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江東区乗れない鉄道史
～江東の貨物線と車庫線～

江東区内を縦断している貨物線
や江東区に数か所ある車両基地
へつながる車庫線など、江東区の
知られざる「乗れない鉄道」の歴
史と現在を学んでみませんか。
時 �□□5/17〜6/21 日曜 

10：30〜12：00
数□□3回　場□□亀戸文化センター
対□□25名　￥□□500円・300円
師□□鉄道史学会会員 岩成政和

（No.260049）

地域理解
・
散策 亀戸 豊洲あれこれゼミナール

～東京2020オリンピック・パラリンピックが2倍楽しくなる!～
時 �□□4/22〜6/24 水曜 14：00〜15：30 

※回により変更あり
数□□7回　場□□豊洲文化センター ほか
対□□30名　￥□□4,200円・800円
師 �□□首都大学東京特任教授 舛本直文 ほか

 （No. 260078）

地域理解
・
散策 豊洲

はじめての中国語
ビジネスを含め、多方面で中
国語の需要が増えています。
本講座では中国語学習のポ
イントとなる発音や実践的
な会話練習を中心に中国語
を基礎から学び、また中国の
文化・習慣等の理解も深めて
いきます。初心者対象の講座です。
時□□5/13〜10/7 水曜 19：00〜21：00　数□□前期17回
場□□森下文化センター　対□□20名　￥□□17,000円・2,500円
師□□ディラ国際語学アカデミー所属講師 （No. 260086）

森下

落語に挑戦!ぱーと2
亀戸文化センターで2006年より開催してい
る「上方落語九雀亭」でおなじみ、桂九雀師匠
が直接指導する落語習得講座です。2019年
春期に続き今回は、よりじっくりと落語に向
き合い学びます。最終回は来年3月の「亀戸
フェスティバル」で発表会をします。この機
会にぜひご受講ください。
時 �□□5/13、6/3、9/23、10/14、11/11 

水曜 19：00〜21：00
数□□前期5回　場□□亀戸文化センター　対□□12名　￥□□11,800円・100円
師□□上方落語協会所属 落語家 桂九雀 （No. 260048）

亀戸
趣味
・
実用 みんなが知りたい

旅客機と空港の不思議と疑問
空の旅がもっと楽しくなる講座
です。最終回には、JAL（日本航空）
の整備工場を見学します。
時 �□□5/12〜9/12 火曜・土曜 

19：00〜20：30 
※ 9/12 ㈯はJAL整備工場（羽田）

見学（午後を予定）
数□□6回　場□□江東区文化センター
対□□30名　￥□□5,800円・200円
師 �□□作家・航空ジャーナリスト 

秋本俊二 （No. 260063）

東陽町
趣味
・
実用

～江東区ゆかりの人物～
渋沢栄一を紐解く

日本資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一。深
川区会議員を務め、江東区の近代的発展に
貢献しました。この講座では経済・福祉・教
育など幅広い分野で活躍した渋沢の事跡
と足跡をたどります。
時□□5/13〜7/8 水曜 14：00〜15：30　数□□6回
場□□古石場文化センター ほか　対□□24名
￥ �□□7,200円・300円 
（別途入館料がかかります）
師□□（公財）渋沢栄一記念財団渋沢史料館副館長 桑原功一 ほか
 （No. 260100）

地域理解
・
散策 古石場

和の伝統芸能体験プロジェクト関連企画
日本の伝統楽器“知っ得!納得!”講座
数々の芸能を支え、彩ってきた
日本の伝統楽器。その魅力を歴
史、素材・構造、奏法から、わかり
やすく解き明かします。一線で
活躍する演奏家と共に「弾き物」
「吹き物」「打ち物」の3回シリー
ズでお届けする贅沢な講座です。
時□□5/27、6/24、7/22 水曜 19：00〜20：30
数□□3回　場□□江東区文化センター　対□□30名　￥□□5,800円・200円
師□□ 伝統音楽演奏家、伝統芸能プロデューサー 小野木豊昭
 （No. 260071）

東陽町

講師：小野木豊昭

亀戸を通る貨物線

Ⓒ 渋沢史料館所蔵

和の空間 日本庭園を楽しむ
日本庭園の歴史と鑑賞知識を、作庭された
時代背景と風土で異なる庭園構成の違い
などから学びます。� �
（企画協力：日本庭園学会）
時 �□□5/19〜6/30  火曜 

14：00〜15：30
数□□3回　場□□砂町文化センター ほか
対□□22名　￥□□4,500円・200円
師 �□□東京農業大学造園科学科教授 

鈴木誠
（No. 260066）

砂町
鑑賞
・
教養

アート思考とコミュニケーション
ビジネスで役立つ自由な対話の作り方
今注目されている「アート思考」は、アイデアを生み出すアーティ
ストの思考をヒントに生まれた思考法です。創造力を引き出す
「アート思考」を活用することで、立場の異なる人同士でも協力
し合える場づくりを学べます。
時 �□□5/25〜7/27 

月曜 19：00〜20：30
数□□5回 場□□古石場文化センター
対□□25名　￥□□4,800円・200円
師 �□□はたらける美術館代表 

東里雅海、伊藤禎基
（No. 260099）

古石場
鑑賞
・
教養

はじめてのスペイン語
スペイン語は発音がカタカ
ナに近く、読みはアルファ
ベットで通じることから、
思ったよりも早く習得でき
ます。今回は、初めての方を
対象に開講します。このチャ
ンスにスペイン語にチャレ
ンジしてみませんか。
時□□5/12〜10/6 火曜 19：00〜21：00　数□□17回
場□□森下文化センター　対□□20名　￥□□17,000円・2,500円
師□□ディラ国際語学アカデミー所属講師 （No. 260087）

森下 平安貴族の心を探る
～散文文学を中心に～

平安時代の散文には、和歌だけでは決し
て表現できなかった平安貴族の豊かな心
の跡を封印しています。当講座では、土佐
日記・蜻蛉日記・枕草子などを取り上げて、
日本人の心の表現の源流をたどります。
時□□5/21〜10/15 木曜 14：00〜15：30　数□□5回
場□□亀戸文化センター　対□□25名
￥□□4,200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
そ う

