目して鑑賞します。華やかさだけでな
く、苦悩を背負った女君たちそれぞれの個性と魅力に迫ります。

時□□10/15・29、11/12・26 火曜 14：30～16：10
数□□4回　場□□砂町文化センター
対□□26名　￥□□4,300円・200円
師□□青山学院女子短期大学名誉教授　藤本勝義 （No.250444）

深掘り! フィンランド
～ムーミン、マリメッコから社会まで～
ムーミンやマリメッコと風土
や文化との関わりを知り、「か
わいい」「おしゃれ」といったイ
メージから、一歩進んだフィ
ンランド理解を目指します。
時 �□□11/12～2/25 火曜 

19：00～20：30 
（公開講座は14：00～16：00）
数□□7回
場□□豊洲文化センター
対□□30名
￥□□7,000円・300円
師 �□□国士舘大学文学部 

准教授 石野裕子 ほか

（No.250469）

話す・伝えるを楽しもう!
こどもコミュニケーション教室
話し方・伝える楽しさを学び、コミュニ
ケーションの力を育てます。TBSテレビ・
ラジオのニュース解説等で活躍中の柴
田秀一さんを講師に迎え、憧れの職業・
アナウンサーの魅力にふれよう！
時□□10/20、11/10・24 日曜 10：00～11：30
数□□3回　場□□古石場文化センター
対□□小学3～6年生 20名 ￥□□4,000円・200円
師 �□□日本大学法学部教授・ 

元TBSアナウンサー 柴田秀一

（No.250492）

2020年をもっと楽しく!
採点競技の見どころ

技術や難易度で競う「採点競技」の採点
基準や競技の見どころ、醍醐味を各競技
のスペシャリストから学びましょう！
時□□10/21～2/17 月曜 14：00～15：30
数□□5回　場□□亀戸文化センター
対□□25名
￥□□5,600円・300円 
師 �□□東京女子体育大学 教授 

秋山エリカ ほか （No.250477）

東京大江戸
古地図散歩 Ⅱ

好評の「東京大江戸古地図散歩」
が帰ってきます。外出時は毎回約
5キロの道のりを散歩します。前
回とはまた違う町にご一緒しま
せんか。いつも見ている東京の
町、観光地ではない普通の町で
も、江戸時代の地図を見ながら歩
くとその土地の歴史や文化が見
えてきます。江戸時代末期に作ら
れた「江戸切絵図」を片手に東京
の町を散歩し、楽しく歴史と文化
を学びます。
時 �□□10/23～3/25 水曜 13：00～16：00
数□□6回　場□□森下文化センター ほか　対□□30名　￥□□8,000円・500円
師□□歩き旅応援舎 岡本永義 ほか
 （No.250515）

世界遺産の魅力を探る
～ヨーロッパ編～

世界遺産の上位国を中心
に、ポピュラーな世界遺産
を深く掘り下げます。プロ
ジェクターの映像と解説
で旅行気分に浸ってくだ
さい。
時 �□□10/26、11/2・16、 

12/7・14 
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.250440）

親子で学ぶ
宇宙の不思議

小惑星りゅうぐうへの「はやぶさ2」の挑戦や
ブラックホールの撮影成功など、日本の宇宙
科学技術は目覚ましいものがあります。最先
端で活躍する専門家や宇宙研究者からお話
を伺い、宇宙の世界へ一歩踏み込みましょう。
時□□10/19～2/8 土曜 14：00～15：30　数□□5回
場□□豊洲文化センター ほか
対□□小学生と保護者15組　￥□□6,000円・1,600円
師□□JAXA宇宙科学研究所 准教授 吉川真 ほか （No.250468）
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出汁（イメージ）

