
区民参加・ボランティア

　江東区を英語で案内するボラン
ティアガイドに挑戦してみません
か。あなたの英語力をぜひ地域で
役立てましょう！今回は、最近外
国人に人気が出てきている、「砂町
銀座」を初めて取り上げます。
〈主な内容〉
●砂町銀座の台本づくり
●ガイドの心構え、コース案内の練習
●野外学習（深川江戸資料館、芭蕉記念館）
時□10/24～3/5 土曜 10：00～12：00　数□10回
場□江東区文化センター ほか　対□20名　￥□11,000円・2,000円
師□通訳案内士 根岸正、松石紀子

江東区英語ボランティアガイド養成講座 ～砂町銀座・清澄庭園周辺を案内しよう～ 新 210275

ガイド案内の様子

　公式問題集を使用し、問題演習を通じてTOEIC®で自己ベストスコ
アを出すことと、自分自身に合った継続できる学習方法を体得すること
を目指します。
　最終回講義終了後には「団体特別受験制度（IPテスト）」を実施。任意
でお申込みいただき、このテストを受けていただくこともできます（受
験料は別途かかります）。
　使用テキスト：TOEIC®テスト新公式問題集Vol.5
※上記テキストを既にお持ちの方は申込時にその旨お伝えください。
時□10/17～12/19 土曜 11：00～12：30　数□10回
場□江東区文化センター　対□50名　￥□6,000円・4,000円
師□ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ディレクター 岡田信彦

公式問題集で学ぶ TOEIC®TEST講座 新 210277

　2016年、日・シンガポール外交関係樹立50周年です。シンガポールに
ついて楽しく学んでみませんか。
時□10/30～1/15 金曜 19：00～20：30　数□5回
場□豊洲文化センター　対□25名
￥□4,600円・100円
師  □（一社）日本シンガポール協会理事、元東芝シンガポール社取締役 
望月謙吾 ほか

シンガポールを楽しむアラカルト 新 210354

10/30（金） 小国シンガポール驚異の発展 －その源流を探る－
（一社）日本シンガポール協会理事、元東芝シンガポール社取締役 望月謙吾

11/13（金） シンガポール －国際金融センターとしての特色－（一社）日本シンガポール協会副会長、元東京三菱銀行取締役シンガポール支店長 渡邊彰

11/27（金） バティックと、シンガポール・プラナカンの衣装
（一社）日本シンガポール協会会員、クンプル代表 城田杏子

12/11（金） 観光立国シンガポールとフードツーリズム
世界免税協会日本代表、APリンク代表 菊地茂

1/15（金） シンガポール建国の父リー・クワンユー元首相（一社）日本シンガポール協会副会長、元住友商事シンガポール社長 宇野久義

　今年は日韓国交正常化から50年。近くて遠い隣国・韓国との交流の歴
史を知ることで、韓国の魅力を再発見していきます。
時□10/7～2/24 水曜 14：00～15：30　数□7回　場□亀戸文化センター
対□10名（30名）　￥□7,000円・200円
師□コリアンフードコラムニスト 八田靖史 ほか

フレンドシップコリア 210337

10/7（水） 韓国切手の中の日本　郵便学者 内藤陽介

10/21（水） 20世紀の日韓歌謡交流史　イベントプロデューサー 佐野良一

11/11（水） ビートルがつなぐ日韓　フォトライター 栗原景

11/25（水） 韓国に残る日韓の歴史　都立日比谷高等学校講師 武井一

1/20（水） 日韓食の交流史　コリアンフードライター 八田靖史

2/10（水） 韓国文化院とは（予定）

2/24（水） 日韓交流～私たちにできること～　俳優 黒田福美

　昭和の名女優・高峰秀子。女優引退後「人は
その時の身丈にあった生活をするのが一番で
す」と語り、華やかな世界に流されることなく、
日々を丁寧に暮らしていきました。養女として
晩年の高峰秀子を見つづけた講師が、彼女の
ゆるがない「生き支度・老い支度」を伝えます。
彼女の「支度」を学べば、いつかあなたの暮ら
し方が変わるかもしれません。
〈主な内容〉 ●老い支度　●暮らし方
●夫婦　●旅（人生の旅支度）
時□10/21～2/24 水曜 19：00～20：30
数□5回　場□古石場文化センター　対□30名
￥□4,800円・100円
師□作家 斎藤明美（著書は雑誌「クロワッサン」に連載中）

没後5年 高峰秀子の生き支度・老い支度 新 210346

著書『高峰秀子の引き出し』

　明治から昭和にかけて活躍した作家、志賀直
哉。志賀が生涯に渡って映画館に通い続ける
ほど映画好きだったことはあまり知られていま
せん。「志賀直哉、映画に行く」を執筆された講
師をお招きし、志賀と小津安二郎監督との交遊
関係など珠玉のエピソードを盛り込みながら
志賀を通しての「観客の映画史」を紹介します。
〈主な内容〉 ●志賀直哉の見た映画史上の名作
●志賀直哉と小津の交遊
時□12/5～3/5 土曜 14：00～15：30
数□5回　場□古石場文化センター
対□30名　￥□4,800円・1,800円
師□著述家 貴田庄

志賀直哉と映画 新 210350

テキスト
「志賀直哉、映画に行く」

　「バレエの舞台って敷居が高そうで…」と自分には縁がないと思って
いる方、この講座でバレエを身近に感じることができるようになります。
江東区はバレエが盛んな地域です。あなたも地元江東区でバレエ鑑賞
をしてみませんか。
時  □10/21～2/17 
水曜 19：00～20：30