 晗
か ん

（No. 260050）

亀戸 没後50年三島由紀夫
短編作品の魅力に迫る

2020年で没後50年を迎える三島由紀夫は、短
編の名手としても知られています。今回は短
編作品に焦点を当て、ノーベル文学賞候補にも
なった三島作品の文学性や魅力に迫ります。
時□□5/29〜7/10 金曜 14：00〜15：30　数□□4回
場□□東大島文化センター
対□□25名　￥□□4,000円・300円
師 �□□三島由紀夫文学館研究員 

山中剛史

（No. 260097）

東大島

5/29 ㈮ 『サーカス』 
三島文学における短編の特色

6/5 ㈮ 『橋づくし』 昭和30年代の東京

6/19 ㈮ 『獅子』 三島文学における翻案
（アダプテーション）

7/10 ㈮ 『孔雀』 美的な虚構世界の構成

AI（人工知能）の世界
～導入と活用方法を学ぶ～

AIをビジネスに活かすために、その導入と活用
方法を実践的に学びます。主婦・学生�歓迎。
時□□5/16〜7/18 土曜 14：00〜15：40
数□□5回　場□□豊洲文化センター
対□□40名　￥□□4,000円・500円
師 ��□□武蔵野大学データサイエンス学部准教授 中西崇文、  

一般社団法人 日本デ
ィープラーニング協会 
ほか

（No. 260059）

豊洲
趣味
・
実用

どんぶりに見る江戸の食文化
～五大どんぶりの魅力～

日本人に大人気のどんぶり飯は、
200年以上の歴史の中で精錬され
てきました。様々などんぶり飯の
ルーツを探ります。
時 �□□5/14〜7/9 木曜 19：00〜20：30
数□□5回　場□□森下文化センター
対□□20名　￥□□6,100円・500円
師□□食文化史研究家 飯野亮一

（No. 260083）

「新版御府流行名物案内双六」より

森下

時短も楽しむ旬の料理
季節を感じる料理を、旬の食材や時短も考えながら作ります。
時□□5/15〜9/18 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. 260105）

 

西大島

世界のお家ごはん 選手村フード
各国の代表的な料理を家庭用にアレンジ
して紹介します。※具体的なメニューは公
式に発表されていないためイメージです。
時□□5/12〜9/8 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. 260112）

西大島

ゴイクン（生春巻き）

※今月より 区民  から 西大島 に変更しました。

ねこと浮世絵
～江戸の動物たち～

浮世絵に描かれることの多い「ねこ」をはじめ
とした動物と、江戸の人々との関わりについて
学びます。※9/29は16：00〜17：40。10/6は
太田記念美術館で浮世絵展鑑賞（午後予定）。

〈主なカリキュラム〉
◦ 活躍する猫たち −猫の天国・鼠の地獄 ほか
時□□6/16、7/14、9/29、10/6 火曜 14：00〜15：40
数□□4回　場□□東大島文化センター ほか　対□□25名
￥□□3,400円・300円（別途入館料がかかります）
師 �□□動物歴史作家 仁科邦男 

太田記念美術館 主幹学芸員 渡邉晃 （No. 260104）

東大島
鑑賞
・
教養

豊洲市場探訪
～市場で学ぶお魚料理～

豊洲に移転してきた市場を会場と
し、市場の歴史から旬の魚料理を
学びます。市場見学も行います。
時 �□□4/25〜7/11 土曜 10：00〜11：30 
（調理の会13：00まで）
数□□6回
場□□豊洲市場調理室 ほか
対□□36名　￥□□2,500円・8,200円
師 �□□東京都豊洲市場、 

豊洲市場商店会
（No. 260064）

豊洲

亀戸

世界の美味しい発酵食の秘密!!
最近、注目を集める発酵食品。発酵の仕組
みとおいしさの秘密は何なのでしょうか。
世界の様々な発酵食の歴史や効果などを、
試食と一部調理を交えながら学びます。�
ビネガーピクルス作りもあります。� �
※�7/8は総合区民センター調理室で実施、
時間は10：00〜12：00です。

時□□5/20・6/17・7/8・8/19・9/16 水曜 10：00〜11：30　数□□5回
場□□東大島文化センター ほか　対□□20名　￥□□5,400円・2,550円
師□□日本発酵文化協会 発酵プロフェッショナル認定講師 浅沼彩子
 （No. 260106）

東大島

世界遺産の魅力を探る
～アメリカ大陸編～

アメリカ大陸には、マチュ・ピチュ
など古代文明の遺跡が多くあり、
スペインやポルトガルによって
植民地化された後に築かれた市
街地や産業遺産もあります。近現
代に築かれた遺産（自由の女神像
など）も含め、映像を交え解説し
ます。
時□□5/16・23、6/6・13・20 土曜 14：00〜15：30　数□□5回
場□□砂町文化センター　対□□30名　￥□□5,300円・200円
師□□世界遺産アカデミー研究員 本田陽子 （No. 260030）

砂町

マチュ・ピチュ

見て、聞いて、歩いてわかる
江戸・東京

講義1回・外出3回の計4回講座です。大都市
江戸の成立過程に欠かせない江戸城・大手町
周辺や日本橋本町周辺などを歩きながら「江
戸・東京」を学びます。
時□□5/21〜9/17 木曜

【講義】14：00〜15：30　場□□総合区民センター
【外出】13：00〜16：00　場□□現地集合・解散
数□□4回　対□□20名 ￥□□7,500円・500円
師 �□□中川船番所資料館職員 

久染健夫
（No. 260113）

西大島
地域理解
・
散策

5/21 ㈭ 【講義】江戸の成り立ちと町

6/18 ㈭ 【外出】江戸城・大手町周辺

7/16 ㈭ 【外出】日本橋本町周辺

9/17 ㈭ 【外出】深川発祥の地

ワールドアラカルト 世界の文化と言語
～北欧編～

たくさんの文化と言語を知りたい!と
いう方にぴったりの贅沢な講座です。
今回は北欧（ノルウェー、フィンラン
ド、スウェーデン、デンマーク）を取り
上げ、各国の文化と習慣、現地で使え
る簡単なフレーズなど、幅広く学びま
す。「ちょっとだけ」の世界の旅に参加してみませんか?
時□□5/18〜10/19 月曜 19：00〜20：30　数□□8回
場□□江東区文化センター　対□□30名　￥□□11,500円・1,000円
師□□ディラ国際語学アカデミー所属講師 久保さやか ほか
 （No. 260070）

