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バッハの生涯と名作に親しむ
謎めいた作曲家バッハの生涯を、資料
や演奏等を通してたどり、その名作に
親しんでいきます。毎回、後半にミニ・
コンサートを予定しています。
時 �□□11/7〜1/16 土曜 14：00〜16：00
数□□5回　場□□砂町文化センター
対□□30名　￥□□7,800円・500円
師 �□□桐朋学園大学名誉教授・桐朋学園

大学特別招聘教授 西原稔

（No.260377）

浮世絵に見る江戸の暮らし
江戸時代、庶民に愛された
浮世絵をはじめ、当時の風
景画や挿絵などの絵画資
料から、江戸の町並み、衣
食住や服飾、年中行事や信
仰など庶民の日常生活に
ついて解説します。
時 �□□10/20〜12/22 火曜 

14：00〜15：30 
（10/27は 

16：00〜17：40）
数□□6回
場□□亀戸文化センター
対□□25名
￥□□4,600円・200円

（No.260302）

砂町
鑑賞
・
教養

10/20（火） 江戸の成り立ちと名所絵
講師：久染健夫（江戸・東京 郷土史研究者）

10/27（火） 浮世絵に見る江戸の町並み
講師：渡邉晃（太田記念美術館上席学芸員）

11/10 （火） 戯作、浮世絵と江戸の服飾
講師：大久保尚子（宮城学院女子大学教授）

11/24（火） 名所絵に見る江戸の歳時記
講師：高塚さより（日本民俗学会会員）

12/8（火） 深川江戸資料館 企画展「こうとう浮世絵づくし」見学
（担当職員による解説付き・別途入館料が必要）

12/22（火） 浮世絵に見る江戸の食文化
講師：飯野亮一（食文化史研究家）

葛飾北斎「冨嶽三十六景 深川万年橋下」
（太田記念美術館所蔵）

地域理解
・
散策 亀戸 観劇が100倍楽しくなる!

まるわかりミュージカル
ミュージカルの舞台づくりに携わる
アーティスト・クリエイターの方々を
講師にお招きし、生の講義と実際の観
劇により、ミュージカルの面白さ・魅
力をお伝えします。ミュージカルをこ
れから観てみたい方、すでにミュージ
カルが大好きな方、どなたでも楽しめ
る講座です！
時 �□□講義：11/24〜1/26 

火曜 19：00〜20：40 
観劇：2月（予定／11月に決定）

数□□4回
場□□江東区文化センター、日生劇場（観劇）
対□□50名
￥□□4,500円・13,800円（予定・チケット代含む）
師□□ミュージカル指揮者・音楽監督 塩田明弘 ほか （No.260428）

山下清の素顔をさぐる
2022年に生誕100年を迎
える芸術家山下清。映画や
テレビのイメージでは「裸
の大将」一風変わった放浪
の天才画家、として描かれ
ていますが、実情はかなり
異なります。現在、作品の
管理をしている、山下清の
甥にあたる講師をお迎え
し、家族がみた素顔の山下
清を語っていただきます。
時□□11/28〜1/16 土曜 10：00〜11：30
数□□3回　場□□亀戸文化センター　対□□25名　￥□□3,500円・100円
師□□山下清作品管理事務局代表 山下浩

（No.260301）

〈超入門〉
いまの宇宙・天文・惑星科学の魅力に迫る
知られざる宇宙の魅力を紐解きま
す。ひとくちに「宇宙」と言っても、
ブラックホール、銀河、恒星惑星な
どの天体があり、ビッグバンや流星
群など様々な現象が起きています。
夜空を眺めるのがもっと楽しくな
るよう、見どころをわかりやすく丁
寧に解説します。天文学ビギナー
の方におすすめの講座です。
時 �□□10/27、11/10・24、12/8

火曜 19：00〜20：30
数□□4回　場□□古石場文化センター
対□□25名　￥□□4,200円・200円
師 �□□昭和薬科大学・ 

江戸川大学非常勤講師・ 
手作り科学館Exedra館長 羽村太雅 （No.260389）

額装の美
〜絵画を彩る額縁、その歴史と装飾性〜
絵画鑑賞には欠かすことのできない
額縁。いつから絵は額装され鑑賞の
対象となったのか。その起源や歴史、
様式、室内装飾との関係、日本の額装
事情などを知ることで、美術鑑賞を
より一層楽しく奥深いものにしてみ
ませんか。
時 �□□10/29〜11/26 木曜 

14：00〜15：30
数□□4回
場□□古石場文化センター
対□□25名　￥□□3,800円・200円
師 �□□美術家・額装ショップ&

ギャラリーsur-murs経営 
小笠原尚司

（No.260388）

疫病と日本美術
今、全世界が新型コロナウイルス
の影響を大きく受けています。人
類には疫病に悩まされてきた長い
歴史があり、古代・中世の日本の絵
画にも、疫病による被害や疫病沈
静の願いが描かれています。この
講座では、美術を介してかつての
日本社会が疫病とどう向き合って
きたのかを学びます。
時 �□□11/4〜12/2 水曜 14：00〜15：30
数□□3回　場□□森下文化センター
対□□30名
￥□□4,700円・300円
師 �□□早稲田大学文学学術院教授