数□5回
場□豊洲文化センター
対□30名　￥□7,000円・200円
師□編集者・ライター（元「DANZA」編集長） 結城美穂子

初心者のための「バレエを観る」講座 新 210355

10/21（水） オリエンテーション：バレエのイメージって？

11/18（水） バレエの基本の動き（形）を知る ※

12/16（水） バレエ音楽の楽しみ方

1/20（水） バレエ舞台の種類

2/17（水） 実際の踊りを観てみよう ※

※東京シティ・バレエ団ダンサーによるデモンストレーションあり

　ショパンは1810年に
ポーランドのワルシャワ
に生まれ、1849年パリで
亡くなった作曲家です。
おそらく日本でもっとも
親しまれている作曲家ではないでしょうか。
　この講座では、ショパンの生涯をたどりながら、数々の名作を分かり
やすく解説します。
※ミニ・コンサートの形で生演奏を予定しています。
時□10/31～2/27 土曜 14：00～16：00　数□5回　場□砂町文化センター
対□30名　￥□7,500円・200円　師□桐朋学園大学音楽学部教授 西原稔

ショパンの生涯と作品 新 210387
10/31（土） 若き日のショパン

11/28（土） ウィーン滞在とパリ時代の初期

12/12（土） マジョルカ島のショパン

1/30（土） パリのサロンのなかのショパン

2/27（土） 晩年のショパン

　初心者のための俳句入門講
座です。俳句の基本から句会
まで、講師が丁寧に指導して
いきます。十七文字の言葉の
芸術を、あなたもはじめてみま
せんか。 
※この講座では実作を行いま
す（宿題・添削有り）。 
※経験者の方もご参加いただけます。お問合せください。
時□10/31～2/6 土曜 13：30～15：30　数□7回　場□砂町文化センター
対□25名　￥□7,500円・400円　師□俳句結社「鶴」主宰 鈴木しげを

今日からはじめる 俳句入門講座 新 210389
10/31（土） 俳句実作基本の「き」 ～俳句の約束～

11/7（土） 奥深い日本の四季を織り込む ～季語～

11/28（土） 切れとリズム

12/12（土） 句会に挑戦①

1/23（土） 様々な表現技法

1/30（土） 句会に挑戦②

2/6（土） 句会に挑戦③

　“社寺縁起”をテーマに、平安時
代から室町時代までの「名宝」と言
われる絵巻を鑑賞します。ファン
タジックでスリリングな神仏の物
語を、美しい絵とともに読み解い
ていきましょう。
〈主な内容〉
● 縁起絵巻の詞と絵 
－「信貴山縁起絵巻」
● 女性と仏教 －「華厳宗祖師絵伝」と「道成寺縁起絵巻」
●中世やまと絵師の超絶技巧 －「春日権現験記絵巻」 ほか
時□10/28～12/16 水曜 19：00～20：30　数□5回　場□砂町文化センター
対□20名　￥□6,000円・200円　師□共立女子大学文芸学部教授 山本聡美

絵巻鑑賞講座 ～社寺の縁起と伝説編～ 新 210384

志貴山縁起（「信貴山縁起絵巻」江戸期の写本）
国立国会図書館蔵

　普段何気なく歩くこの道はいつ
頃からあったのでしょう。切絵図
や地図を探ってみると、江東区に
は江戸時代から続く古道が多く残
されていることが分かります。
　今回はその中から亀戸地区に残
る浅草古道を実際に歩きます。
時□11/13～3/5  金曜 19：00～20：30 

 土曜 14：00～15：30
数□5回 場□亀戸文化センター ほか
対□20名　￥□4,700円・300円
師□江東区文化財専門員 栗原修 ほか

観光ガイド養成プレ講座 浅草古道を歩く 新 210405

11/13（金） 今に残る古道を探す
～切絵図・地図の活用

12/11（金） 江東区の古道と道しるべ①

1/29（金） 江東区の古道と道しるべ②

2/27（土） 浅草古道を歩く・前編

3/5（土） 浅草古道を歩く・後編

亀戸あさくさ古道保存会作成の案内図

国際理解・語学

　英語を読む・書く・聞く・話す力のスキルアップのために、あるいは英
語の各種試験準備のために英文法を総ざらいします。テキストは駿台
文庫「新装版新・英文法頻出問題演習 PART1文法篇」を使用します。こ
の本は30年以上に及ぶロングセラーであり、英文法のエッセンスが詰
まったものです。多少レベルが高い問題集ですが、基礎から応用まで幅
広く網羅しています。
※上記テキストを既にお持ちの方は申込時にその旨お伝えください。
時□10/17～12/19 土曜 9：15～10：45　数□10回　場□江東区文化センター
対□50名　￥□6,000円・2,000円
師□ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ディレクター 岡田信彦