東陽町

「ヘルシンキ大聖堂」（フィンランド）

小林一茶「あるがまま」の生き方
苦難の時代を乗り越える

日常のできごとを平易な言葉で詠んだ小
林一茶。その軽やかな句の印象とは裏腹
に、家族との軋轢、幼き子や妻の死など苦
難の人生を歩んでいたのです。一茶が辿
り着いた「あるがまま」の境地を、一茶の
俳句と当時の時代背景から学びます。
時□□6/22・29、7/13 月曜 19：00〜20：30
数□□3回　場□□砂町文化センター
対□□25名　￥□□3,500円・100円
師□□俳句結社「古志」主宰 大谷弘至
 （No. 260067）

砂町 
鑑賞
・
教養

鑑賞
・
教養

教えて!映画業界のヒミツ
～映画プロデューサーという仕事～

『Shall�we�ダンス?』など日本映
画界でヒット作を生み出し続け
ている映画プロデューサーか
ら、映画化する題材の見つけ方
など、撮影秘話を伺います。
時 �□□5/16・30、6/13・27、7/11 

土曜 14：00〜15：30
数□□5回　場□□古石場文化センター
対□□25名　￥□□6,500円・200円
師 �□□映画プロデューサー 桝井省志、（6/27ゲスト：映画史研究家・

元文化庁映画専門官 佐伯知紀） （No. 260101）

『Shall we ダンス?』
Ⓒ1995 KADOKAWA 日本テレビ 

博報堂DYメディアパートナーズ 日販

古石場
鑑賞
・
教養

5/17 ㈰ 亀戸界隈の貨物ルートの歴史

6/7 ㈰ JR越中島貨物線の昔と今

6/21 ㈰ 知られざる区内の「乗れない線
路」たち（地下鉄車庫線など）

4/22 ㈬ （講義）聖火リレーがやってくる！

5/13 ㈬ （講義）オリンピックの輸送計画

5/20 ㈬ （外出）バトミントンオリンピアンに聞いてみよう！

5/27 ㈬ （講義）競技以外のみどころ!

6/3 ㈬ （外出）地元で応援！トライアスロンコース体験

6/10 ㈬ （講義）女子体操チャスラフスカと彼女を取り巻く歴史

6/24 ㈬ （外出）競技以外のみどころ！

講師：久染健夫

講師著書

歌川広重
「名所江戸百景 浅草田浦酉の町詣」

（太田記念美術館蔵）
清澄庭園

国際理解
・
語学

国際理解
・
語学

国際理解
・
語学

国際理解
・
語学

文学
・
歴史

文学
・
歴史

5/21 ㈭ 古今和歌から散文へ

6/18 ㈭ 竹取物語と古代中国の伝奇

7/16 ㈭ 土佐日記と漢文日記

9/24 ㈭ 蜻蛉日記の独創性

10/15 ㈭ 枕草子の新感覚 

講師：桂九雀

講師：中西崇文

5/16 ㈯ AI・ディープラーニング入門

6/6 ㈯ 小さな会社でも始められるAI（講義編）

6/20 ㈯ データとは何か、どうAIに導入していくか
（実践編）※ノートパソコン持参推奨

7/4 ㈯ ゲームAIはいかにして動くのか

7/18 ㈯ AI・ディープラーニング最前線

5/12 ㈫ 空の旅の疑問

5/26 ㈫ 旅客機の疑問

6/9 ㈫ 空港の疑問

6/23 ㈫ LCCの疑問

7/14 ㈫ パイロットとCAの疑問

9/12 ㈯ JAL（日本航空）整備工場の見学

4/25 ㈯ （講義）市場の歴史と役割

5/9 ㈯ （調理）旬の魚 〜アジフライ〜

5/23 ㈯ （調理）旬の魚 〜貝づくし〜

6/13 ㈯ （調理）旬の魚 〜海鮮丼〜

6/27 ㈯ （調理）旬の魚 〜うな重〜

7/11 ㈯ （見学）豊洲市場見学

趣味
・
実用

趣味
・
実用

趣味
・
実用

趣味
・
実用

趣味
・
実用

ビネガーピクルス（イメージ）

5/14 ㈭ 江戸前蒲焼とうな丼

5/28 ㈭ 江戸前天ぷらと天丼

6/11 ㈭ 江戸の食文化と親子丼

6/25 ㈭ 江戸時代の牛肉食と牛丼

7/9 ㈭ 江戸時代の豚肉食とかつ丼

5/15 ㈮ 筍、新キャベツ、鯵など
筍のおろし揚げ、鯵の酢の物 ほか

6/19 ㈮
新玉葱、するめいか、そら豆など
新玉葱といかのサラダ、
そら豆ご飯えびそぼろ ほか

7/17 ㈮
新生姜（谷中）、ゴーヤ、キス など
新生姜ご飯、ゴーヤの辛味漬け、
キスのから揚げサラダ

8/28 ㈮
とうもろこし、トマト、ズッキーニ、鮎など
とうもろこし豆腐、
鮎のムニエル ラタトゥイユ添え ほか

9/18 ㈮
いわし、南瓜、さつま芋 など
いわしの梅じそフライ、
南瓜と豚肉の上新粉蒸し ほか

5/12 ㈫
ゴイクン（ベトナム）、
鶏肉とマッシュルームのソテー（フランス）、
フルーツニョッキ（ドイツ）

6/9 ㈫ シーフードマリネ（スペイン）、
ホットク（韓国）　ほか

7/14 ㈫ ヤムウンセン（タイ）、
ベーグルサンド（アメリカ）　ほか

8/11 ㈫ 魚介のソテーBBQ（アメリカ）、
バターチキン（インド）　ほか

9/8 ㈫ 海老とトマトのワカモレ（メキシコ）　ほか調理例

5/19 ㈫ 歴史から見る庭園の様式

6/9 ㈫ 日本文化としての日本庭園

6/30 ㈫ 都内庭園見学 清澄庭園

5/25 ㈪ 世代別交流
−年齢を超えて親睦を深める

6/8 ㈪ 学生と社会人
−学生を緊張させず、個性を生かす

6/22 ㈪ 上司と部下
−信頼関係を築き、相談しやすい職場をつくる

7/13 ㈪ サービスを提供する側と受ける側
−市民と行政、企業と顧客

7/27 ㈪ 異業種交流
−コラボレーションを生み出す

竹取物語.上
（国立国会図書館ウェブサイトより）

チャスラフスカ（第6回テーマ）
Ⓒ ベラ・チャスラフスカ財団

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〈2020年度 前期〉

3/10（火）受付開始!