山本聡美
（No.260372）

魅力満載！
アイヌの文化と歴史

アイヌ文化の魅力にふれてみ
ませんか。漫画ゴールデンカム
イや1930年代の映像と写真資
料をとおして明らかにしていき
ます。
※�11/13��公開講座

（アイヌ音楽と衣裳）
　11/20�日本民藝館見学
時 �□□10/16・30、11/13・20 金曜 

14：00〜15：40
数□□4回
場□□豊洲文化センター
対□□25名
￥□□3,500円・100円
師□□千葉大学教授 中川裕 ほか

（No.260329）

源氏物語の魅力

『源氏物語』の魅力をテーマに則してみていきます。平安朝の婚
姻制度や宗教観、また紫式部自身の思想や、小説としての卓越し
た構成や表現も含めて深く味わいます。
時 �□□10/13〜11/24 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.260393）

資料と映像で読み解く横溝正史
〜探偵小説と捕物帳〜

2021年は、作家横溝正史没
後40年目。なぜ正史の小説
は、人々の心をとらえるので
しょうか。二松学舎大学所蔵
の資料や映像を参照しなが
ら、正史の創造したヒーロー
たちの魅力を考察し、作品の
魅力に迫ります。
時 �□□11/13〜2/12 金曜 

14：00〜15：30
数□□4回
場□□東大島文化センター
対□□25名　￥□□4,400円・300円
師 �□□二松学舎大学文学部教授

山口直孝
（No.260420）

〜衣類の楽しいおなおし〜
針仕事・ダーニング講座

ヨーロッパの伝統的
な修復方法ダーニン
グのステッチを使っ
て、身近な衣類をおな
おししてみませんか。
傷んだ箇所をしっか
り補強しながらカラ
フルな糸で飾るなど、
絵を描くように自由
な発想で針仕事を楽
しみましょう。講師の手元をプロジェクターで映し、密にならな
い工夫をした教室で基本的なステッチを学びます。
時□□11/10、12/15、1/12、2/9、3/9 火曜 14：00〜16：00
数□□5回　場□□東大島文化センター　対□□13名　￥□□9,000円・2,500円
師□□ヒカルノグチ認定ダーニング講師 中須賀香織

（No.260432）

古楽器サロン
クラヴィコードとベートーヴェン
いにしえの鍵盤楽
器、クラヴィコードは
ピアノの祖先とも言
われ、ヴィブラート
もかけられる豊かな
表現力は、かのベー
トーヴェンからも愛
されました。実演を
交え、響きの魅力に迫ります。
時 �□□10/29、11/12・26 木曜 19：00〜20：30
数□□3回　場□□江東区文化センター　対□□35名　￥□□6,000円・100円
師 �□□桐朋学園大学名誉教授・桐朋学園大学特別招聘教授 西原稔、 

フォルテピアノ奏者 平井千絵

（No.260398）

観劇作品
「屋根の上のヴァイオリン弾き」

「山下清」 日本平よりの富士
Ⓒ 山下清作品管理事務局

講師著書
葛飾北斎「朱描鐘馗図」

（メトロポリタン美術館）

平井千絵 Ⓒ Hideki Otsuka

東陽町

亀戸 古石場古石場森下

豊洲 砂町 東大島 東大島

東陽町
鑑賞
・
教養

鑑賞
・
教養

鑑賞
・
教養

鑑賞
・
教養

鑑賞
・
教養

鑑賞
・
教養

11/7（土） 若き日のバッハ

11/21（土） ケーテンの宮廷楽長時代のバッハ その1

11/28（土） ケーテンの宮廷楽長時代のバッハ その2

12/19（土） ライアプツィヒ聖トマス教会楽長バッハ

1/16（土） バッハの晩年の創作

11/4（水） 奈良時代の疫病流行と
仏教美術

11/25（水） 絵巻に描かれた疫病

12/2（水） 江戸時代の疫病対策と
浮世絵

10/29（木） 西洋の額縁、起源と歴史
（古代〜19世紀）

11/5（木） 日本の額縁、表装から額装へ
（縄文〜江戸時代）

11/19（木） 欧米と日本の額装（近代〜現代）

11/26（木） 現代日本の額装事情と室内装飾

10/13（火） 源氏物語の婚姻と親子 〜習俗と独自性

10/27（火） 源氏物語の信仰 〜物の怪・神仏・夢

11/10（火） 源氏物語の表現 〜構成・言葉・和歌

11/24（火） 源氏物語の風土 〜洛中外の自然・寺社

11/13（金） さえない名探偵金田一耕助
『病院坂の首縊りの家』を中心に

12/11（金） 白髪の名探偵由利麟太郎
『蝶々殺人事件』を中心に

1/8（金） 江戸の岡っ引き人形佐七
『風流六歌仙』を中心に

2/12（金） 作家横溝正史
『雪割草』を中心に

文学
・
歴史

文学
・
歴史

文学
・
歴史

Ⓒ 野田サトル 集英社新書
「アイヌ文化で読み解く『ゴールデンカムイ』より

『病院坂の首縊りの家』完成原稿
（二松学舎大学所蔵）

手になじむ木製の道具を使って

源氏物語絵巻（国立国会図書館ウェブサイトより）

手芸
・
工芸

山に行こう！ゆる登山
〜秋・春〜

リュックとスニーカーを
準備し、関東の秋山・春山
を歩きましょう！□ 登山初
心者でも大丈夫。準備品
や地図の見方を学び、近郊
の山（高尾山、弁天山、宝登
山、三浦富士）を歩きます。
※�手続時に健康状態を確
認する書類を提出いただきます。

時□□ 座学10/29、1/28  外出11/12、12/10、2/25、3/11 
座学14：00〜15：30  外出9：30〜14：30

数□□6回　場□□豊洲文化センター、高尾山 ほか
対□□74歳以下の健康な方 18名
￥□□7,700円・300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.240429）

今こそ役立つ！乾物活用法
コロナ禍の今こそストッ
ク食材としても優秀で、栄
養価の高い乾物を毎日の
食事にとり入れるアレン
ジ方法を学びます。
時 �□□11/20〜2/19 金曜 