安藤孝浩/JAXA

講師作品

『御存知商売物（ごぞんじのしょうばいもの）』より

江東区にあった汽車製造（株）製の
EF60電気機関車

画像提供：Finland Image Bank
Photographer：Sakari Piippo

講師：吉田裕子

講師：秋山エリカ（11/18）

源氏物語絵巻（写）国立国会図書館ウェブサイトより

江戸時代地図

チリ天文台・伊藤哲也

講師：柴田秀一
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GLASS-LABの手がける商品

10/23（水） 清澄白河周辺／GLASS-LAB（株）・
リカシツ（株）

11/22（金） 新木場周辺／
瀧口木材（株）・銘木市場 ほか

12/18（水） 砂町周辺／川村義肢㈱ ほか

1/17（金） 大島周辺／江戸更紗 美弥好 ほか

2/19（水） 森下周辺／豊田スダレ店 ほか

11/12（火） 21世紀、フィンランドという価値

11/26（火） トーベ・ヤンソンとさまざまなムーミン

12/10（火） フィンランド・デザインの魅力①
（アアルトの建築・家具・照明）

1/14（火） 小説版『ムーミン』全9作とムーミンママ

1/28（火） フィンランド・デザインの魅力②
（イッタラやマリメッコなどの製品）

2/11（火）
【公開講座】
「 今 知りたい！フィンランド文学の魅力 

〜児童書からミステリーまで〜」

2/25（火） フィンランドと日本、100年の交流の歴史

11/16（土） シーン別
自分の想いを100%伝えるには

12/14（土） 今更聞けない
相手をイヤな気分にさせない断り方・謝り方

1/11（土） 今日から使える
ワンランク上のコミュニケーション

11/8（金） 世界の状況を知る 「『SDGs』って何?」

11/22（金） 海外事例「セブ島のスラム街での地域づくりシステム」

12/6（金） ワークショップ① 「こどもたちが健全に育つために必要なことは?」

12/13（金） ワークショップ② 「未来を担うこどもたちのためにできることは?」

10/21（月）トランポリン 武藤真也
（公益財団法人日本体操協会トランポリン審判本部長）

11/18（月）新体操 秋山エリカ
（1984ロサンゼルス・1988ソウル 日本代表）

12/16（月）スケートボード 早川大輔
（スケートボードナショナルチームコーチ）

1/20（月）BMXフリースタイル 黒江祐平
（公益財団法人日本自転車競技連盟理事）

2/17（月）水泳（飛込競技） 金戸恵太
（1988ソウル・1992バルセロナ・1996アトランタ 日本代表）

10/19（土） 宇宙への夢〜宇宙探査はどこまで進んでいるか〜
月探査情報ステーション主宰、会津大学准教授 寺薗淳也

11/9（土） CGで宇宙旅行（電波で見る宇宙、ブラックホール撮影など）
国立天文台、チリ観測所主任技術員 伊藤哲也

12/7（土） 宇宙ってどんなとこ?〜実験・本・工作をたのしもう!〜
科学読物研究会運営委員長 坂口美佳子

1/18（土） はやぶさ2の小惑星りゅうぐうへの挑戦
JAXA宇宙科学研究所准教授、はやぶさ2ミッションリーダー 吉川真

2/8（土） 外出・JAXA宇宙科学探査交流棟（相模原）見学会（予定）
※現地集合、現地解散

10/20（日） アナウンサーのお仕事を
聞いてみよう！

11/10（日）「話す・伝える」を学ぼう！

11/24（日） 実践！1分間自己紹介

モンサンミッシェル
セブのこどもたち

11/19（火） 宇宙の誕生から現在まで

12/10（火） 小惑星探査機「はやぶさ2」のミッションとは

12/17（火） 国際宇宙ステーションでの宇宙飛行士の宇宙生活とミッションとは

1/14（火） 見学「筑波宇宙センターにて」 ※現地集合（13：30を予定）・現地解散

1/28（火） 宇宙でアート『お地球見』について〜微小重力下における水の振る舞い〜

地域理解
・
散策

全12ジャンル、区内8施設で開講!

秋の講座 受講生募集
講座特集号〈2019年度 後期〉

9/10（火）受付開始!
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地域理解・散策

鑑賞・教養

鑑賞・教養 国際理解・語学

豊洲あれこれゼミナール
地元大学・企業等の協力で様々な角
度から豊洲について学ぶシリーズ。
外出講義を6回予定しています。
時 �□□10/30～1/29 水曜 14：00～15：30 

※回により変更あり
数□□8回　場□□豊洲文化センター ほか
対□□30名　￥□□3,600円・400円
師 �□□芝浦工業大学工学部教授 

稲積真哉 ほか
（No.250466）

俳句実作講座
～基礎を学ぶ・石田波郷没後50年～

今年は砂町を「第二の故郷」と愛した昭和の俳人、
石田波郷の没後50年。講座では十七音で気持ちを
表現する俳句の基礎知識を丁寧に指導します。外
出して俳句の題材を探す「吟行」も行います。
時 �□□10/26、11/30、12/7、1/25、2/22  

土曜 13：30～16：00
数□□5回　場□□砂町文化センター ほか　対□□22名
￥□□7,500円・500円　師□□俳句結社「鶴」主宰 鈴木しげを
 （No.250454）

身体を整える生活習慣 東洋医学の知識で健康ライフ
薬膳や体のツボなど東洋医学の知識を生活の中に取り入れ、現在の 
自分の身体とのより良い付き合い方について学んでいきます。

時□□10/18～12/6 金曜 14：00～15：30　数□□4回
場□□古石場文化センター　対□□25名　￥□□4,000円・200円
師 �□□東京有明医療大学保健医療学部教授 西村桂一 （No.250488）

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公認の問題集
を使用します。使用テキスト「公式TOEIC®Listening&Reading問題集5」（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□□10/12～12/21 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・ジョンソン株式会社ディレクター 岡田信彦
 （No.250514）

没後120年「勝海舟」を探る
勝海舟から影響を受けた人々や交流の
あった歴史上の人物との関係性など明治
維新の立役者となった勝海舟の生きざま
を学習します。
時 �□□10/26～12/21 土曜 14：00～15：30 

※12/21は時間変更あり
数□□6回　場□□亀戸文化センター ほか
対□□25名　￥□□7,200円・600円
師□□東洋大学文学部教授 岩下哲典ほか

（No.250473）

楽しいソープカービング
今、人気のソープカービングは香り豊かな石鹸
に専用のナイフでお花などを彫ります。来年の
干支にちなんだかわいいハリネズミ、キラキラ
のクリスマスリース、バレンタインチョコなど季
節にあったすてきな作品（写真）にチャレンジす
る楽しい講座です。今回は石鹸のほか、様々な
パーティーに活躍するチーズも彫ります。
時□□10/18～3/13 金曜 10：00～12：00　数□□6回
場□□森下文化センター　対□□9名　￥□□4,000円・5,500円
師□□ソープカービング講師 井上勢津子 （No.250290）

カンタン！乾物活用法
食卓に「もう一品」。乾物を使ったおかず作りのアレ
ンジを学びます。乾物の栄養を知り、毎日の食事に
取り入れていきましょう。
時 �□□11/15～3/13 

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.250495）

豊洲

砂町

古石場

東陽町

亀戸

森下

区民

路面電車が走った時代
明治時代から昭和47年まで、江東区の
移り変わりと人々の暮らしを支えた路
面電車の歴史を振り返ります。最終回

（12/12）は、水神森（亀戸）からの専用軌
道跡等を散策。
時 �□□11/14・28、12/12 木曜 14：00～15：30 

※最終回は午前と午後の2部制を予定
数□□3回　場□□東大島文化センター ほか
対□□25名　￥□□2,200円・100円
師□□鉄道ジャーナリスト 枝久保達也 ほか （No.250460）