2020
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NEW 新規講座 

趣味・実用

地域理解・散策

アニメ聖地のまちあるき
中央区月島、秩父市（写真）、飯能市など、アニメ
聖地の人気スポットを巡ります。現地では、ア
ニメ聖地の観光やまちおこし等に対しどの様
に取り組んでいるのか、経済効果、集客状況を
踏まえて市役所の担当者からお話を聞きます。
また、現地観光ガイドの案内による街歩きや観
光もあります。※各回現地集合
時 �□□5/16、6/13、7/11、9/12、10/10  

土曜 13：00〜16：00　数□□5回
場□□現地集合・解散　対□□20名　￥□□1,000円・500円
師 �□□秩父市役所、飯能市役所、江東区文化観光ガイド ほか （No. 260081）

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□□4/18〜1/16 土曜 10：00〜12：00
数□□10回　場□□豊洲文化センター　対□□18名　￥□□4,000円
師□□株式会社メディア工房代表取締役 平野友紀 （No. 260089）

続・仏像鑑賞講座
古代から人々の祈りを受け止めてきた仏像に
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習得します。
昨年好評だった講座の続編です。初めての方
でもわかりやすい解説で楽しく学べます。
時 �□□5/25、6/29、8/24、9/28、10/26  

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. 260085）

深めるコリア ～日韓の近代史を辿る～
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 �□□5/20〜8/26 水曜 

14：00〜15：30
数□□前期6回
場□□亀戸文化センター
対□□30名
￥□□7,000円・300円
師 �□□都立高等学校講師 武井一、 

コリアン・フード・コラムニスト 八田靖史（6/10のみ） （No. 260047）

源氏物語の創造
源氏物語講座第2弾は、光源氏に焦点を当
てます。光源氏の生い立ちから極めた栄
華、さらに苦悩に満ちた晩年まで、波乱の
生涯をみていきます。
時 �□□5/12〜7/7 

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. 260038）

郷土料理を食卓に パートⅡ
伝統的な郷土料理からご当地グルメまで、
全国の和食を学びます。
時□□5/21〜9/24 木曜 18：30〜20：30
数□□5回　場□□総合区民センター
対□□24名　￥□□6,800円・7,000円
師 �□□江戸東京野菜コンシェルジュ 

高野美子 ほか　　　（No. 260111）

大人のバレエストレッチ〈入門・基礎〉
バレエの動きをとりいれ、バレエの曲に
のせてストレッチ。体を柔らかくしたい
方も無理なくできる入門クラス。姿勢を
美しく、体幹を鍛える基礎クラス。どちら
も、プロのバレエダンサーの指導でゆっ
くり体をほぐします。（女性対象の講座です）
時 �□□4/19〜9/27 日曜 
【入門】（No. 260068）10：00〜11：00 【基礎】（No. .260028）11：10〜12：10
数□□前期15回　場□□森下文化センター
対□□各クラス女性25名　￥□□15,000円・なし
師□□東京シティ・バレエ団所属講師 西澤美華子 ほか

10回でできる不眠症改善健康法
身体をゆるめたりほぐしたりする
ことで呼吸が楽になり、睡眠の質
を向上させて短時間でも熟睡でき
る健康法です。
時□□5/14〜10/1 木曜 10：30〜11：45
数□□10回　場□□森下文化センター
対□□10名　￥□□9,000円・1,000円
師□□気功師 日向寺みどり

 （No. 260091）

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と文楽鑑賞を行います。
時 �□□5/17 日曜 
［講義］9：25〜10：15 ［鑑賞］10：45〜（第1部） 

9/20 日曜 時間未定
数□□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・13,600円（チケット代2回分含む）
師□□国立劇場文楽出演者 （No. 260093）

～身体を整える生活習慣～

東洋医学の知識で健康ライフ
2019年後期に開催し、好評だった講座を一部リニューアル！自分の身
体とより良く付き合うために、東洋医学の知識を学びます。基礎的な
理論を学び、薬食同源の考えを生活の中に取り入れてみましょう。
時 �□□5/29〜7/10 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. 260098）

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 �□□5/9〜10/17 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 岩渕和恵 ほか （No. 260103）

じっくり皮から 手作り点心
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□□5/19〜9/15 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. 260110）

ポップに踊ろう!盆ダンス
振り付けを素敵に覚えて、櫓（や
ぐら）の上で踊ってみませんか。
男性女性関係なく、どなたでも気
軽に踊りを楽しめます。今年こ
そあなたも盆ダンスデビューを!
時 �□□5/21〜7/30 木曜 

18：30〜20：00
数□□7回　場□□江東区文化センター
対□□25名　￥□□5,600円・なし
師□□細川民族舞踊研究会三代目家元 細川千穂 ほか （No. 260072）

楽しみながら学ぶ !姿勢講座
正しい姿勢、歩き方を学ぶことによ
り体の調子を整えます。ウォーキン
グや姿勢診断などを行い、日頃意識
していない姿勢に焦点を当てて楽し
く学び、綺麗に歩いてみませんか。
（女性優先）
〈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□□5/8・22、 6/5・19、 7/3 金曜 10：30〜12：00　数□□5回
場□□東大島文化センター　対□□16名　￥□□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. 260108）

水辺から見る江東区 ～人力船で進もう!～
江東区の川の歴史を学び、和船、カ
ヌー、ドラゴンボートを漕ぎながら江
東区を水辺から観察します。5/24は
中川船番所資料館で実施します。
時 �□□5/24、6/14、7/12・26、9/6 日曜 

13：00〜16：30（予定）
数□□5回　場□□旧中川・川の駅 ほか
対□□16名 ※体力に自信のある方
￥ �□□6,200円・1,100円 
（保険代、観覧料 ほか）
師□□中川船番所資料館職員 久染健夫 ほか （No. 260109）