18：30〜20：30
数□□4回
場□□総合区民センター
対□□23名
￥□□5,500円・5,200円
師 �□□元女子栄養大学 

生涯学習講師 
小山朝子 ほか

（No.260427）

郷土料理を食卓に
パートⅢ

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。
時□□11/6〜3/5 金曜 11：30〜13：30
数□□4回　場□□総合区民センター
対□□23名　￥□□6,200円・5,200円
師 �□□江戸東京野菜コンシェルジュ 

高野美子 ほか

（No.260415）

はじめてのウクレレ教室
小さな楽器から奏でられるや
さしい音色ウクレレは小ぶり
で持ちやすく、簡単なコードで
2〜3曲を弾くことができるの
で、はじめて楽器に触れる方に
は手軽で最適です。レッスンで
は演奏の他に、りか先生の楽し
いお話やストレッチも行いま
す。リラックスタイムを楽しみ
ましょう。
〈練習曲目（予定）〉
ふるさと、線路は続くよどこまでも、東京キッド�ほか
時□□10/26〜3/7 月曜 10：30〜12：00 ※3/7（日）は成果発表会
数□□8回　場□□森下文化センター　対□□15名
￥□□12,000円・200円（楽器は持参または購入）
師□□ウクレレ奏者・ヨガインストラクター りか （No.260374）

豊洲 西大島 西大島 森下
趣味
・
実用

趣味
・
実用

趣味
・
実用

高尾山頂より
乾物いろいろ（イメージ）

調理例

11/20（金）
車麩の酢の物、
ぜんまいと牛肉の煮物、
ぜんまいナムル、
麩のフレンチトースト風

12/18（金）
春雨の韓国風炒め、
糸寒天と大根のサラダ、
水ようかん

1/22（金） 生春巻き、ひじきコロッケ、
花豆のワイン煮

2/19（金）
鶏肉と麩のじぶ煮風、
木くらげと卵の炒め物、
大根と貝柱のスープ煮

11/6（金）【青森と山形の名物料理】 （青森）平目漬け丼、リンゴなます （山形）芋煮

12/4（金）【東京と神奈川の食材でクリスマス】 前菜、メイン、デザート

2/5（金）【宮島と駿河湾の味覚】 （広島）穴子めし （静岡）桜海老のかき揚げ

3/5（金）【奈良の伝統食と京都の家庭料理】
（奈良）奈良茶飯、かしわのすき焼き （京都）おばんさい一品

音楽
・
演劇

講師：りか

講師：西原稔

日本最大の眼すばる望遠鏡と
木星・すばる

Ⓒ Subaru Telescope, NAOJ

安心して受講いただくために  江東区文化コミュニティ財団では、講座実施に際し、江東区の方針に基づく財団ガイドラインにより、
新型コロナウイルス感染症拡大防止に最大限努めます。ご協力をお願いします。
① 検温 来館前に検温をお願いします。発熱、体調不良等の場合、出席をご遠慮ください。
② マスク着用 マスクを着用して受講ください。
③ 手洗い、アルコール消毒 受講の前後に手洗い、アルコール消毒を行ってください。
④ 受講生同士の間隔確保 接触を防ぐため座席の間隔を空けています。
⑤ 換気の徹底 空調設備による常時換気とともに、ドア・窓を定期的に開放して換気をしています。
⑥ 受講生名簿の扱い 感染発生等の場合、保健所等の公的機関にお名前・連絡先を提供することがあります。

取
組
み

お
願
い

全12ジャンル、区内8施設で主催講座を開催!

秋の講座 受講生募集
講座特集号〈2020年度 後期〉

9/10（木）受付開始!

2020
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NEW 新規講座 

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。

趣味・実用

地域理解・散策
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
や江東区に数ヶ所ある車両基地
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。
※前期と同内容です。
時□□11/6〜27 金曜 19：00〜20：30
数□□3回　場□□亀戸文化センター
対□□30名　￥□□500円・300円
師□□鉄道史学会会員 岩成政和

（No. 260382）

地形を学んで防災対策！東陽町編
いつかくる天災（地震・津波・風水害）
に備えて、お住まいの地域の地形の成
り立ちや、過去の災害を引き起こした
原因を知ることで普段の生活意識に
役立てましょう。
時 �□□11/4、12/2 水曜 10：30〜12：00
数□□2回
場□□江東区文化センター
対□□30名　￥□□1,500円・100円
師 �□□国土地理院職員・ 

関東学院大学名誉教授 
宮村忠

（No. 260448）

震災復興物件を学ぶ
〜江東区をつくった震災復興〜

江東区の小学校や公園、橋や道路の多く
は、関東大震災の復興事業によってつくら
れました。当時の近代都市づくり・復興の
歴史を学んでいきます。
時□□11/22〜2/21 日曜 13：30〜15：00
数□□5回　場□□森下文化センター
対□□20名　￥□□6,500円・500円
師 �□□東京都立大学非常勤講師 

志岐祐一

 （No. 260373）

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。新たなコミュニケーションの形を模索してみませんか。
時□□10/12〜12/14 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. 260421）

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
や産業遺産があります。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 �□□10/17・24、11/14、12/12・19 

土曜 14：00〜15：30
数□□5回　場□□砂町文化センター　対□□28名　￥□□5,500円・100円
師□□世界遺産アカデミー研究員 本田陽子 （No. 260378）