英文法を学ぶ ～正確な英語を身につけるために 新 210276

　日本古来の鍛冶製法で作り上げ
られる日本刀。その製造工程は長
い歴史に則った神事とも言うべき
厳かな作業です。 
　信仰の対象や権威の象徴として
の側面と、機能美を追求した刀身
から放たれる美しさの魅力をわか
りやすくお話しいただきます。
〈主な内容〉 ●刀匠による日本刀の魅力とは
●刀剣博物館 新春展示見学会 ※別途入館料が必要です。
●刀剣研師・臼木良彦氏による日本刀研磨の技実演
●日本刀装具の世界
時□11/19～3/17 木曜 19：00～20：30（見学会は日曜午後）
数□5回　場□古石場文化センター ほか　対□25名　￥□6,700円・300円
師  □公益財団法人 日本美術刀剣保存協会 刀剣博物館学芸員 黒滝哲哉 
江東区無形文化財保持者 刀剣研師 臼木良彦 ほか

日本刀 神の宿りし美術工芸品 新 210349

イメージ

　今から約2200年前、中国大陸に
統一王朝を打ち立てた秦の始皇
帝。その巨大な陵墓の近くに大量
に埋められた地下軍団「兵馬俑」
は、20世紀最大の考古学的発見の
ひとつです。始皇帝が築き上げた
地下世界の実態に迫ります。 
※ 東京国立博物館の見学あり。別
途入館料が必要です。

〈主な内容〉 ●中国美術の世界　
●秦と始皇帝
● 兵馬俑 
～永遠なる地下世界の謎に迫る
●特別展「始皇帝と大兵馬俑」見学
時  □10/26～12/14 月曜 14：00～15：30 
※見学のみ金曜

数□5回　場□東大島文化センター　対□25名　￥□5,600円・300円
師□美術史家 北進一

「始皇帝と大兵馬俑」展と中国美術の世界 新 210361

特別展「始皇帝と大兵馬俑」
2015年10月27日(火）～2016年2月21日（日）
東京国立博物館
Ⓒ Shaanxi Provincial Cultural Relics Bureau & 
Shaanxi Cultural Heritage Promotion Center

　家康没後400年ということで、家
康及び戦国三英傑と呼ばれた信
長・秀吉に関する城を中心に、攻防
戦についても学んでいきます。  
　現地実習は、徳川将軍家の居城
でもあった江戸城を、講師がわか
りやすく楽しく解説しながら見学
します。
※見学日は11/3（火・祝）10：00～12：30となります。
〈主な内容〉 ●城の種類と歴史　●現地実習（江戸城見学）
●信長の城と戦い　●秀吉の城と戦い　●家康の城と戦い
時□10/15～12/3 木曜 19：00～20：30　数□5回　場□総合区民センター
対□30名　￥□5,500円・300円　師□城郭ライター・編集者 萩原さちこ

わくわく!! 城めぐり入門2 ～信長・秀吉・家康の城～ 新 210335

名古屋城

文学・歴史

　今年は、樋口一葉の名作『たけくらべ』が発
刊して120年。『たけくらべ』は日本語表現が言
文一致体へと移行する狭間に書かれ、作家森
鷗外・幸田露伴に絶賛された味わい深い名作
です。全16章に及ぶ力作を、原文にあたり、感
想を交わしながら読んでいきます。CDや映像
資料も活用します。 
　120年前の東京の風景や音を想像し、ともに
作品世界を探訪していきましょう。 
※全8回。各回、2章ずつ読んでいきます。
時□10/24～3/12 土曜 14：00～15：30　数□8回
場□江東区文化センター　対□30名
￥□6,000円・500円　師□作家・詩人 小池昌代

たけくらべの世界 ～樋口一葉と現代～ 新 210278

樋口一葉 肖像
（台東区立 一葉記念館 所蔵）

　にわかに人気の墓地巡り。初回は墓地巡り
の見どころや楽しみ方を学びます。2回目以降
は都内霊園を、著名人の功績や土地とのゆか
りなど、講師の解説を聞きながら散歩します。
時  □10/9～12/4 金曜 14：00～15：30
数□5回　場□豊洲文化センター ほか　対□20名
￥  □6,000円・なし
（別途外出保険料1回につき50円を徴収します）

著名人の眠る霊園散歩 新 210357

10/9（金） 時代に思いを馳せる時間 著名人お墓巡り散歩のポイント（講義）
イラストレーター あきやまみみこ

10/16（金） 雑司ヶ谷霊園（文学）夏目漱石・泉鏡花 ほか
東海大学・日本体育大学 非常勤講師 安達原 達晴

11/6（金） 谷中霊園（江戸時代の偉人）徳川慶喜・福山藩主 阿部家代々の墓 ほか
東海大学・日本体育大学 非常勤講師 安達原 達晴

11/20（金） 染井霊園（文学）二葉亭四迷・高村光太郎 ほか
東海大学・日本体育大学 非常勤講師 安達原 達晴

12/4（金） 青山霊園（明治時代の偉人）大久保利通・乃木希典 ほか
武蔵野大学 名誉教授 山本證

染井霊園

亀戸まちのマイスター 亀戸2丁目「おしあげ煎餅本舗」 新 210407
　亀戸2丁目にあるこのお店は、昭
和元年押上で創業したことをゆえ
んに屋号は「おしあげ煎餅本舗」と
なり、昭和24年に亀戸へ移り現在
にいたります。この講座では、おせ
んべいが出来るまでの工程を学び
ながら、江戸っ子に永く愛されてい
る下町の味・堅焼きせんべいの魅
力に迫ります。
時□2/2～2/16 火曜 10：30～12：00
数□3回　場□おしあげ煎餅本舗 ほか
対□10名　￥□500円・1,000円
師□おしあげ煎餅本舗 西澤隆 ほか