聴きたい!知りたい!ショパンの世界
ピアニストを講師に迎え、ホールを会場とし生
演奏付で実施します。ショパンの人生やジョル
ジュ・サンドら恋人・友人たち、また、「子犬のワ
ルツ」など、曲にまつわるエピソードを学びま
す。クラシック初心者の方にもどうぞ。
時 �□□4/21 ㈫、5/24 ㈰、6/3 ㈬、7/1 ㈬、7/22 ㈬ 

19：00〜20：40
数□□5回　場□□豊洲文化センター ほか
対□□40名　￥□□5,000円・100円
師 �□□ピアニスト・昭和音楽大学講師 

木米真理恵 （No. 260082）

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〈練習教材作成・実施編〉～

『みんなの日本語Ⅰ・Ⅱ』を使って“主と
なる文型を教える場合の練習教材作成
とその使い方”について学びます。初め
て日本語教育に触れる方はもちろん、
既に指導経験がありブラッシュアップ
を考えている方も対象とします。
時□□5/7〜10/22 木曜 19：00〜20：30
数□□前期16回　場□□江東区文化センター
対□□30名　￥□□16,500円・6,000円（テキストをお持ちの方は500円）
師□□武蔵野大学教授 村澤慶昭 （No. 260094）

目からウロコ!の犬（わん）だふるライフ
実用本やインターネットでは犬の飼い方
やしつけについて様々な情報が流れてい
ます。現代社会で人間と共存していくた
めに、どんな知識やしつけが必要なのか、
講師が実体験から得た「目からウロコ!」
なノウハウをお話しします。犬の飼育の
有無に関わらず、これから飼おうと思っている方も受講できます。
時□□5/14〜7/16 木曜 19：00〜20：45　数□□6回　場□□江東区文化センター
対□□20名　￥□□6,500円・500円
師□□NPO法人パル代表、ドッグライフカウンセラー 石川宏子
 （No. 260076）

おとなのための長唄三味線教室
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？約束ごと
を知ると馴染みやすく楽しみも増
します。初心者対象の1年間の講
座で、「松の緑（前弾き）」を仕上げ
られるようにします。
時□□4/26〜10/4 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□□一般社団法人長唄協会所属講師 （No. 260037）

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～

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、日常
の生活にバレエのエッセンスを取り入れてい
きます。（男性限定の講座です）� �
※激しい動きがありますので、体力に自信のある方が対象です。
時□□4/26〜9/20 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（別途保険代等）
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. 260051）

外来生物はなぜこわい?
テレビや新聞でも話題の外来生物たち。同じ生き
物なのに、なぜ危険と言われているのでしょう。
私たちの身近にはどんな外来種がいるのか、帰化
植物・水辺の生き物を実際に見学します。
時 �□□5/10、5/24、6/14 日曜  

10：00〜11：30
数□□3回
場□□古石場文化センター ほか
対□□小学生以上20名（小学3年生以下は保護者同伴）
￥□□3,300円・200円
師□□国立環境研究所 室長 五箇公一 ほか （No. 260102）

東京まちなか超低山さんぽ
都心には山がないかと思われますが、標高が100
メートルにも満たない「超低山」が数多くあります。
講座では「超低山」の登山とその周辺も散策します。
時 �□□5/24〜9/27 日曜 13：00〜14：40 
（終了時間は各回異なります）
数□□4回　場□□現地指定場所　対□□20名
￥□□5,000円・500円　師□□イラストレーター 中村みつを

 （No. 260065）

わくわく!! 城講座
お城は天守だけでなく、まわ
りの立地なども含めたすべ
てのものを城（城郭）といい
ます。跡地なども含めて、現
在も数万の城跡が存在しま
す。座学と現地講座（川越城）
で城の見方などを学びます。
時 �□□［講義］6/25、7/16、8/13 木曜 19：00〜20：30�□
［外出］7/26 日曜 午前
数□□4回　場□□砂町　対□□34名　￥□□5,000円・300円
師□□城郭ライター、編集者 萩原さちこ （No. 260029）

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。前半は深川江戸資料館に、後半は
豊洲市場について学習後、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□□5/9〜9/26 土曜 10：00〜12：00
数□□10回　場□□江東区文化センター  ほか　対□□28名
￥□□13,000円・500円（別途入館料がかかります）
師□□全国通訳案内士（英語） 根岸正 （No. 260096）

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、映
画「カツベン!」の活動弁士監修を務めた第
一人者が、弁士に興味を持った方へ直接指
導する講座です。
時 �□□5/19〜11/22　月1回火曜 19：00〜21：00 

※11/22のみ日曜・午後・発表会
数□□8回　場□□古石場文化センター
対□□20名　￥□□16,000円・2,100円
師□□活動写真弁士 澤登翠 （No. 260021）

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て、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。10/25（日）のには江東区民合唱祭に出演します。
時□□4/27〜10/25 月曜 10：30〜11：50　数□□前期10回
場□□森下文化センター　対□□女性30名　￥□□8,000円・2,500円
師□□ 聖徳大学大学院兼任講師 佐藤亘弘 （No. 260027）

～体をほぐす～ 筋膜リリース
筋膜は体のすべてを覆っているネット
状の組織で、体の表面から内臓まで支
えています。筋膜にシワや組織の癒着
ができると、コリや痛みとなって現れ
ることがわかってきました。よれた筋
膜を正常な状態に近づけるためのス
トレッチを中心に体をほぐしていきます。優しい運動をコツコツとは
じめませんか？運動が苦手な方にもおすすめです。
時□□5/12〜10/13 火曜 19：15〜20：00　数□□17回　場□□森下文化センター
対□□25名　￥□□9,500円・3,000円
師□□株式会社フクシ・エンタープライズ所属講師 （No. 260084）

こどもとアート
～親子で造形コミュニケーション～

クレヨンで大きな紙に落書きをしたり、
新聞紙を使って遊んだり、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。� �
※�絵画技術を教える講座ではありません。
時□□5/17、6/14、7/12 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20名　￥□□8,000円・380円
師□□東京学芸大学教授 石井壽郎 （No. 260041）