ワールドアラカルト 世界の文化と言語
〜東欧とラテン編〜

「世界の文化と言語を知りた
い!」という方にぴったりのア
ラカルト講座。今回は①東欧
（ロシア、チェコ）②ラテン系
（スペイン、イタリア）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
どを幅広く学んでいきます。
「ちょっとだけ」の世界の旅にぜひ参加してみませんか？
時 �□□ 11/23〜3/1 月・金曜 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（株）所属講師 （No. 260447）

小津安二郎再発見
－三つの視点を通して－

日本映画の黄金時代、その中心にいた映画監督・小津安二郎が手掛け
た作品を題材として、戦争・家族・監督誕生史をテーマに小津監督の魅
力に迫ります。3名の講師がそれぞれの小津監督を語ります。
時□□10/31、11/14、12/5 土曜 14：00〜15：30
数□□3回　場□□古石場文化センター　対□□25名　￥□□4,000円・200円
□

（No. 260385）

日本文学の原点を探る
〜漢文から「ひらがな」「カタカナ」との融合〜

中国から漢字や漢文が日本に伝わ
り、平安時代には「ひらがな」「カタ
カナ」が誕生しました。平安時代か
ら始まった日本文学の原点を学ん
でみませんか。
時□□10/29〜1/7 木曜 14：00〜15：30
数□□5回　場□□亀戸文化センター
対□□25名　￥□□5,000円・300円
師 �□□フェリス女学院大学文学部 

日本語日本文学科准教授 宋晗

（No. 260303）

儚く美しい辞世の句
〜偉人たちの人生観を感じとる〜

人は人生の最後に何を思い、何を残すのか。�
“辞世の句”を切り口にして、偉人たちの人生観を
歴史的背景から奥深く読み解いていきます。
時□□10/27〜11/17 火曜 10：30〜12：00
数□□3回　場□□古石場文化センター　対□□25名
￥□□2,900円・1,100円（書籍代「偉人たちの辞世の句」）
師□□文筆家 若林良　（No. 260387）

ゴッホと浮世絵 〜日本に憧れた画家〜
2020年はゴッホ没後130年です。今なお、
世界の人々を魅了し続けるオランダの巨
匠、フィンセント・ファン・ゴッホの作品と
人生に注目します。特に日本の浮世絵との
出会いで受けた影響、日本への憧れを中心
に解説します。
時 �□□11/10、12/8、1/12、2/9 火曜 

14：00〜15：40
数□□4回　場□□古石場文化センター
対□□25名　￥□□5,300円・100円
師 �□□美術ジャーナリスト 村田真

（No. 260386）

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。
※�今回解説は、国立劇場の方針に
よりリモート（映像による）講義
となります。

時□□12/13、2/21 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□□35名　￥□□2,200円・12,900円（予定・チケット代2回分含む）
師□□国立劇場文楽出演者 ほか
 （No. 260414）

俳句実作講座 句会に学ぶ俳句
石田波郷は昭和21年から12年
間江東区砂町に住み、戦後の東
京を俳句に詠みました。波郷の
創刊した俳誌「鶴」は今年900号
を刊行。「鶴」4代目主宰の鈴木
しげを氏を講師に迎えます。
時 �□□10/24、11/7・28、12/26 土曜 

13：30〜16：00
数□□4回　場□□砂町文化センター
対□□20名　￥□□6,500円・300円
師 �□□俳句結社「鶴」主宰 

鈴木しげを
（No. 260395）

江東区英語ボランティアガイド養成講座
あなたの英語力を地域で
役立ててみませんか。前半
は中川船番所資料館につい
て、後半は門前仲町周辺に
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点以上の方対象
時□□10/24〜2/20 土曜 10：00〜12：00　数□□10回
場□□江東区文化センター　対□□24名　￥□□13,000円・500円
師□□全国通訳案内士（英語） 根岸正 （No. 260394）