2/2（火） おしあげ煎餅本舗工房見学

2/9（火）～
2/12（金）
のうちの1日
（時間未定）

おせんべいの生地工場見学
（草加市）

2/16（火） おせんべいに文字や絵を描く
「MOJISEN」作り体験

　百聞は一見にしかず！実際に足
を運ばなければ分からないことは
たくさんあります。江東区内を中
心に、普段は目にすることができ
ない“モノ”を探しに、さまざまな施
設や工場へ見学に行きましょう！
時□10/30～2/19 金曜 13：30～15：30
数□7回
場□東大島文化センター ほか
対□25名　￥□2,500円・300円　師□千葉工業大学准教授 八馬智

オトナの社会科見学 新 210359

10/30（金） 見ることの楽しさ 【座学】社会科見学の魅力解説

11/13（金）  老舗のヒ・ミ・ツ 【見学】横井醸造工業株式会社（江東区新木場）

11/27（金）  海の上から見てみよう 【見学】「新東京丸」乗船（集合：竹芝ターミナル）

12/11（金）  身近な水の行方を追う 【見学】砂町水再生センター（江東区砂町）

1/22（金）  安全を守る現場から 【見学】深川車両基地（江東区塩浜）

2/5（金）  “ゴミ”の最終形を知る 【見学】有明清掃工場（江東区有明）

2/19（金）  地下の巨大建築を味わう 【見学】首都圏外郭放水路（埼玉県春日部市）

国土交通省 首都圏外郭放水路
（写真提供：国土交通省 江戸川河川事務所）

　人間の生き方と超克（困難、苦し
みに打ち勝ち乗り越えること）。
　今回は禅問答を取り上げて、その
ことを考えていきます。禅は対話を
通して修行者の境地を深めていく。
多くの「禅語録」はそれを記録した
ものです。どう書かれているか、一
つ一つの問答をじっくり読み味わってみましょう。
時□10/16～12/11 金曜 14：00～15：30　数□5回　場□豊洲文化センター
対□25名　￥□4,700円・300円　師□武蔵野大学非常勤講師 須山長治

武蔵野大学連携講座「禅問答」とは何か 新 210356

禅宗思想の具現化・寺院庭園

10/16（金） 禅問答とは何か。落語「こんにゃく問答」の分析とヘッセの詩

10/30（金） 臨済和尚の問答その1 臨済和尚の悟りの分析とその後の展開

11/13（金） 臨済和尚の問答その2 「仏法とはずばりどういうものですか」

11/27（金） 趙州和尚の問答その1 口唇皮（くしんぴ）禅といわれた問答

12/11（金） 趙州和尚の問答その2 「死にきった人が生き返る時はどうか」

　区内近隣にある大学・地元企業の
協力で、さまざまなジャンルを学ぶ
シリーズの第3弾。知的好奇心をく
すぐる午後のひとときをお楽しみく
ださい。
時  □10/28～12/16 水曜 
14：00～15：30

数□5回　場□豊洲文化センター ほか
対□25名　￥□3,500円・なし
師□東京有明医療大学 保健医療学部鍼灸学科教授 西村桂一 ほか

豊洲おもしろゼミナール 新 210353

10/28（水） 東洋医学から見た薬食同源の考え ～食材の働きを活かす先人の知恵～
東京有明医療大学 保健医療学部鍼灸学科教授 西村桂一

11/11（水） ピアノ ファツィオリの紹介
（豊洲シビックセンターホールに導入される新しいピアノについて） ピアノフォルティ㈱

12/2（水） 建設 現在と未来（清水建設㈱技術研究所見学と講義） 清水建設㈱

12/9（水） 江戸前の海と魚の物語 東京海洋大学 魚類学研究室教授 河野博

12/16（水） ジェットエンジンの開発の歴史 ㈱IHI

ピアノ ファツィオリ

10/27（火） 光をめぐって　東京理科大学教授 北原和夫

11/10（火） 時間と不可逆性　東京理科大学教授 北原和夫

11/17（火） 放射線と原子核　東京理科大学教授 千葉順成

11/24（火） 宇宙と素粒子　東京理科大学教授 千葉順成

2/16（火） 見えない不思議を植物に探る（1）
立教大学・国際基督教大学非常勤講師 多田多恵子

2/23（火） 見えない不思議を植物に探る（2）
立教大学・国際基督教大学非常勤講師 多田多恵子

　自然科学について幅広く自然を見る目を養え
るように、物理学・原子核物理学・植物生態学の
各分野の専門講師がわかりやすく解説します。
時  □10/27～2/23 火曜 19：00～20：30
数□6回　場□東大島文化センター　対□25名
￥□6,000円・200円
師  □東京理科大学教授 北原和夫、 
東京理科大学教授 千葉順成、 
立教大学・国際基督教大学非常勤講師 
多田多恵子

自然科学入門自然を見る目 ～光、時間、放射線、宇宙、植物～ 新 210360

地球・太陽系と天の川銀河、
さらに近隣の銀河へ

原子からクォークに至る
階層構造

　日本固有の演劇で、伝統芸能の
一つである「歌舞伎」を、松竹㈱の
協力のもと、2013年に新しく建て
替わった歌舞伎座で、造詣の深い
講師の事前講義を受け、歌舞伎鑑
賞を行います。
〈主な内容〉 講義と鑑賞
●11月 「吉例顔見世大歌舞伎」　●1月 「壽初春大歌舞伎」
時□11/12・1/7 木曜 講義14：00～15：30、鑑賞16：30～（予定）
数□2回　場□歌舞伎座　対□50名　￥□2,200円・13,300円（チケット代含む）
師□松竹㈱演劇ライツ室派遣講師