森下 豊洲
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西大島

森下
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古石場

古石場

西大島

東陽町

東大島

東大島
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東陽町
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東大島
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5/21 ㈭ 【北信越の味覚を楽しむ】（新潟）はらこ飯、（石川）初夏の治部煮、加賀野菜の菓子

6/11 ㈭ 【会津の山里と琵琶湖の恵み】（福島）山人（やもうど）料理、（滋賀）近江茶鮎めし

7/9 ㈭ 【夏にぴったり長崎・広島の御当地グルメと伝統料理】（長崎）島原そうめん鉢 ほか

9/10 ㈭ 【沖縄のローカルフードと肥の国のオリジナルデザート】（沖縄）ゴーヤーバーガー ほか

9/24 ㈭ 【江戸東京と総の国千葉の食材を使って】（東京&千葉）秋の行楽弁当、東京の日本酒

5/19 ㈫ 焼売（二種）、中国茶

6/16 ㈫ 焼餃子（二種）、食べるラー油、中国茶

7/21 ㈫ 蒸蝦餃子、中華スイーツ

8/18 ㈫ 春巻き、わかめスープ

9/15 ㈫ 小籠包、もやしナムル、中国茶

5/12 ㈫ 光源氏の誕生から栄華への道

6/2 ㈫ 玉鬘をめぐる王朝絵巻の光と影

6/23 ㈫ 光源氏の栄光と挫折 〜因果応報の不義密通

7/7 ㈫ 光源氏を受け継ぐ者たち 〜夕霧・薫・匂宮

5/29 ㈮ 東洋医学の基礎1
成り立ち、気血津液論など

6/12 ㈮ 東洋医学の基礎2
陰陽論、五行論など

6/26 ㈮
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）

7/10 ㈮ 健康の源、薬食同源・薬膳について
（試飲あり）

鑑賞・教養

文学・歴史

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。

国際理解・語学 英会話は特集4面をご覧ください。

協力講座

区民参加・ボランティア

音楽・演劇

ダンス・健康

こども・親子 ※年齢・学年の対象日は、2020年4月1日時点です。

5/24 ㈰ 【講義】東京の超低山について 【登山】亀戸富士（江東区）

6/28 ㈰ 【散策・登山】芝公園から愛宕山（港区）

8/30 ㈰ 【散策・登山】等々力渓谷から大塚山（世田谷区）

9/27 ㈰ 【散策・登山】109mの低山 荒幡富士（所沢市）

ぶらり豊洲2019

和船、カヌー、ドラゴンボート

講師著書

奈良 東大寺 盧舎那仏
木米真理恵

Ⓒ SHO YAMADA

5月公演通し狂言
『義経千本桜』

川越城

源氏物語絵巻（写）
国立国会図書館
ウェブサイトより

講座風景

実習の様子

犬を家族として共に暮らすには…

小籠包 調理例

みんなで楽しく！盆ダンス

講座風景

講師：西澤美華子

講座風景

講座風景

5/10 の 講師：五箇公一
講座風景

講師：澤登翠

ヒアリ

重明殿

旧秩父大橋

講座風景
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3/10  ㈫～3/24  ㈫
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

継続講座（欠員の補充募集となります）
国際理解・語学

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
れどもう一度やってみたい」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
時□□5/8〜10/16 金曜 19：00〜21：00
数□□前期17回　場□□豊洲文化センター
対□□若干名（20名）　￥□□17,000円・2,900円
師□□ディラ国際語学アカデミー所属講師
 （No. 260031）

書道教室
各自のレベルに合わせたお手本に取り組み
ます。「書」に関する知識、楽しさを深めなが
ら、技術向上を目指します。後期には、成果展
への出展作品にも取り組むことができます。
（出展は任意です）
時□□5/14〜10/8 木曜 18：30〜20：00
数□□前期17回　場□□江東区文化センター
対□□10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. 260075）

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。※教材費の他に別
途道具類の費用もかかります。
時□□4/23〜9/10 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
師□□サロン・ド・パリ会員 菅野たみお （No. 260032）

東大島女声コーラス
〈夜間クラス・午前クラス〉

美しく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。10/25�（日）の江東
区民合唱祭に出演します。

【夜間クラス】（No. 260053）
時□□4/24〜10/25金曜18：30〜20：30　対□□10名（25名）

【午前クラス】（No. 260052）
時□□4/25〜10/25土曜10：00〜12：00　対□□若干名（25名）

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

はじめてのハワイアンフラ
初心者の方のためのクラスです。
まずはリズムに乗り、楽しく踊るこ
とを目指しましょう。。� �
※�服装は動きやすければ問題あり
ません。スラックスでもOKです。

時□□5/12〜9/15 火曜 13：30〜15：00
数□□前期15回　場□□森下文化センター
対□□女性15名（30名）
￥□□13,000円・なし
師 �□□プアナニ髙橋（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） （No. 260069）

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□□4/17〜8/28 金曜 18：45〜20：00
数□□前期17回
場□□総合区民センター
対□□若干名（30名）　￥□□9,000円・なし
師□□（株）フクシ・エンタープライズ所属講師 江口舞
 （No. 260058）

ジュニア・ダンスミックス
〈Aクラス・Bクラス〉

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月の「こども文化祭」や、ステージ発表もあります。
時□□4/14〜9/29 火曜　数□□前期17回　場□□江東区文化センター
対 �□□【Aクラス】（No. 260001）16：20〜17：20 

年中〜小学3年生 10名（15名）
　 【Bクラス】（No. 260002）17：30〜18：30 

小学4年生〜18歳 若干名（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

初級中国語
本講座は中国語を
やり直したい、学習
経験のある方が対
象のクラスです。
中国語の発音や実
践的な会話練習を
中心に学びます。� �
※中検4級レベル
時□□5/12〜10/6 火曜 19：00〜21：00　数□□前期14回
場□□森下文化センター　対□□15名　￥□□23,000円・2,500円
師□□ディラ国際語学アカデミー所属講師 （No. 260088）

もう一度まなびなおす

大人のための 楽しい書道

講師オリジナルの手本を中心に、筆づかいや文字の魅せ方などを習
得していきます。後半には、成果展への作品制作にも取り組みます。
時□□4/16〜9/24 木曜 19：00〜20：30　数□□前期17回
場□□総合区民センター　対□□5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. 260074）