亀戸 東陽町 森下 古石場

砂町 東陽町

古石場

亀戸

古石場古石場 東陽町

砂町

東陽町

鑑賞・教養

手芸・工芸

旧東京市深川食堂

11/6（金） 亀戸界隈の貨物ルートの歴史

11/13（金） JR越中島貨物線の昔と今

11/27（金） 知られざる区内の「乗れない線路」たち
（地下鉄車庫線など）

10/31（土） 小津作品と戦争
講師： 古賀重樹（日本経済新聞文化部編集委員）

11/14（土）
小津映画と家族
－戦前・戦後作品を通して描かれた家族の変遷－
講師：  築山秀夫 

（長野県立大学グローバルマネジメント学部教授）

12/5（土） 映画史のなかの小津安二郎　その登場 －松竹対日活－
講師：佐伯知紀（映画史研究家）

10/29（木） 日本に影響を与えた中国の漢文

11/12（木）「ひらがな」「カタカナ」の誕生

11/26（木） 日本文学の草創期

12/10（木） 心の表現としての漢詩

1/7（木） 日本文学の昔と今の違い

10/27（火） 〜平安時代を中心に〜
空海、在原業平、菅原道真、小野小町、紫式部 など

11/10（火） 〜室町・江戸時代を中心に〜
鶴姫、石川五右衛門、春日局、松尾芭蕉、良寛 など

11/17（火）
〜明治以降を中心に〜
正岡子規、阿南惟幾、栗林忠道、芥川龍之介、
川島芳子 など

11/4（水） 国土地理院出前講座
「災害に備えるための地図とその活用」

12/2（水） 水害から身を守る
〜江東区の河川と地形〜

11/22（日） 関東大震災からの復興と江東区

12/13（日） 区画整理によるまちづくり

1/24（日） 住まいの復興

2/7（日） 復興小学校と新しい公共施設

2/21（日）【外出講義】復興物件を訪ねる

10/12（月） 世代別交流 －年齢を超えて親睦を深める

10/26（月） 学生と社会人 －学生を緊張させず、個性を生かす

11/9（月） 上司と部下 －信頼関係を築き、相談しやすい職場をつくる

11/30（月） 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

12/14（月） 異業種交流 －コラボレーションを生み出す

マチュ・ピチュ

講師著書

歌川広重「名所江戸百景 亀戸梅屋舗」
（国立国会図書館ウェブサイトより）

※ゴッホが模写した作品です

石田波郷筆「俳句は生活の裡、…」色紙
（石田波郷記念館所蔵）

実習風景より

 かぎ針編みのお洒落なバッグ
秋です。久しぶりに編み物を楽し
んでみませんか。くさり編みが出
来れば大丈夫。4回で雰囲気の異
なる2つのバッグを作ります。黒
いフェイクファーのバッグは、粗
が目立たずこれからの季節に映
えます。ふっくらして可愛いがま
口バッグは、収納力があり、大き
めのポーチとしても、斜め掛けのバッグとしても使えます。どちらも
日常からお呼ばれまで活躍します。
時□□10/31、11/7・14・21 土曜 13：00〜16：00　数□□4回
場□□森下文化センター　対□□20名　￥□□4,500円・10,000円
師□□手芸作家 安斉恵美 （No. 260375）

さ・し・す・せ・そ、で味付け自在！調味料の旨味
普段、何気なく日々の料理に活用して
いる「調味料」。この講座では基本の
「さしすせそ」砂糖、塩、酢、醤油、味噌
についてその歴史や製造方法、そして
料理に使用するポイントや知られて
いない活用法について学びます。
時□□11/6〜1/22 金曜 19：00〜20：30
数□□6回　場□□江東区文化センター
対□□20名　￥□□8,000円・300円
師 �□□調味料ソムリエプロ MICHIKO、 

横井醸造工業株式会社 
代表取締役社長 
横井太郎 （No. 260380）

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 �□□11/17〜2/16 火曜 

11：00〜13：30
数□□4回　場□□総合区民センター
対□□20名　￥□□3,800円・5,000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. 260431）

世界のお家ごはん スパイスとハーブ料理
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。料理2品とデザート
を調理し試食します。
時□□11/26〜2/18 木曜  11：00〜13：00
数□□4回　場□□総合区民センター　対□□23名
￥□□4,500円・5,500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
 （No. 260429）

世界の美味しい発酵食の秘密！！
最近注目を集めている発酵食品。世界の
様々な発酵食の歴史から効果など、試食
と一部調理を交えながら日常の生活に取
り入れられるように簡単なレシピもお教
えします。ビネガーピクルス作りもあり
ます（予定）。
※�12/16は総合区民センター�調理室で
実施、10：00〜12：00

時 �□□10/21、11/18、12/16、1/20、2/17 水曜 
10：00〜11：30

数□□5回　場□□東大島文化センター　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）

ビアスタイルを学ぼう！
美味しく楽しむためのビール講座

「ビアスタイル」ってご存知ですか?原料や製法でビール
は100以上ものビアスタイルがあります。毎回試飲とペ
アリングにおすすめの食べ物をご紹介します。自分のお
気に入りのビアスタイルをぜひ見つけてください！
時□□10/29〜12/17 木曜 19：00〜20：30　数□□6回
場□□豊洲文化センター
対□□20歳以上25名
￥□□5,000円・3,000円
師 �□□ビアジャーナリスト 

五十嵐糸

（No. 260354）

森下 東陽町

西大島 西大島 東大島

豊洲

作品見本
講師：MICHIKO

小籠包

トムヤムクン

ビネガーピクルス（イメージ）

講師：五十嵐糸

11/6（金） 調味料・一味、隠し味

11/20（金） 塩 〜海から、山から贈り物

12/4（金） 醤油 〜黒い魔法の調味料

12/18（金） 味噌 〜大豆が育む土地土地の味

1/8（金） 砂糖 〜 昔ながらの製法で守り続
けるこだわり

1/22（金） 酢 〜米、りんご、その次は…

11/17（火） 焼売、中華粥、烏龍茶

12/15（火） 餃子（二種）、食べるラー油、
ご飯、プーアール茶

1/19（火） 中華トマトスープ、
中華カスタード饅頭

2/16（火） 小籠包、杏仁豆腐、ご飯、
ジャスミン茶

11/26（木）【アメリカ】 ルーベンサンドウィッチ、チキンチャウダー、スパイシーエッグノッグ

12/24（木）【イタリア】 ブルスケッタ2種、カンネローニ（詰め物パスタのチーズ焼き）、アッフォガート

1/28（木）【タイ】 トムヤムクン、パッタイ、カオニャオマムアン（マンゴーともち米のココナッツソース）

2/18（木）【インド】
ミーンモイリー（白身魚のココナッツカレー）、マサラパパド（トマトとササミのサラダ）ほか

10/29（木） ビアスタイル入門／ビールとはどんなお酒か？

11/5（木） ペールエール：
華やかな香りに酔いしれるビールの新世界

11/19（木） IPA：トレンドキーワードはジューシィ＆ヘイジー

11/26（木） 白ビール：柔らかい味に癒される豊かな時間

12/10（木） 黒ビール：重たくて苦い？誤解の多い黒ビール

12/17（木） 区内醸造所見学（予定）

協力講座初心者のためのまちあるき撮影術
－プロが教えるテクニック これであなたもインスタ映え－
プロならではの撮影テクニック
を学び、あなたの町の魅力をス
テキに撮りましょう。講師講評
もあります。スマホ・コンデジ・
一眼レフ、何でもOKです。
時 �□□11/14〜1/9 土曜 