芸術鑑賞講座「歌舞伎」 新 210279

歌舞伎座 Ⓒ松竹㈱

　日本の近代文学史上、ラ
イバルと言える関係にあっ
た人物とその作品をピック
アップして読み解きます。
有名人となった作家と、マ
イナーな存在として埋もれ
てしまった作家。いわば光
と影の関係に分かれた理由は何だったのか。文学史の中に残された彼
らの足跡をたどりながら探っていきます。
時  □10/22～3/17 木曜 14：00～15：30　数□6回　場□豊洲文化センター ほか
対□25名　￥□6,000円・200円（別途外出保険料50円を徴収します）
師□東海大学文学部教授 堀啓子

対比される文学 ～近代文学史上のライバル達～ 新 210352
10/22（木） 画された一線「島崎藤村と田山花袋」

11/26（木） 翻訳界の女性フロンティア
「若松しづ子と瀬沼夏葉①」

12/17（木） 翻訳界の女性フロンティア
「若松しづ子と瀬沼夏葉②」

1/21（木） 正反対の好敵手「甲賀三郎と大下宇陀児①」

2/18（木） 正反対の好敵手「甲賀三郎と大下宇陀児②」

3/17（木） 外出講座

　幕末の大老で、安政の大獄
を行い桜田門外の変で倒れた
井伊直弼についてスポットを
あてます。一般的には悪人のイ
メージが強いのですが、実際は
どのような人物であったのか
を直弼の生涯を通し、当時の国
内外の情勢や直弼を取り巻く
人々などにも触れ再評価していきます。
時□10/30～1/30 金曜 19：00～20：30　数□5回　場□砂町文化センター　
対□20名　￥□6,000円・200円　師□明治大学文学部教授 落合弘樹

生誕200年 悪名返上！井伊直弼の実像に迫る 新 210391
10/30（金） 井伊家の歴史と彦根藩

～譜代筆頭として・彦根城など～

11/13（金） 誕生から彦根藩主となるまで
～直弼を取り巻く人々～

11/27（金） 井伊直弼と徳川斉昭
～国内外の諸問題と大老就任～

1/15（金）
安政の大獄と桜田門外の変
～ 直弼の後世における功罪について 
考える～

1/30（土） 現地講義：井伊直弼墓・豪徳寺見学ほか

※1/30（土）は現地講義 10：30～（予定）

地域理解・散策

　江東区内には、上場している大
会社や小さいながらも独自の品を
作っている会社やお店、また、歴史
ある老舗などが多数あります。本
講座では、会社・お店・工場などを
歩いて訪ね、その業務や作業、製品
などのお話をうかがうとともに見
学をします。
　講師は江東区のタウン情報に精
通している、“タウン誌『深川』”の
編集者が務めます。
※コースは変更になる場合があります。
時□10/14～2/10 水曜 13：30～15：00　数□5回
場□江東区文化センター ほか　対□20名
￥□ 5,500円・150円
（別途外出保険料1回につき50円を徴収します）
師□タウン誌『深川』編集部 鈴木きっこ ほか

江東 会社・お店探訪 ～深川編～ 新 210280

10/14（水） 木場周辺

11/11（水） 牡丹・
古石場周辺

12/9（水） 東陽町周辺

1/20（水） 清澄白河周辺

2/10（水） 門前仲町周辺

訪問予定 （株）フジクラ

鑑賞・教養

　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。
〈主な内容〉 講義と鑑賞
時  □12/13、2/21 日曜 
12/13 講義12：40～13：30、鑑賞14：00～ 
 2/21 講義 9：40～10：30、鑑賞11：00～

数□2回　場□国立劇場
対□若干名（50名）
￥□2,200円・11,500円（チケット代含む）
師□国立劇場文楽出演者 ほか

芸術鑑賞講座「文楽」 210274

12月演目 「奥州安達原」
（写真提供：国立劇場）
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音楽

　魅力ある、力強い声の基礎作
りのためのヴォイストレーニ
ングで、ストレスも解消！プロ
ヴォーカリストとして、また日
本橋三越カルチャーサロンや音
楽専門学校で活躍中の講師が、
基本のヴォイストレーニングか
らJ-POPの名曲でのヴォーカル
レッスンまで楽しく解りやすく
指導します。
〈主な内容〉 ●発声・音程・リズムのヴォイストレーニング
● 最新曲からチョッと懐かしい曲までJ-POPの名曲でのヴォーカルレッス
ン など

時□10/29～2/18 木曜 19：15～20：45　数□8回　場□江東区文化センター
対□30名　￥□10,100円・200円
師□日本橋三越カルチャーサロン講師 カタヤマケイジ

ヴォイストレーニング&J-POPの名曲を歌おう！ 新 210293

講師 カタヤマケイジ

　カラオケのコツをつかんで、ワン
ランク上を目指しましょう！プロ歌
手でもあり、歌謡教室を主宰してい
る講師がキーボードを使い無理な
く楽しくレッスンします。グループ
レッスンですのでお友だちとの参加
もOK。さまざまな課題曲を2回で1曲というペースで仕上げていきます。
※グループレッスンとなります。
　最終日はミニ発表会を予定しています。
　 受講生の男女比により課題曲を決定します。  
（女性が多い場合は女性歌手の曲が多くなります）
時□10/27～3/8 火曜 14：00～15：30　数□10回　場□古石場文化センター
対□20名　￥□10,800円・500円
師□濱田歌謡教室主宰 濱田和歌子