レオナルド・ダ・ヴィンチ 天才の魅力に迫る
数々の名画で知られるダ・ヴィンチ。最新の研究をも
とに、解剖学や天文学にも功績を残し“天才”と呼ばれ
た彼の作品の理解を深めます。最終回は「夢の実現」展

（会場：代官山ヒルサイドフォーラム）を見学します。
時□□��□10/28、11/11・25、12/23 月曜 19：00～20：30 

1/14 火曜 11：00～12：30（見学）
数□□5回　場□□古石場文化センター ほか
対□□25名　￥□□6,500円・200円
師 �□□美術ジャーナリスト 藤原えりみ、 

東京造形大学教授・美術史家 池上英洋 （No.250487）

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
能の一つである歌舞伎を、演目にまつ
わる事前講義を受けた後に、歌舞伎の
殿堂「歌舞伎座」で鑑賞します。※消費
税増税に伴う公演切符の値上がりが
あった場合、教材費を追加徴収する可
能性があります。
時□□11/14、1/23 木曜 14：15～21：00　数□□2回　場□□歌舞伎座
対□□15名（60名）　￥□□3,500円・12,500円
師□□松竹（株）演劇営業部演劇ライツ室講師 （No.250409）

今だから知りたい古代史の謎
大阪府の百舌鳥・古市古墳群が新たに世界遺産に
登録され、日本古代史における古墳時代が注目を
集めています。知っているようで知らない日本古
代史の謎に迫ります。
時 �□□12/3、1/21、2/4、3/3 火曜 19：00～20：30
数□□4回　場□□亀戸文化センター　対□□25名
￥□□4,500円・300円
師□□東京大学 名誉教授 佐藤信

 （No.250478）

正史・三国志の世界（人物編）
三国志に登場する人物たちを取り上げます。正史から読み取れる人物の
実像や歴史的な事実、人柄を伝えるエピソードにスポットを当て、掘り下
げていきます。小説やマンガでお馴染みのキャラクターとは、ひと味違う
“リアル”な一面をご紹介します。
時 �□□10/23～2/12 

水曜 14：00～15：30
数□□8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.250467）

はじめての苔テラリウム
植物たちが簡単な世話で育つ、苔を用
いて室内のインテリアや鑑賞物とし
てのテラリウムを作ってみましょう。
時 �□□10/24、11/7・21、12/5・19  

木曜 14：00～15：30
数□□5回　場□□亀戸文化センター
対□□25名　￥□□6,000円・8,500円
師□□Feel The Garden所属講師

（No.250475）

皮から作る点心料理教室
皮の伸ばし方や包み方などプロから基
礎を学び、餡のバリエーションを楽し
みながら本格点心を作りましょう。
時□□11/19～3/17 火曜 11：00～13：30
数□□5回　場□□総合区民センター
対□□24名　￥□□4,000円・6,000円
師 �□□元鼎泰豐点心師、現医療法人財

団明徳会総合新川橋病院栄養
科専門調理師 丸山勇治

（No.250479）
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東京まちなか超低山さんぽ
東京都区内には超低山と呼ばれる標高100メートル
以下の低い山が数多くあります。周辺を散策し、登山
します。
時□□1/19、2/23、3/22 日曜 13：00～14：40
数□□3回　場□□砂町文化センター ほか
対□□20名　￥□□3,800円・300円
師□□イラストレーター 中村みつを

（No.250439）

ヴェルディとプッチーニのオペラ
～ヒロインから探る作品の魅力～

ヴェルディとプッチーニの作品を取り上げ、時代とともに変わ
りゆくヒロイン像に注目しながら、各オペラの魅力を探ります。
時□□11/17～3/1 日曜 10：30～12：30
数□□6回　場□□東大島文化センター
対□□30名　￥□□7,000円・200円
師 �□□音楽評論家・ 

昭和音楽大学教授 小畑恒夫

（No.250457）

探究コリア2
～よく似て違う日本と韓国～

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□□10/16～3/18 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 

コリアン・フード・コラムニスト 
八田靖史（11/20のみ） （No.250474）

和辻哲郎『古寺巡礼』でたどる奈良
法隆寺金堂壁画や薬師寺東塔など、仏
教美術を紹介し多くの日本人を旅へと
誘った名著『古寺巡礼』は、2019年で出版
100周年を迎えます。和辻哲郎の若き日
の感性と情熱があふれる「初版」を読み
進め、奈良の古寺をたどっていきます。
時□□12/12～2/13 木曜 14：00～15：30　数□□6回　場□□東大島文化センター
対□□25名　￥□□6,500円・200円（別途書籍購入あり）
師□□早稲田大学名誉教授 中島国彦 （No.250456）

菅原道真の世界
亀戸天神の御祭神として祀られている菅原道真。平安時代に政治家と
して活躍しました。他にも様々な分野でも功績を残した菅原道真の人
間像を学び、亀戸天神に祀られている由来など「菅原道真の世界」を楽
しんでみませんか。最終回に亀戸天神を散策します。
時□□10/31～2/6 木曜 14：00～15：30
数□□6回　場□□亀戸文化センター ほか
対□□25名　￥□□4,700円・300円
師□□フェリス女学院大学文学部日本語日
本文学科助教 宋 晗（そう かん）

（No.250476）

ぬくもりの食器 木製カトラリー
手になじみ、テーブルをやさし
くコーディネートする実用性バ
ツグンの木のカトラリー。今回
はスプーンやバターナイフをつ
くります。
時 �□□11/14、12/12、1/16 

木曜 14：00～15：30
数□□3回　場□□古石場文化センター
対□□20名　￥□□3,000円・3,400円
師□□株式会社 長谷川萬治商店 坂口新 （No.250512）