13：00〜14：30
数□□5回　場□□森下文化センター ほか
対□□20名　￥□□5,000円・2,000円
師□□ 写真家 鷹野晃

（No. 260410）

森下

11/14（土） 写真撮影テクニックの指導

11/28（土） 撮影会① 豊洲公園周辺

12/12（土） 撮影写真の講評・指導①

12/26（土） 撮影会② 浅草寺周辺

1/9（土） 撮影写真の講評・指導②

協力講座

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〉
夢路より、虹のかなたに、ます、
Ave Maria（シューベルト）、
帰れソレントへ
数□□8回　場□□豊洲文化センター　対□□19名
￥□□10,000円・500円
師□□二期会会員 山本ひで子 （No. 260397）

〜体をほぐす〜 筋膜リリース
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る
筋膜。シワや組織の癒着
ができると、コリや痛み
となって現れます。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□□10/20〜1/19 火曜 19：15〜20：00　数□□10回
場□□森下文化センター　対□□25名　￥□□8,000円・3000円
師□□株式会社フクシ・エンタープライズ所属講師 （No. 260371）

豊洲 森下

講師：山本ひで子

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 �□□11/8、12/13、1/10 日曜 
10：30〜11：50

数□□3回　場□□砂町文化センター
対 �□□11/8時点で4歳〜小学2年生の親子10組20名
￥□□8,000円・500円　師□□東京学芸大学教授 石井壽郎 

（No. 260396）

砂町

講座風景

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学びます。また、
帰化植物・水辺の生き物を見学にいきます。
時□□ 場 �□□11/1  古石場文化センターでオンライン講義  

（講師の研究室と古石場文化センターをイ
ンターネットで繋ぎ、お話しいただきます）

11/15 砂村ポケットエコスペースでの外出講義 
日曜 10：00〜11：30

数□□2回　対□□小学生以上20名（小学生は保護者同伴）　￥ �□□2,600円・100円
師 �□□国立環境研究所生態リスク評価・対策研究室室長 五箇公一 、 

NPO法人ネイチャーリーダー江東 阿河眞人
 （No. 260384）

古石場

11/1の 講師：五箇公一

国際理解・語学 英会話は特集4面をご覧ください。 文学・歴史

区民参加・ボランティア

音楽・演劇 ダンス・健康 こども・親子

講師：宋晗
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9/10（木）～24（木）
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）

ただ今団員募集中 ! 詳細はお問い合わせください
江東少年少女合唱団 ティアラこうとうジュニアオーケストラ

9月から活動を再開しました！
こどもたちの安全を第一に活
動しています。“歌いたい”とい
う気持ちを全力でサポートし
ます。

【対　象】 5歳から高校生。
クラスは5つに分かれています。
幼児（年中、年長）、J1（小学1年生〜）、J2（小学3年生〜）、
S1（小学4年生〜）、S2（特別練習クラス）
※詳細はホームページをご覧ください。

【活動日】 毎週土曜日

プロの演奏家から指導を
受けてクラシックの名曲
とたくさんの仲間に出会
えます。随時、団員募集中
です。

【対　象】
小学4年生〜大学2年生。
原則参加楽器の経験があり楽器を持参できる方。
※ 楽器により初心者から可。条件付きの募集パートがあります。

詳細はホームページをご覧ください。
【活動日】 月2〜3回 土曜日または日曜日 18：00〜20：30

問合せ／江東区文化センター�☎03-3644-8111 問合せ／ティアラこうとう�☎03-3635-5500

地域理解・散策
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。浅草や本郷周辺などを歩き、
江戸庶民の生活事情などから
「江戸・東京」を学びます。
時□□11/19、12/17、1/21、2/18 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□□後期4回　対□□若干名（20名）　￥□□7,500円・500円
師□□江戸・東京 郷土史研究者 久染健夫 （No. 260416）

深めるコリア 〜日韓の近代史を辿る〜
韓国について掘り下げる人気シ
リーズです。第2回目には、俳優・
エッセイストの黒田福美さんを
お迎えし、「韓方からみた韓国史」
をテーマにお話しいただきます。
時 �□□10/21〜2/17 水曜 

14：30〜16：00
数□□後期6回　場□□亀戸文化センター
対□□7名（30名）　￥□□7,000円・300円
師□□都立高等学校講師 武井一 ほか
 （No. 260284）

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。この機会にチャレ
ンジしませんか。
時□□10/27〜3/16 火曜 19：00〜21：00
数□□後期17回　場□□森下文化センター
対□□若干名（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. 260320）

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
ことのある方が対象です。
時 �□□10/30〜3/5 金曜  

19：00〜21：00
数□□後期14回
場□□森下文化センター
対□□若干名（20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. 260328）

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。成果展への出展作
品にも取り組めます。
時□□11/12〜3/18 木曜 18：30〜20：00
数□□後期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. 260379）

もう一度まなびなおす

大人のための 楽しい書道

カリキュラム（お手本）は入講時期に合わせて講師が選定
します。2月末の成果展に向けた作品づくりも行います。
時□□10/22〜3/4 木曜 19：00〜20：30　数□□後期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. 260376）

はじめての中国語
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□□10/28〜3/10 水曜 19：00〜21：00
数□□後期17回　場□□森下文化センター
対□□10名（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. 260319）

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』を使って主要
となる文型を教える場合の練習教材
作成とその教え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□□11/12〜3/18 木曜 19：00〜20：30　数□□後期16回
場□□江東区文化センター　対□□若干名（定員20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. 260440）