みんなで楽しむカラオケ教室 新 210347

　日本をはじめ、イタリアやドイツなど世界の
国々で親しまれている名曲や芸術歌曲を原語
や訳詩にて歌います。コンコーネ練習曲を使っ
て発声を学び、全員で歌いながらレッスンを進
めていきます。講座最終日は発表会を予定し
ています。健康のためにも歌いましょう！
〈主な内容〉 
●LARGO樹木の陰で（ヘンデル作曲）
●Ave Maria（ルッツィ作曲）
●野ばら（ウェルナー作曲）
●からたちの花（山田耕筰作曲） ほか
時□10/17～2/27 土曜 18：00～19：30　数□12回　場□豊洲文化センター
対□25名　 ￥ □14,000円・500円　師□二期会会員 山本ひで子

世界の愛唱歌を歌おう 新 210358

講師 山本ひで子

　毎回の課題曲をもとに、講師独
自の発声練習やピアノレッスンを
通じて、カラオケを上手に歌うコ
ツを学びます。最終回（3/4）には、
成果発表の機会として「おさらい
会」を実施します。
時□11/6～3/4 金曜 14：30～16：30
数□8回　場□東大島文化センター
対□若干名（60名）
￥□10,100円・300円　師□作曲家 田中健一郎

実践カラオケ教室 210264

「おさらい会」の様子

　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。
2/28（日）の成果発表会に出演
します。
夜間クラス
時□11/13～3/11 金曜 18：30～20：30
数□15回　場□東大島文化センター
対□7名（25名）　￥□13,700円・500円　師□日本オペラ協会会員 福山恵
午前クラス
時□11/14～3/12 土曜 10：00～12：00　数□15回　場□東大島文化センター
対□若干名（25名）　￥□13,700円・500円　師□日本オペラ協会会員 福山恵

東大島女声コーラス 夜間クラス 210267・午前クラス 210266

昨年の成果発表会の様子

ダンス・健康

　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
を身につけます。ストレッ
チも取り入れ運動不足の
解消とシェイプアップを目
指します。
時□10/20～3/22 火曜 19：00～20：30
数□20回　場□江東区文化センター　対□20名（40名）　￥□17,600円・なし
師□ヨシエダンスカンパニー主宰 茂呂由枝

ジャズダンス 210290

ストレッチ風景

　ピラティスは呼吸法を活用し、
普段意識することのない、体の内
部にある筋肉に働きかけるエクサ
サイズです。もともとリハビリから
開発されたため、激しい運動もな
くどなたでも学ぶことができます。
〈主な内容〉
●体幹の強化　●しなやかな身体作り
●運動（ゴルフなど）の補強
●鍛えるだけでなく身体をうまく使えるようになるトレーニングなど
時□10/24～3/12 土曜　女性 17：45～19：15・男性19：30～21：00
数□10回　場□東大島文化センター
対□女性：若干名（20名） 男性：5名（20名）　￥□10,100円・1,000円
師□ネバダ州立大学認定ピラティスインストラクター 川添尚子

ピラティス 女性クラス 210273・男性クラス 210272

講座風景（男性クラス）

　ハワイアンフラはハワイの伝統的民族舞踊
です。楽しくリズミカルな曲に合わせて優雅
に踊り、エネルギッシュに身体を動かします。
フラを習ったことのない初心者でも、毎回ベー
シックの練習で足のステップや手の表現を習
得できます。少しずつレッスンを進めますの
で、ぜひ一緒に踊りましょう。
時□10/21～2/24 水曜 19：00～20：30
数□17回　場□砂町文化センター
対□15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

ヤング★ハワイアン 210300

講師 髙橋紫

　妊娠中のママの身体は体重増加・ホルモン
の変化・関節の緩みなどにより大きく変わって
きます。全身をバランスよく動かすピラティス
を妊娠中の女性に考慮し、プログラムされたマ
タニティピラティスで妊娠中のトラブルや不
快な症状を和らげ、順調な妊娠経過を目指し
ましょう。姿勢の改善や正しい呼吸、出産に必
要な骨盤周りの筋肉（骨盤底筋群）を鍛えるこ
とで産後の早期回復にも役立ちます。
【クラスのご案内】  ①妊娠初期から中期クラス：14週から27週まで 

 ②妊娠中後期クラス：28週から
※ いずれも、体調が安定していて、担当の医師、助産師から運動の許可
が出ている方を対象とします。

時□10/22～2/4 木曜  ①妊娠初期から中期クラス 10：00～11：00 
 ②妊娠中後期クラス 11：10～12：10

数□8回　場□砂町文化センター　対□各10名　￥□9,000円・なし
師□㈱リアルインターナショナル派遣インストラクター 栗原梢

マタニティピラティス 新 ①210388 ②210402

　ろうけつ染めとは、溶かした
蝋を布に染み込ませて染まら
ないようにする伝統的な染色
技法です。ハンカチや手ぬぐ
い、ブックカバーやエコバッグ
など、お好きな素材をぬり絵感
覚で自由に染めていきます。
　染め物の印象ががらりと変
わる、明るく楽しいカラフル
な染めを丁寧にお教えいたし
ます。
時□10/23～12/18 金曜 14：00～16：00　数□5回　場□東大島文化センター
対□若干名（10名）　￥□10,100円・2,000円（別途材料費実費）
師□染色作家 コイケノリコ