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、経験者、ベ
テランで教材を変えて指導します。
初心者には道具の使い方から基礎
技術を教えます。後期には1年間の
学習の成果として成果発表展の作
品展示や記念誌の作成を行います。
時□□5/9〜10/24 土曜 14：00〜16：00
数□□前期10回　場□□森下文化センター
対□□小学生以上10名（20名）　￥□□14,000円・700円
師□□漫画家 江波じょうじ （No. 260026）

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 �□□5/13〜10/14 水曜 

19：00〜20：30
数□□前期17回　場□□豊洲文化センター
対□□5名（40名）　￥□□18,500円・300円
師□□ヴォイストレーナー 伊藤美子 （No. 260033）

女性のための健康法・
陰陽ストレッチエクササイズ

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□□4/28〜9/29 火曜 10：00〜11：30
数□□前期10回　場□□総合区民センター
対□□女性5名（定員30名）　￥□□11,000円・なし
師□□インド政府公認ヨガインストラクター Mana （No. 260060）

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行う健康体操です。自
宅での運動にも取り入れやすいバスタオルを使った簡
単な動作で、体幹を鍛え体
のゆがみを整えましょう。仲
間と一緒に体を動かす習慣
を楽しく身につけませんか。
時□□5/13〜9/16 隔週水曜 14：00〜15：10
数□□10回　場□□古石場文化センター
対□□8名（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. 260003）

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、楽しくチアスピリットを身につ
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□□5/21〜10/15 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. 260024）

初級韓国語
ハングル経験者向けのク
ラスです。初級レベルで丁
寧体、過去形、尊敬表現、用
言の変則活用を学習した
ことがある方が対象です。
時 �□□5/15〜10/9 金曜  

19：00〜21：00
数□□前期14回
場□□森下文化センター
対□□若干名　￥□□23,000円・2,000円
師□□ディラ国際語学アカデミー所属講師 （No. 260090）

橘流寄席文字教室
寄席文字は、家元橘右近から伝
承者として認定された「橘」を冠
した名を持つ講師がつとめてい
ます。文字とともに寄席の世界、
江戸文化にも親しみましょう。
縁起文字としても喜ばれます。
初心者の方でも受講できます。
時□□5/7〜10/8 木曜 18：30〜20：00
数□□前期17回　場□□江東区文化センター
対□□3名（25名）　￥□□15,000円・1,600円
師□□橘流寄席文字 橘右女次 （No. 260045）

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□□4/23、5/28、6/25、8/27、9/24 木曜 14：00〜16：00
数□□5回　場□□森下文化センター
対□□若干名（20名）　￥□□5,000円・9,200円
師□□ボタニカルラボ主宰 上野寛子 （No. 260114）

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
に身をゆだね、音と
遊び、踊る喜びを感
じてみませんか。未
経験でも大丈夫。動きやすい服装でご参加ください。
時□□5/7〜10/1 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（40名）　￥□□16,000円・なし
師□□アイニーベリーダンス所属 Jerico（エリコ） （No. 260054）

目指せ、やせ体質!

美BODY体幹エクササイズ
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□□5/7〜10/1 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（45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. 260055）

ジュニアのための英語ドラマ教室
英語を使った歌やドラ
マをみんなで楽しみな
がら、英語で自分を表現
する力を身につけましょ
う。英国人の先生も教え
てくれます。� �
※�英会話や英語学習の教室ではありません。
時□□5/10〜9/27 日曜 10：00〜11：45
数□□前期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. 260056）

こどものためのクラシックバレエ
年齢・経験により、A〜C、ポワントクラスに
分けてレッスンします。
時□□5/16〜10/3 土曜

【A】13：00〜14：00  【B】14：00〜15：00 
【C】15：00〜16：00 【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〜C】（No. 260039）4歳〜小学4年生10名（60名）  

11,100円・1,300円  
【ポワント】（No. 260040）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

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□□5/13〜9/23 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. 260022）

江戸文字教室 ～勘亭流～
寄席文字、相撲文字などとともに
「江戸文字」のひとつに数えられる
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？個々に合わせた指導で、基礎から学びます。
時□□4/22〜10/7 隔週水曜 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. 260020）

うたう・楽しむ・元気がでる

童謡・唱歌の世界
誰もが口ずさんだことの
ある懐かしい童謡・唱歌の
名曲を楽しみながら歌い
ましょう。10/25（日）の江東
区民合唱祭に出演します。
時□□4/16〜10/25 木曜（最終回のみ日曜） 14：00〜15：30
数□□前期17回　場□□森下文化センター
対□□若干名（30名）　￥□□18,000円・2,400円
師□□声楽家 前野邦子
 （No. 260023）

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
に合わせて、楽しくステップを踏んでみましょう。
時□□5/9〜9/26 土曜 13：10〜14：10　数□□前期14回
場□□豊洲文化センター　対□□5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. 260034）

バレエエクササイズ
〈ビギナークラス・アンサンブルクラス〉

基本姿勢、ストレッチなどを中心に、バレエの基礎を習
得しながら、健康な身体づくりを目指します。
時 ￥□□□□4/21〜10/6 火曜

【ビギナークラス】（No. 260061）
13：00〜14：30 13,000円

【アンサンブルクラス】（No. 260062）
14：40〜16：10 15,000円
数□□前期15回　場□□江東区文化センター
対□□女性若干名（40名 ※各クラス20名）
師□□ 石井清子バレエ研究所教師 中島結子

こどものための三味線教室
三味線はこどものと
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。
時□□4/26〜10/4 日曜 ※年齢、経験等によるクラス編成

【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〜高校生10名（16名）
￥□□13,800円・8,250円 ※三味線はレンタル品を使用
師□□一般社団法人長唄協会所属講師 （No. 260057）

こどもバレエ教室
クラシックバレエの基礎を学び、技術の向上と豊かな
感性を養います。年齢と経験で3クラスに分かれてい
ますが、Aクラスのみの募集となります。
時 �□□4/22〜10/7 水曜  

15：00〜15：50（Aクラス）
数□□前期17回
場□□砂町文化センター
対□□4歳から小学3年生15名（20名）
￥□□12,000円・800円
師 �□□石井清子バレエ研究所教師 