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ます。
※�男性限定・体力に自信のある方
が対象です。

時□□10/25〜3/7 日曜 10：30〜12：00
数□□後期10回　場□□東大島文化センター
対□□男性8名（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、 

ダンサー 二上史生 （No. 260269）

西大島 亀戸 森下

森下 東陽町 西大島

森下東陽町

東大島

講師：久染健夫 11/25（水） 講師：黒田福美

講師作品

協力講座

講師作品

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□□11/11〜3/24 水曜 19：00〜20：30
数□□後期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. 260401）

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 �□□10/30〜3/5 金曜 

18：30〜20：30
数□□後期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. 260257）

豊洲 東大島

講師：荒井三鯉

講師作品

スケッチ教室 〜水彩画を楽しむ〜
花・果実・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□□10/15〜2/18 木曜 18：30〜20：30
数□□後期10回　場□□砂町文化センター
対□□6名（20名）　￥□□12,000円・2,000円
師□□サロン・ド・パリ会員 菅野たみお （No. 260256）

おとなのための長唄三味線教室
伝統芸能の奥深さを知る
機会として、まずはグルー
プレッスンで三味線に親
しみませんか？「松の緑
（前弾き）」に挑戦！初心者
対象の1年間の講座です。
※三味線はレンタル品を使用
時□□10/18〜3/14 日曜 16：00〜16：50
数□□後期10回　場□□亀戸文化センター　対□□若干名（12名）
￥□□20,000円・男性8,300円・女性8,200円
師□□一般社団法人長唄協会所属講師 （No. 260289）

大人のバレエストレッチ〈入門〉
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、運動に自信がない、そんな方
も無理なくできる〈入門〉クラスです。
プロのバレエダンサー講師の指導で
ゆっくり体をほぐします。（女性限定）
時□□11/1〜3/21 日曜 10：00〜10：40
数□□後期15回　場□□森下文化センター
対□□女性若干名（17名）　￥□□12,000円・なし
師□□東京シティ・バレエ団所属講師 西澤美華子 ほか
 （No. 260322）

大人のバレエストレッチ〈基礎A・B〉
姿勢を美しくすること、体幹を鍛
えることを目的とした基礎クラス
です。プロのバレエダンサー講師
の指導でゆっくり体をほぐしま
す。（AクラスとBクラスの内容は同じ、女性限定）
時 �□□11/1〜3/21 日曜 
〈基礎A〉10：45〜11：25 〈基礎B〉11：30〜12：10
数□□後期15回　場□□森下文化センター
対□□女性各若干名（17名）　￥□□12,000円・なし
師□□東京シティ・バレエ団所属講師 西澤美華子 ほか

〈基礎A〉（No. 260323）  〈基礎B〉（No. 260324）

砂町 亀戸

森下 森下

講師作品「石田波郷居蹟」

講座風景

講師：西澤美華子

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
しみながら歌いましょう。
3/7（日）の成果発表会出演
を予定しています。
時□□10/29〜3/11 木曜 14：00〜15：30　数□□後期17回
場□□森下文化センター　対□□若干名（30名）
￥□□18,000円・1,400円　師□□声楽家 前野邦子
 （No. 260321）

森下

講座成果発表会の様子

東大島女声コーラス
〈夜間クラス〉

美しく歌うための発
声練習や発音を学び
ながらさまざまな楽
曲を歌います。
※�定員を減らして実
施します。

時 �□□10/16〜3/12 金曜 18：30〜20：30　
数□□後期15回　場□□ 東大島文化センター
対□□若干名（10名）　￥□□13,700円・500円
師□□日本オペラ協会会員 福山恵 （No. 260391）

東大島

マスクを着用しての活動になります

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 �□□11/4〜3/24 水曜 

19：00〜20：30
数□□後期17回　場□□豊洲文化センター
対□□若干名（40名）　￥□□18,500円・300円
師□□ヴォイストレーナー 伊藤美子 （No. 260298）

豊洲

講師：伊藤美子

講座風景

講座風景

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？動
きやすい服装でご参加ください。（女性限定）
時□□11/12〜3/11 木曜 18：40〜19：40
数□□後期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. 260355）

タップダンス教室 入門・初級
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□□11/7〜3/7 土曜 13：10〜14：10　数□□後期14回
場□□豊洲文化センター　対□□7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. 260296）

豊洲 豊洲

ヤング★ハワイアン
陽気なハワイアン音楽にのせて、
人気のフラダンスを踊りません
か。アロハフラは美容と健康に役
立ち、心と身体をリフレッシュさ
せます。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□□11/4〜3/17 水曜 19：00〜20：30　数□□後期17回
場□□砂町文化センター　対□□22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. 260383）

砂町

講師：髙橋紫

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。体験希望の方は
お問い合わせください。（1回限り・有料）
時□□11/10〜3/2 火曜 10：00〜11：30
数□□後期10回　場□□総合区民センター
対□□女性5名（30名）　￥□□11,000円・なし
師□□漢方養生指導士 Mana （No. 260252）

西大島

講師：Mana

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
クササイズを行いながら、やせ体質
を目指しませんか?（女性限定）
時□□11/12〜3/11 木曜 20：00〜21：00
数□□後期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. 260356）

豊洲

講座風景

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。
時 �□□10/27〜3/23 火曜 19：00〜20：30
数□□後期17回　場□□江東区文化センター
対□□12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、ユカリ （No. 260315）

東陽町

講座風景

健康のヨガ
ゆった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□□10/30〜2/26 金曜 18：45〜20：00
数□□後期13回
場□□総合区民センター
対□□若干名（35名）　￥□□6,900円・なし
師□□株式会社フクシ・エンタープライズ所属講師 江口舞
 （No. 260255）