自由に染色！カラフル☆ろうけつ染め（協力講座） 210382

講師作品“ブックカバー”

　静物、風景など、さまざまなモ
チーフを描きます。はじめて絵
筆を持つ方でも大丈夫！ ベテ
ラン講師が基礎から丁寧に指
導します。
※ 野外スケッチを実施予定で
す。
　 教材費の他に別途道具代が
かかります。

時  □10/15～2/18 木曜 
19：00～20：30

数□10回　場□砂町文化センター　対□10名（20名）　￥□12,000円・2,000円
師□サロン・ド・パリ会員 菅野たみお

スケッチ教室 ～水彩画を楽しむ～ 210298

講師作品

　パステル画はパステルと紙が
あれば難しい道具は必要ありま
せん。どなたでも気軽に描ける親
しみやすい画材です。  
　パステルは19世紀印象派の画
家たちに好まれ、豊かな色彩は今
も多くの人々を魅了しています。  
　色鉛筆やクレヨンのように初心
者の方にも馴染みやすく、経験者
の方にはパステルならではの技
法をお教えします。毎回講師の実演もありますのでお気軽にご参加く
ださい。
〈主な内容〉 ●描画テクニック、パステル画のテクニック、模写
●風景画　●自由テーマなど
時□10/21～3/9 水曜 19：00～21：00　数□10回
場□東大島文化センター　対□若干名（20名）
￥□14,500円・300円 ※画材は各自でご用意ください。
師□レイアートスクール講師、美術作家、宇宙アーティスト 安藤孝浩

19世紀モンマルトルの光と色彩！パステル画を描く 210262

講師作品「湖畔」

　寄席文字は、江戸時代から伝わる寄席で使
われる文字です。縁起の良い文字としても喜
ばれています。初心者歓迎です。  
10月：22日、29日　11月：5日、12日、19日、26日  
12月：3日、10日、17日　1月：14日、21日、28日  
2月：4日、18日、25日　3月：3日、10日
時□10/22～3/10 木曜 18：30～20：00　数□17回
場□江東区文化センター　対□若干名（25名）
￥□21,000円・1,600円
師□橘流寄席文字 橘右女次

橘右近寄席文字教室 210289

イメージ

　歌舞伎看板、番付を飾る江戸文字・
勘亭流。18世紀から続く伝統を味わっ
てみませんか。ハガキやポスター、海
外の人との交流の場など、特技を活か
すのはアイデア次第です。
時  □10/21～3/23 水曜 
19：00～20：30

数□10回　場□豊洲文化センター
対□10名（25名）
￥□17,500円・6,500円
師  □勘亭流家元二代目 
荒井三禮直門 荒井三鯉

江戸文字教室 ～勘亭流～ 210217

講師作品

手芸・工芸

　羊の毛で作られている羊
毛フェルトでかわいいワン
ちゃんやネコちゃんを作り
ます。  
　羊の毛でしか出せないあ
たたかみのある作品作りを
目指します。世界にひとつだ
けのかわいい子を作ってみ
ませんか。ワンちゃん、ネコ
ちゃんともに、数種類の中から選んで2体を作ります。
時□11/10～2/23 火曜 14：00～16：00　数□8回　場□東大島文化センター
対□20名　￥□10,500円・4,000円
師□日本羊毛フェルトクラフト協会代表 渡邉加奈子

羊毛フェルトでかわいいペットを作ろう！ ～ワンちゃん・ネコちゃん編～ 新 210362

講師参考作品

　味わい深い、手づくりのよさを活かした陶芸
作品を創作しませんか。
〈主な内容〉 ●基本の形をつくる
●絵付けと施釉 ほか
時□10/18～12/13 日曜 13：30～15：30
数□3回　場□江東区文化センター　対□10名
￥  □5,000円 ※教材費（土、釉薬、釜本焼き代、道
具等）含む

師□大堀相馬焼の伝統工芸士 長橋明孝

はじめての陶芸教室 （協力講座） 新 210404

講師：長橋明孝

　和太鼓を思い切り叩
いて心も体もリフレッ
シュ！形式やスタイル
にとらわれない新しい
感性で太鼓の持つ可
能性を追求する東京
打撃団のメンバーが楽しく指導します。3/6（日）に江東区文化センター
の談話ロビーでの成果発表会に参加します。初心者の方もお待ちして
います。※発表会のみ日曜日。
時□11/26～3/6 木曜 19：00～21：00　数□6回　場□江東区文化センター
対□若干名（20名）　￥□13,000円・なし　師□東京打撃団代表 平沼仁一 ほか

東京打撃団 和太鼓ワークショップ 210294

講座風景

　基礎となるデッサンからスタートし、岩絵具
を用いた本格的な日本画の制作に至るまで、
個人のレベルに合わせてさまざまな技法を学
びます。11月8日（日）は、屋外写生会を予定して
います。3月には成果発表展示を行います。  
※ 前期成果展：10/10（土）～16（金）  
東大島文化センター展示ロビー

時□10/30～3/18 金曜 18：30～20：30
数□15回　場□東大島文化センター
対□若干名（25名）　￥□16,000円・1,000円
師□日本美術院院友 佐藤孝