永田明日香、中島郁美 （No. 260042）

英語で読む児童文学
洋書をテキストに使い作品
を読み解いていきます。年
間で1冊の洋書を読み進め
ます。今回のテキストに使用
するのはルイス・サッカーの
『Holes』（邦題：穴）です。※
英会話講座ではございません。
時□□5/16〜10/3 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・1,400円
師□□中央大学講師・児童文学研究家 斉藤美加
 （No. 260077）

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。
屋外写生会も行います。
時 �□□5/8〜9/25 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. 260046）

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□□5/1〜10/2 金曜 14：30〜16：30
数□□前期8回　場□□東大島文化センター
対□□20名（60名）　￥□□10,100円・300円
師□□作曲家 田中健一郎 （No. 260036）

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□□4/15〜10/7  水曜 19：00〜20：30　数□□前期17回
場□□砂町文化センター　対□□10名（32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. 260010）

インナーマッスル&ダンス
～気軽に楽しく踊れる!～

ストレッチで身体の基本を作り、ダンス
の動作のもとを作ります。その後、リズム
にあわせてステップやターンの練習を重
ね、ジャズダンスの基礎を身に付けます。
時□□4/14〜9/15 火曜 19：00〜20：30
数□□前期17回　場□□江東区文化センター
対□□10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
ヨシエダンススタジオカンパニー講師 ユカリ
 （No. 260073）

ジュニアのための小鼓教室
伝統楽器のひとつ「鼓（つづみ）」
を習ってみませんか。※7/12�（日）
はねかめまつりでの成果発表、
8/10（月・祝）演劇公演「ウラシ
マコタロウ」に出演の予定あり。
時□□5/23〜8/10 土曜 14：00〜15：30
数□□前期10回　場□□亀戸文化センター
対□□小学2年生〜高校生 若干名（10名）
￥□□12,500円・1,900円 ※鼓はレンタル品を使用
師□□一般社団法人千人鼓の会 入澤登志江 ほか
 （No. 260079）

こども落語教室 ～砂町寄席～
日本の伝統的な大衆芸能で
ある落語。江戸時代に発詳
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。イベント出演予定。
時□□6/6〜8/1 土曜 14：30〜16：15
数□□6回　場□□砂町文化センター
対□□小学1年生〜中学生若干名（15名） ￥□□6,200円・300円
師□□落語家／五代目圓楽一門会 三遊亭楽天 （No. 260014）
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書道・絵画

趣味・実用 音楽・演劇
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こども・親子 ※年齢・学年の対象日は、2020年4月1日時点です。
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講師：橘右女次

講師：荒井三鯉
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ピアノ伴奏による発声練習講師作品「石田波郷居蹟」
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元気いっぱい踊ろう！ レッスン風景

協力講座
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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。

東陽町 森下 古石場 豊洲 亀戸 東大島 砂町 西大島

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
※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

一般講座のお申込み方法

ELEC講師 ESVA講師陣 DILA講師

3/10（火）〜3/24（火）お申込み期間

【会場・レッスン時間】 5/7（木）〜順次開講
①9：00〜10：30 ②10：00〜12：00 ③10：30〜12：00 ④10：40〜12：10 ⑤13：30〜15：00 ⑥14：00〜15：30
⑦14：00〜16：00 ⑧18：30〜20：00 ⑨19：00〜20：30 ⑩19：00〜21：00 ⑪20：05〜21：35 

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③
豊洲・午後⑤

古石場・午前③
森下・夜間⑨

東大島・午前③
砂町・夜間⑨

基礎英会話 砂町・午前③
古石場・夜間⑧ 東大島・午前③ 古石場・午前③

森下・夜間⑨ 東陽町・夜間⑨

中級英会話 東陽町・午前③
豊洲・夜間⑪

古石場・午前③
亀戸・午前③
砂町・夜間⑨

森下・午前③
豊洲・午前③

古石場・夜間⑧
東大島・夜間⑨ 砂町・午前③

プレディスカッション
豊洲・午前①
豊洲・夜間⑧

西大島・夜間⑨

西大島・午前③
亀戸・夜間⑨

砂町・午前③
東大島・夜間⑨
古石場・夜間⑪

古石場・午前③
森下・夜間⑨ 砂町・午後⑥

ディスカッション 古石場・夜間⑪ 森下・午前③
東大島・夜間⑨ 亀戸・夜間⑨ 豊洲・夜間⑨

単
科
コ
ー
ス

トラベル英会話 砂町・午前③
古石場・夜間⑨

日本を伝える英会話 豊洲・午前④ 亀戸・午前③
コミュニケーション

英会話 亀戸・夜間⑨

気軽に楽しむ英会話
〜Welcome to JAPAN〜 東陽町・夜間⑩

NEWSで学ぶ英会話 東陽町・午前②
発音・音読トレーニング 東陽町・夜間⑩

�
英会話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/yoyaku/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：4/14（火）〜4/21（火）

■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（木） ①10：00 【260016】 ②18：45 【260017】 東大島文化センター
4/3（金） ③10：00 【260008】 ④18：45 【260009】 豊洲文化センター
4/4（土） ⑤10：00 【260013】 ⑥14：00 【260015】 総合区民センター
4/5（日） ⑦10：00 【260006】 ⑧14：00 【260007】 江東区文化センター
4/6（月） ⑨10：00 【260011】 ⑩18：45 【260012】 亀戸文化センター
4/7（火） ⑪10：00 【260004】 ⑫18：45 【260005】 古石場文化センター
4/8（水） ⑬10：00 【260018】 ⑭18：45 【260019】 森下文化センター
4/9（木） ⑮10：00 【260043】 ⑯18：45 【260044】 砂町文化センター

3/10（火）〜4/8（水）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/yoyaku/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（金）〜4/10（金）

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）

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

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。

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

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2級程度・TOEIC450〜550程度

豊洲・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 気軽に楽しむ英会話 〜Welcome to JAPAN〜
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。

師□�ディラ国際語学アカデミー（DILA）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

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、アルファベ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。

師□�ディラ国際語学アカデミー（DILA）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

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（DILA）所属�日本人講師　数□17回（1回120分）　対□15名
￥□30,000円・1,600円� 対象レベル：英検2級〜準1級程度・TOEIC500以上

東陽町

スマートフォンは
こちらから

「東陽町」＝江東区文化センター
「西大島」＝総合区民センター
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