～ゼロからはじめる～
料理道場

料理の経験がない方、男女問わず大歓迎。
包丁の使い方から野菜の切り方・味付け
の基本・お米の炊き方など、基本的な事を
学ぶ「料理へのきっかけづくり」を目的と
した講座です。献立は親子丼・ハンバーグ
ほかを予定しています。
時□□11/23 土曜祝日、11/24 日曜 11：00～13：30（24日は13：00まで）
数□□2回　場□□総合区民センター　対□□24名　￥□□2,400円・1,600円
師□□一般社団法人栄養改善普及会リーダー 間宮智子 （No.250483）

1/19（日）【講義】超低山とは? 【散策】元八幡の富士塚（江東区）

2/23（日）【散策】旧東海道から品川富士へ（品川区）

3/22（日）【散策】外苑前から千駄ヶ谷富士へ（渋谷区）

11/17（日） ヴェルディ《ナブッコ》

12/1（日） ヴェルディ《ラ・トラヴィアータ》

12/15（日） ヴェルディ《運命の力》

1/19（日） プッチーニ《マノン・レスコー》

2/16（日） プッチーニ《トスカ》

3/1（日） プッチーニ《蝶々夫人》

10/31（木） 詩人・菅原道真

11/14（木） 学者・菅原道真

11/28（木） 政治家・菅原道真

12/12（木） 菅原道真の功績

1/9（木） 学問の神様になったのか

2/6（木） 亀戸天神の散策

11/15（金）【切り干し大根・桜えび】切り干し大根
ナポリタン風、桜えび入焼売 ほか

12/20（金）【豆類】黒豆おこわ、小豆とタピオカの
デザート ほか

1/17（金）【昆布（すき昆布など）・ひじき】すき昆
布入かやくご飯、ひじきの天ぷら ほか

2/21（金）【高野トウフ・干椎茸】高野トウフのグ
ラタン、椎茸そぼろのレタス包み ほか

3/13（金）【麩・ぜんまい・貝柱】麩のフレンチト
ースト風、大根と貝柱のスープ煮 ほか

11/19（火） 焼売（二種）、中国茶

12/17（火） 焼餃子（二種）、食べるラー油

1/21（火） 蒸蝦餃子、牛乳プリン

2/18（火） 春巻き、わかめスープ

3/17（火） 小籠包、もやしナムル、中国茶

10/18（金） 東洋医学を生活に取り入れるための考え方

11/1（金） 経穴（ツボ）を押して首肩周辺のリフレッシュ

11/15（金） 知っておきたい漢方薬
〜生薬・漢方薬の上手な活用法（試飲あり）〜

12/6（金） 健康の源、薬食同源の考え方（試飲あり）

10/23（水） 曹操孟徳〜魏を興した乱世の梟雄〜①

11/13（水） 曹操孟徳〜魏を興した乱世の梟雄〜②

11/27（水） 孫権仲謀
〜後継者を選び損ねた江東の碧眼児〜①

12/11（水） 孫権仲謀
 〜後継者を選び損ねた江東の碧眼児〜②

12/25（水） 劉備玄徳 〜漢帝国の後継者〜① 

1/15（水） 劉備玄徳 〜漢帝国の後継者〜②

1/29（水） 諸葛亮孔明 〜蜀を一人で担った臥龍〜①

2/12（水） 諸葛亮孔明 〜蜀を一人で担った臥龍〜②

12/14（土） ボン時代のベートーヴェン

12/21（土） ウィーン時代初期のベートーヴェン

1/11（土） 英雄様式のベートーヴェン

1/18（土） 音楽の革新者ベートーヴェン

1/25（土） ベートーヴェンの後期の名作

亀戸まちのマイスター 亀戸浅間神社
亀戸浅間神社の禰宜（ねぎ）御田村洋
子氏から、神社の由来や歴史、地域の
結びつきなどを聞きます。世代を超
えて受け継がれた慣習の意味を今一
度考えてみましょう。講座最終回に
は境内散策もします。
時□□11/14・21・28 木曜 10：30～12：00
数□□3回　場□□亀戸文化センター ほか
対□□20名　￥□□500円・100円
師□□亀戸浅間神社禰宜　御田村洋子 （No.250471）

ベートーヴェンの音楽探訪
ベートーヴェンはクラシックの代名詞と言っ
ても良いかもしれません。講座では様々な逸
話に彩られた生涯と、名作を取り上げます。毎
回、後半にミニ・コンサートも予定しています。
時□□12/14・21、1/11・18・25 土曜 14：00～16：00
数□□5回　場□□砂町文化センター
対□□30名　￥□□7,500円・500円
師 �□□桐朋学園大学音楽学部教授 

西原稔
（No.250485）

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 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」（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□□10/12～12/21 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・ジョンソン株式会社ディレクター 岡田信彦 （No.250513）

やさしく読み解く古事記
平成から令和へ時代が変わった今、あらためて 
日本の国の成り立ちを記した古事記を学んでみ
ませんか。日本最古の書物に残された国生み・国
譲りなどの神話を通して、古代のイキイキとした
神々の世界を想像してみましょう。今回は上つ
巻を中心に読み解いていきます。
時□□10/15～ 1/28 火曜 10：30～12：00
数□□8回　場□□古石場文化センター　対□□25名　￥□□6,000円・なし
師□□國學院大学・武蔵野大学兼任講師 伊藤高雄
 （No.250489）

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。前
半に区内の歌舞伎・相撲関連の史跡等を巡るコー
ス、後半に中川船番所資料館について学習と実習
を行います。講座終了後は、KEV（江東区英語ボラ
ンティアガイド協会）への任意加入が可能です。
※英検2級またはTOEIC ®550点以上の方が対象です。
時□□10/19～2/15 土曜 10：00～12：00　数□□10回
場□□江東区文化センターほか　対□□20名　￥□□12,000円・500円
師□□全国通訳案内士（英語） 根岸正、松石紀子 ほか （No.250351）