西大島

イメージ

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。
時 �□□10/28〜3/10 隔週水曜 14：00〜15：10
数□□後期10回　場□□古石場文化センター
対□□4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. 260362）

古石場

講座風景

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。後期は、3/7（日）
の「成果発表会」に出演を予定してい
ます。※服装はスラックスでもOKです。
時□□ 10/20〜3/9 火曜 13：30〜15：00　数□□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. 260327）

森下協力講座 こどものための三味線教室
三味線を弾く所作だ
けでなく作法や礼儀
も身に付きます。童謡
などを三味線で奏で、
その趣きを楽しみましょう。
時□□10/18〜3/14 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□□後期10回　場□□亀戸文化センター
対□□小学3年生〜高校生 6名（16名）
￥□□13,800円・8,350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. 260290）

亀戸

成果発表会の様子

ジュニアのための小鼓教室
伝統楽器の小鼓は、普段ふれ
ることの少ない楽器です。息
を合わせて「ポン」と打つ気持
ち良さを味わいませんか。
時 �□□10/17〜3/13 土曜 

14：00〜15：30
数□□後期12回　場□□亀戸文化センター
対□□小学2年生〜高校生 6名（10名）
￥□□15,000円・2,300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. 260287）

亀戸

はねかめまつり出演の様子

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
につけます。発表会あり。
※�組体操やアクロバットなど、
難しい動きは行いません。
時□□10/29〜3/7 木曜ほか 16：30〜18：00　数□□後期15回
場□□森下文化センター　対□□小学生若干名（35名）
￥□□12,000円・1,800円
師□□㈱WING DANCE PROMOTION 髙久美佳子 ほか
 （No. 260325）

森下

元気いっぱい踊ろう！

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クラスの募集となります。
時 �□□11/18〜3/17 水曜 

15：00〜15：50（Aクラス）
数□□後期17回
場□□砂町文化センター
対□□4歳〜小学3年生12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. 260267）

砂町 ジュニア・ダンスミックス〈A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。
小学3年生以下を対象
としたクラスです。
時 �□□10/27〜3/16 火曜 

16：20〜17：20
数□□後期17回　場□□江東区文化センター
対□□4歳〜小学3年生 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 ほか （No. 260360）

ジュニア・ダンスミックス〈Bクラス〉
内容はAクラスと同
じですが小学4年生
以上を対象としたク
ラスです。ステージ
発表ができるよう計
画中です。
時□□10/27〜3/16 火曜 17：30〜18：30
数□□後期17回　場□□江東区文化センター
対□□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 ほか （No. 260361）

東陽町 東陽町

ステージ発表

ステージ発表

国際理解・語学 英会話は特集4面をご覧ください。

書道・絵画

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。
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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
※新型コロナウイルスの影響により、実施形態に変更があります。

◦□レッスンはすべて講義形式で行います。□ ◦□受講時及びガイダンス時はマスクの着用をお願いします。
◦□グループワークやペアレッスンは行いません。□◦□クラスは施設の状況によっては定員の変更があります。

レベルアップコース

一般講座のお申込み方法

ELEC講師 ESVA講師陣 DILA講師

9/10（木）～24（木）お申込み期間

【会場・レッスン時間】
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 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 「受講クラス申込書」をご提出ください
英会話講座を実施するセンターでは次の日程でガイダンス（説明会）を実施します。授業内容の説明をし「受
講クラス申込書」をお渡ししますので、9/27（日）までにご提出ください。
※□今期については、ガイダンスに参加できない方の申込みを受け付けます。各文化センター・区民センター
の窓口またはお電話にて、その旨をお伝えください。「受講クラス申込書」をご提出いただくことでガイダ
ンス参加者と同じ申込みとみなします。

② 「受講決定クラス（手続き書類）」が郵送で届きます
10/1（木）以降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。

③ 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（金）〜9（金）

■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

9/20（日） ①10：00 【260253】 ②14：00 【260254】 亀戸文化センター

9/21（月・祝） ③10：00 【260277】 ④14：00 【260278】 古石場文化センター

9/22（火・祝） ⑤10：00 【260305】 ⑥14：00 【260306】 東大島文化センター

9/23（水） ⑦10：00 【260233】 ⑧18：45 【260234】 砂町文化センター

9/24（木） ⑨10：00 【260279】 ⑩18：45 【260280】 森下文化センター

9/25（金） ⑪10：00 【260245】 ⑫18：45 【260246】 豊洲文化センター

9/26（土） ⑬10：00 【260270】 ⑭14：00 【260271】 総合区民センター

9/27（日） ⑮10：00 【260273】 ⑯14：00 【260275】 江東区文化センター

9/10（木）～26（土）お申込み期間

■ガイダンスの申込み方法
□  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。

①□□ご希望のガイダンスNo.□
※□上記の「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□※9/24（木）必着です。
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（金）〜9（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。□●□総合的な判断のもと、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
●□□新型コロナウイルス感染症にかかる今後の状況によっては、やむを得ず日程などを変更、または中止とさせていただく場合があります。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）

□…□新規講座NEW単科コース

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

1  豊富なレベルとクラス
2  ご自分のレベルに合ったクラスを受講できる
3  終了時の講師評価で学習到達度を確認できる（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）

4つの
ポイント

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

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

※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。

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。
※□新規講座以外は補充募集のため、募集しないクラスがあります。□
募集人数はガイダンスの際にお知らせします。

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・3,300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
本人講師と楽しく学びます。

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

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

※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。

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□14回（1回120分）　対□20名　￥□24,700円・6,000円
□ 対象レベル：英検3級以上・TOEIC400以上

東陽町
NEW
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