世界のお家ごはん
～ストリートフード編～

世界各国の屋台や露店の味を家庭
でも作りやすくアレンジします。
時□□11/12～3/10 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 �□□医療法人財団明徳会総合新川橋 

病院栄養科専門調理師主任 
金井克行、齋藤雅博

 （No.250482）

はじめてのいけばな
～季節の花を楽しむ～

季節のお花を楽しく美しく生けてみませんか。生け花がある
と周囲が明るくなり、心が和み穏やかな気持ちになります。
1（10/19）：基本形、2（11/16）：秋の花、3（12/14）：クリス
マス、4（1/11）：新春の花、5（2/15）：バレンタインの贈
り物、6（3/14）：自由創作発表鑑賞会
時□□10/19～3/14 土曜 10：30～12：00　数□□全6回
場□□森下文化センター　対□□10名　￥□□4,400円・6,600円
師□□千桜流主宰 水町香風
 （No.250517）
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NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

国際理解・語学 文学・歴史

文学・歴史 区民参加・ボランティア

手芸・工芸

趣味・実用

趣味・実用

協力講座

10/30（水）
（講義）地震による地盤災害への備え

〜液状化のメカニズムとその対策〜 
芝浦工業大学

11/6（水）（外出）東京臨海部の機能と歴史
〜TOKYOミナトリエ

11/20（水）（外出）海から眺める臨海部
〜水上バスこすもす乗船

11/27（水）（外出）IHIから見た豊洲の歴史
「TOYOSU ARCHIVE 1937-2016」

12/14（土）（外出）豊洲IHIビル見学

12/18（水）（外出）南極船宗谷と南極の氷体験
〜船の科学館

1/22（水）（講義）豊洲街づくりの「これから」
〜三井不動産㈱

1/29（水）（外出）新豊洲変電所見学
〜東京電力パワーグリッド㈱ 竪川都電橋（江東区教育委員会所蔵）

講師著書
亀戸浅間神社

石田波郷

歌舞伎座 Ⓒ松竹㈱

使用テキスト

講師編著

勝海舟（提供：大田区）

テラリウム作成イメージ

実習の様子

予定作品

乾物いろいろ（イメージ）

11/12（火）
【イタリア】

ブルスケッタ、ライスコロッケ、
キャラメルパンナコッタ

12/10（火）
【タイ】

カノンパン・ナー・ムー、パッタイ、
カノム・カイ・ノッククラーター

1/14（火）
【トルコ】

イマム・バユルドゥ、
牛肉のロールサンド、マグノリア

2/4（火）
【アルゼンチン】

スパイシーシュリンプフライ、
ミートパイ　エンパナーダ、
ドゥルセデ レチェ クレープ

3/10（火）
【フランス】

ジャガイモのガレット、
クラムチャウダー、チョコレートケーキ

小籠包

（イメージ）基本から学びます
もちろん男性も大歓迎

講師作品

講師：小畑恒夫

12/12（木）『古寺巡礼』成立まで・
新薬師寺の道

12/19（木） 浄瑠璃寺の桃源郷

1/16（木） 唐招提寺と薬師寺

1/23（木）『古寺巡礼』と
亀井勝一郎『大和古寺風物誌』

2/6（木） 法隆寺の美をさぐる

2/13（木）『古寺巡礼』の文学性・まとめ

「夢の実現」 展
ティザービジュアル

※ 文字の反転は 
デザインです。
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9/10（火）～24（火）
お 申 込 み 期 間講座の見かた

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

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。

世界の愛唱歌を歌おう
日本をはじめ世界の国々で親しまれている名曲や
歌曲を、日本語・イタリア語・ドイツ語で歌ってみま
しょう!講座ではコンコーネ練習曲を使って発声か
ら学び、全員で歌いながらレッスンを進めていきま
す。最終日には発表会を予定しています。

〈主なレッスン曲〉
サンタルチア、A sera（夕べに）、ローレライ、
アメージンググレイス、まっかな秋、しぐれに寄る抒情、秋なので
時□□10/19～2/8 土曜 18：00～19：30　数□□8回　場□□豊洲文化センター
対□□25名　￥□□9,000円・500円　師□□二期会会員 山本ひで子 （No.250465）

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
学びます。健康できれいな姿勢や体型を目指し、日常
の生活にバレエのエッセンスを取り入れていく男性
限定の講座です。
時□□11/3～3/15 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（保険代等）
師□□公益財団法人東京シティ・バレエ団理事／監督 中島伸欣 ほか
 （No.250287）

親子で学ぼう！水の不思議
私たちの生活に欠かすことのでき
ない水について学ぶ講座です。講
義だけではなく、フィールドワーク

（旧中川で行う予定の生物観察）や
実験を通して親子で楽しみながら
水に対する知識を深めましょう。
時 �□□11/3、12/8、1/12 

日曜 10：30～11：50
数□□3回　場□□東大島文化センター　対□□小学生の親子10組
￥□□3,000円・2,000円　師□□KOKOPELLI+ 寺田浩之 （No.250462）

ジュニアのための英語ドラマ教室
講師はドラマの実践的な指導法を日本に紹介し、
小中学校の課外活動・劇団・大学等でドラマ教育
を教えてきました。この教室はドラマを通して
コミュニケーションと表現の力を豊かにし、身体
と声と心の力で英語をキャッチするクラスです。
レッツ・エンジョイ・アンド・プレイ・ドラマ!
※英語学習や英会話教室ではありません。詳細はお問合せください。
時□□10/27～3/8日曜 10：00～12：00　数□□10回　場□□亀戸文化センター
対□□小学2～6年生10名（20名）　￥□□11,000円・700円
師□□東京学芸大学名誉教授 小林志郎 ほか （No.250314）

豊洲

東大島

東大島

亀戸

東大島女声コーラス・夜間
美しい日本語で歌うた
めの発声練習や発音を
学びながらさまざまな
楽曲を歌います。そし
て、2/23（日）の成果発表
会に出演します。
時 �□□11/8～3/13 金曜 

18：30～20：30
数□□15回　場□□東大島文化センター　対□□8名（25名）　￥□□13,700円・500円
師□□日本オペラ協会会員 福山恵 （No.250308）

ジュニア・ダンスミックス
ヒップホップ、ロック、ジャズなど様々なダン
スの基本を学びます。11月にこども文化祭、 
3月に成果発表会でステージ発表を行います。 
レッスン見学可（要お問合せ）
時 �□□10/8～3/3 火曜 

Aクラス16：20～17：20　Bクラス17：30～18：30
数□□17回　場□□江東区文化センター
対□□Aクラス10名、Bクラス5名（各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.250397）（B No.250398）

こどもとアート
～親子で造形コミュニケーション～

クレヨンで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。（満4歳～小学生まで）
※ 絵画技術を教える講座ではありません。
時□□11/10、12/15、1/12 日曜 10：30～11：50　数□□3回
場□□砂町文化センター　対□□親子10組　￥□□8,000円・380円
師□□東京学芸大学教授 石井壽郎 （No.250442）

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）」を
習ってみませんか。11/17（日）の江東こども
文化祭と3/8（日）の亀戸フェスティバルで
発表会を行う予定です。
※鼓はレンタル品を使用

〈主な内容〉小鼓の練習・発表会
時□□10/19～3/8 土曜（11/17、3/8のみ日曜） 14：00～15：30
数□□12回　場□□亀戸文化センター　対□□小学2年生～高校生5名（10名）
￥□□15,000円・2,100円　師□□一般社団法人千人鼓の会 入澤登志江 ほか

（No.250417）

東大島

東陽町

砂町

亀戸

東大島

砂町

区民

亀戸

姿勢講座 ～楽しく学び、きれいな姿勢になろう!～
正しい姿勢、歩き方を学ぶことにより体の
調子を整え、元気になっていきます。スト
レッチや姿勢診断、ウォーキングなどを取
り入れ自身の姿勢を見つめ直して充実し
た日々を送ってみませんか。

〈主なカリキュラム〉
印象よく見せる姿勢とは？ 腰ラク、肩ラクな姿勢など
時□□11/1・15・29、12/6・20 金曜 10：30～12：00
数□□5回　場□□東大島文化センター　対□□16名（女性優先）　￥□□5,000円・100円
師□□一般社団法人日本姿勢調律協会代表理事 野口早苗 （No.250461）

ヤング★ハワイアン
人気のフラダンスで心と体をリフレッシュ。明るい
ハワイアンの音楽にのせて、ハワイの風を感じなが
ら楽しく踊りませんか。
時□□10/9～2/19水曜 19：00～20：30
数□□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.250407）

おいしく!たのしく!親子でわくわくクッキング
季節の行事にあわせたメニューを親子で一緒に
作りましょう。作って楽しい、食べておいしい講
座です。
時□□12/22～2/16 日曜 10：30～13：00
数□□3回　場□□総合区民センター
対□□小学生と保護者のペア12組
￥□□4,200円・4,800円
師 �□□お米料理研究家 

しらいのりこ ほか
（No.250481）

こどものための三味線教室
三味線の独特のメロディ 
リズムは難しいものです
が、こどものときから慣
れ親しめば伝統芸能に
興味を持つきっかけにな
り、作法や礼儀も身に付きます。
※三味線はレンタル品を使用。年齢、経験等によるクラス編成となります。
時 �□□10/13～3/8 日曜 前半クラス14：00～14：50 後半クラス15：00～15：50
数□□10回　場□□亀戸文化センター　対□□小学3年生～高校生8名（16名）
￥□□13,800円・8,250円　師□□一般社団法人長唄協会所属講師 （No.250313）

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。

和室で寝たまま健康体操
和室でゆったりくつろぎながら膝や腰・肩関
節のお手入れと強化（トレーニング）を行い
ます。体のゆがみや肩こり、腰痛、膝の痛みが
気になる方にもオススメ！持ち物はバスタオ
ル1枚! 自宅でもできるストレッチを取り入
れ、体を動かす習慣を楽しく身につけませんか。
時□□10/16～3/11水曜 14：00～15：10
数□□10回　場□□古石場文化センター
対□□25名　￥□□6,000円・なし
師□□NPO法人らくらく健康隊理事長 小山内映子 （No.250491）

はじめてのハワイアンフラ
～ゆったり、楽しく、基本を学ぶ～

はじめてのフラ、です。どなたでも大丈夫。
動きやすい服装で、お友だちも誘ってご参加
ください。
時□□10/8～3/10火曜 13：30～15：00
数□□15回　場□□森下文化センター
対□□女性13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
 （No.25300）

中学生・高校生のための 手作りケーキ教室
初心者でも楽しめる、全2回の教室です。12月
はクリスマス用にドライフルーツとナッツを入
れたパウンドケーキ、2月はバレンタイン用にガ
トーショコラクラシックを作ります。
※中学生と高校生が対象です。
※ インターネットからのお申込みはできません。
時□□12/21、2/8 土曜 14：00～16：30　数□□2回
場□□総合区民センター
対□□24名　￥□□2,800円・1,800円　師□□フードコーディネーター 高野美子
 （No.250464）

古石場

森下

区民

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

音楽・演劇 ダンス・健康

ダンス・健康

協力講座

※年齢・学年の対象日は、2019年4月1日時点です。こども・親子

こども・親子

講師：山本ひで子
江東区民合唱祭の様子

講座イメージ バスタオルを使った
腰まわりのストレッチ

講座風景 ステージ発表

講師：髙橋紫 講師：プアナニ髙橋

実験の様子「つかめる水」
講座風景

調理例（お正月）

12/22（日）【クリスマス】
チキンライス、ポタージュスープ、クリスマスパフェ

1/19（日）【節分】恵方巻、お味噌汁、チョコレートグラノーラ

2/16（日）【ひなまつり】ちらし寿司、お吸い物、白玉団子

ガトーショコラクラシック

講座風景
はねかめまつりの様子

ジャンル 館 講座名  【講座番号】
講師名 内容 曜日

回数
時間

開講日〜閉校日
募集人数
（定員）

受講料
教材費

鑑賞・教養 東陽町 芸術鑑賞講座「文楽」  【250445】
国立劇場文楽出演者 ほか

国立劇場の協力のもと、現地で文楽出演者など
による公演の解説と文楽鑑賞を行います。

日
2

時間未定12/15、
2/16

若干名
（50）

2,200円
11,600円

国際理解・
語学

東陽町

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〜
  【250286】
武蔵野大学教授 村澤慶昭

実際の日本語教室で教える実践的な日本語指導
法を学びます。※1年コースのため途中入講とな
ります。

水
17

19：00〜20：30
10/16〜2/26

若干名
（35）

18,000円
5,500円

森下 初級中国語   【250292】
ディラ国際語学アカデミー所属講師

発音や会話練習を中心に基礎から2年半学んで
きた講座です。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。

火
17

19：00〜21：00
10/29〜3/17

若干名
（20）

17,000円
2,600円

森下 初級韓国語   【250293】
ディラ国際語学アカデミー所属講師

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。

金
17

19：00〜21：00
10/25〜3/6

7名
（20）

17,000円
2,000円

豊洲
おもてなし中国語
ステップアップ初級クラス  【250317】
ディラ国際語学アカデミー所属講師

中国語を学んだことのある方向けの講座です。
昔勉強したけどもう一度やってみたいと思う方
大歓迎です。

金
17

19：00〜21：00
11/1〜3/6

若干名
（20）

17,000円
2,600円

文学・歴史 東陽町 短歌のたのしみ  【250315】
「短歌人」 編集人 藤原龍一郎

現代短歌を実際につくり、歌会形式で発表しま
す。未経験の方も歓迎しています。

水
8

19：00〜20：30
10/30〜2/5

若干名
（20）

11,100円
500円

趣味・実用

森下 プロに学ぼう！マンガ道場  【250294】
漫画家 江波じょうじ

プロの漫画家によるマンガの描き方実践講座で
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、べた塗り、コマ割り、
スクリーントーン等基礎技術を学びます。

土
10

14：00〜16：00
11/9〜3/21

小学
5年生以上

若干名
（20）

14,000円
1,000円

森下 アロマのある生活（協力）  【250516】
ボタニカルラボ主宰 上野寛子

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。

木
5

11/28〜3/26
14：00〜16：00

若干名
（16）

5,000円
9,200円

書道・絵画

東陽町 書道教室   【250395】
創玄書道会一科審査会員 北澤翠香

「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。後期は任意で成果展に向けて
の作品にも取り組みます。

木
17

18：30〜20：00
10/24〜3/12

若干名
（25）

18,000円
300円

豊洲 江戸文字教室〜勘亭流〜  【250316】
勘亭流家元二代目荒井三禮直門 荒井三鯉

江戸文字「勘亭流」は、歌舞伎の看板や番付を彩
る文字です。江戸の文化が生み出した歴史のあ
る書を習ってみませんか。

水
10

19：00〜20：30
11/13〜3/25

5名
（15）

17,000円
6,500円

砂町 スケッチ教室〜水彩画を楽しむ〜  【250305】
サロン・ド・パリ会員 菅野たみお

花・果物・静物・風景など、様々なモチーフを描き
ます。ベテラン講師が基礎から丁寧に指導しま
す。

木
10

18：30〜20：30
10/10〜2/27

若干名
（20）

12,000円
2,000円

区民 実用書道〜暮らしに生かせる書  【250406】
毎日書道展審査会員 帯向芳園

漢字・仮名の基礎から暮らしに生かせる書を学
びます。また、2月末の成果展に向けた作品づく
りも行います。

水
17

19：00〜20：30
10/16〜3/4

若干名
（25）

14,500円
4,500円

音楽・演劇

森下 森下女声コーラス  【250295】
聖徳大学大学院兼任講師、作編曲家  佐藤亘弘

日本の四季を歌った叙情歌からポピュラーソン
グまで、親しみやすい曲を中心に練習します。

火
17

18：30〜20：00
11/5〜3/17

若干名
（30）

14,000円
1,000円

豊洲 ポピュラーヴォーカル教室  【250318】
ヴォイストレーナー 伊藤美子

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。

水
17

19：00〜20：30
10/30〜3/11

若干名
（40）

18,500円
300円

ジャンル 館 講座名  【講座番号】
講師名 内容 曜日

回数
時間

開講日〜閉校日
募集人数
（定員）

受講料
教材費

音楽・演劇

亀戸 おとなのための長唄三味線教室  【250335】
一般社団法人長唄協会所属講師

習ってみたかったあこがれの三味線を、まずはグ
ループレッスンからはじめてみませんか?三味線
はレンタル品を使用します。

日
10

16：00〜16：50
10/13〜3/8

若干名
（12）

20,000円
8,000円

東大島 実践カラオケ教室  【250312】
作曲家 田中健一郎

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。

金
8

14：30〜16：30
11/15〜3/6

16名
（60）

10,100円
300円

東大島 東大島女声コーラス午前  【250307】
日本オペラ協会会員 福山恵

楽しくコーラスを学び、豊かな表現力・歌唱力を
身につけます。

土
15

10：00〜12：00
11/9〜3/14

若干名
（25）

13,700円
500円

ダンス・
健康

東陽町
インナーマッスル&ダンス  【250396】
ヨシエダンススタジオカンパニー 
茂呂由枝、ユカリ

ストレッチ運動から始まり、ダンスを踊りながら
インナーマッスルを鍛えます。運動不足の解消
とシェイプアップを目指します。

火
17

19：00〜20：30
10/15〜3/24

10名
（40）

15,300円
0円

森下 大人のバレエストレッチ  【250298】
東京シティ・バレエ団所属 西澤美華子

バレエの動きをとりいれた、ゆるやかなストレッ
チです。女性のみのクラスです。

日
15

10：30〜11：30
11/10〜3/29

若干名
（20）

15,000円
0円

豊洲
初心者歓迎！
大人のベリーダンス教室  【250320】
アイニーベリーダンス所属 Jerico（エリコ）

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。未経験の方大
歓迎です。

木
15

18：40〜19：40
10/24〜2/27

20
（40）

16,000円
0円

豊洲

目指せ、やせ体質！
美BODY体幹エクササイズ  【250322】
アウルスポーツジム所属トレーナー
大久保こず枝

基礎代謝をあげて、やせ体質を目指しません
か？ボクササイズでストレス解消、ストレッチで
リラックスできます。

木
15

20：00〜21：00
10/24〜2/27

20
（45）

12,000円
0円

区民 健康のヨガ  【250414】
（株）フクシ・エンタープライズ所属講師 江口舞

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。

金
17

18：45〜20：00
10/11〜2/28

若干名
（30）

9,000円
なし

区民
女性のための健康法・
陰陽ストレッチエクササイズ  【250413】
漢方養生指導士 Mana

カラダの気（元の気）の流れを整え、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
アの方法を無理なく学びます。

隔火
10

10：00〜11：30
10/15〜3/17

若干名
（30）

11,000円
なし

こども・
親子

森下

キッズチアダンス
〜ソングリーディング〜  【250296】
株式会社WING DANCE PROMOTION
髙久美佳子ほか

キラキラのポンポンを持って、ポップな曲に合わ
せて楽しく踊ることをメインにチアダンスをし
ます。小学1年〜6年生（男女）対象です。
※ 組体操やアクロバットなど、難しい動きはおこ

ないません。

木
15

16：30〜18：00
10/31〜3/1

※3/1のみ日曜日

10名
（40）

12,000円
1,800円

東大島
こどものためのクラシックバレエ
A・B・Cクラス  【250309】
石井清子バレエ研究所教師 小山田整 ほか

クラシックバレエの基礎を学びます。年齢・経験
に応じてA〜Cの3クラスに分かれてレッスンを
行います。

土
15

Ａ 13：00〜14：00
Ｂ 14：00〜15：00
Ｃ 15：00〜16：00

10/5〜2/29

12
（80）

11,100円
1,300円

古石場
こどものためのお箏教室（協力）

【①250415】 【②250416】
山田流箏曲演奏家 武田博華ほか

プロの指導者によるやさしく丁寧なお稽古です。
合同発表会にも参加します。対象：小学3年生〜
中学生。別途箏爪代6,000円がかかります。

土
18

① 9：30〜10：30
②10：40〜11：40

10/12〜3/14

各5名
（各15）

18,000円
1,000円

砂町
〜砂町寄席〜 NEW
こども落語教室（協力）  【250480】
五代目圓楽一門会 三遊亭楽天

日本の伝統的な大衆芸能である落語。小噺や落
語を覚えながら、人前での話し方や礼儀作法を
学びます。イベント出演予定。

土
6

14：30〜16：15
10/19〜11/30 15名 6,200円

300円

その他募集中の講座です
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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 ※□新規以外は補充募集のため、募集しないクラスもあります。募集人数はガイダンスの際にお知らせします。

受講料・教材費は半期（後期）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】 10/15（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。※ガイダンスへの参加は1回のみとなります。
□  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：10/2（水）〜9（水）

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 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
9/21（土） ①10：00 【250372】 ②14：00 【250373】 亀戸文化センター
9/22（日） ③10：00 【250353】 ④14：00 【250352】 江東区文化センター

9/23（月祝） ⑤10：00 【250356】 ⑥14：00 【250357】 古石場文化センター
9/24（火） ⑦10：00 【250418】 ⑧18：45 【250419】 東大島文化センター
9/25（水） ⑨10：00 【250374】 ⑩18：45 【250375】 豊洲文化センター
9/26（木） ⑪10：00 【250376】 ⑫18：45 【250377】 砂町文化センター
9/27（金） ⑬10：00 【250393】 ⑭18：45 【250394】 森下文化センター
9/28（土） ⑮10：00 【250330】 ⑯14：00 【250331】 総合区民センター

ELEC講師陣 ESVA講師陣

9/10（火）〜27（金）お申込み期間

9/10（火）〜24（火）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

 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：10/2（水）〜9（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

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

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

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を通して、アルファべットひとつひとつの「本当の音」をしっかり学びます。
音読トレーニングでは授業で身に付けた「正しい音」を意識した発話練習を行い、美しい発
音の定着を目指してスピーチを行います。
※日本語がわかるネイティブ・スピーカー講師2名が担当します。
※本講座は半期講座です（内容は前期講座に一部アレンジを加えたものです）

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□14回（1回120分）
対□20名　￥□24,700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

※□補充募集のため、募集しないクラスもあります。募集人数はガイダンスの際にお知らせします。

スマートフォンは
こちらから

スマートフォンは
こちらから
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