日本画教室 210265

講師作品「宴の光」

　講師の丁寧な指導で、漢字・仮名の基礎から
暮らしに生かせる書を学びます。
〈主な内容〉
●楷書や行書、仮名の基本
●年賀状や掛け軸、字形の取り方など
時□10/14～3/2 水曜 19：00～20：30　数□17回
場□総合区民センター
対□10名（25名）　￥□14,500円・4,500円
師□毎日書道展会員 帯向芳園

実用書道 ～暮らしに生かせる書～ 210316

イメージ

　エキゾチックな音楽の中に身をゆだね、音
と遊び、踊る喜びを感じてみませんか。未経験
でもまずは踊ってみたいという気持ちがあれ
ば大丈夫です！！（女性限定）

時□10/22～3/3 木曜 18：40～19：40
数□15回　場□豊洲文化センター　対□10名（22名）
￥□16,000円・なし　師□アイニーベリーダンス所属 Jericho（エリコ）

初心者のためのベリーダンス 210215

講師 Jericho（エリコ）

昨年の成果発表会

　ヨガのポーズを交
えながらのストレッ
チ。バレエの要素を取
り込んだボクササイ
ズ。しなやかさと機敏
な動きで全身の筋肉
を使い血行促進、シェ
イプアップを目指し
ストレス解消を楽しみましょう。（女性限定）
時□ 10/22～3/3 木曜 20：00～21：00　数□10回
場□豊洲文化センター　対□10名（30名）
￥□8,000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

美BODYをめざすシェイプアップエクサ 210216

講師 大久保こず枝

　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。疲労を取り除き、翌日へのエネル
ギーを蓄えるヨガ。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
●  脚などをほぐす
●  身体全体を伸ばす　など
時□10/9～3/4 金曜 18：45～20：00　数□17回
場□総合区民センター　対□5名（30名）
￥□8,000円・200円　師□㈱フクシ・エンタープライズ派遣講師

健康のヨガ 210334

書道・絵画

　「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。一人ひとりの経験、技量に合わ
せてわかりやすく、丁寧に指導し
ます。初心者の方でも受講してい
ただけます。
時□ 10/29～3/17 木曜 
18：30～20：00　数□17回

場□江東区文化センター
対□若干名（30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

書道教室 210288

イメージ

　バレリーナが行うエクササイズ
とバレエの基本を習得しながら、
美しく健康な身体作りをします。
時□ 10/27～3/8 火曜 
14：00～15：30

数□15回　場□江東区文化センター
対□若干名（30名）
￥□13,000円・なし
師□ 石井清子バレエ研究所教師 
吉田結子

バレエエクササイズ 210292

講師 吉田結子

　今年は谷崎潤一郎没後50年にあたります。新たな全集の刊行も始ま
り、谷崎に関するさまざまな人々の発言を耳にすることも多くなってい
ます。代表作『細雪』を通して、豊かな魅力を放ち続ける谷崎潤一郎の文
学世界を、節目の年に鑑賞します。
時□11/18～2/17 水曜 13：00～14：30　数□5回　場□砂町文化センター
対□20名　￥□6,000円・200円 ※テキストは各自ご用意ください。
師□亜細亜大学国際関係学部准教授 大野亮司

没後50年、谷崎潤一郎を読む ～『細雪』を通して谷崎文学の世界にふれる～ 新 210392

11/18（水） 谷崎潤一郎と『細雪』…作者と作品の概要をつかむ

12/16（水）『細雪』の女性たち…  『細雪』の女性登場人物たちについて、谷崎の他の作品をあわせ見ながら検討する

1/20（水） 谷崎潤一郎と関西、『細雪』と同時代の風俗…作品の舞台と時代背景に注目する

2/10（水） 文学散歩…谷崎の作品とゆかりのある浅草・日本橋界隈を歩く

2/17（水） “ゆったり”と語ること… 『細雪』を形づくっていることばのありようを、他の作品と比べ
ながら考える

※テキスト：谷崎潤一郎『細雪』（中公文庫）推奨。他社版でもかまいません。

文学・歴史

講師作品「夕焼け」

19世紀モンマルトルの光と色彩!
パステル画を描く
（東大島）

受講生作品

初めてのジオラマ作り
（亀戸）

最後に涙を流したのはいつですか!?

心のデトックス
カメリアホールで「涙活（るいかつ）」実践

（亀戸）

ロシア料理

世界のお家ごはん
（総合区民）

春日権現験記絵巻（国立国会図書館蔵）

絵巻鑑賞講座
～社寺の縁起と伝説編～

（砂町）

お申込み
江東区文化センター（東陽町） ☎3644-8111
古石場文化センター ☎5620-0224
豊洲文化センター ☎3536-5061
9/10（木）～9/23（水・祝）休館

亀戸文化センター ☎5626-2121
東大島文化センター ☎3681-6331
砂町文化センター ☎3640-1751

総合区民センター ☎3637-2261
※ 森下文化センターは大規模改修工事のため、平成
27年7月から平成28年8月1日まで休館中です。そ
のため、平成27年度講座は実施いたしません。

実施するセンターへお申し込みください  
お申込み
期間

9月10日（木）
～24日（木）

豊洲文化センターは、9月10日（木）～23日（水・
祝）まで、豊洲シビックセンターへの移転のた
め休館します。豊洲文化センターを除く、右記
の施設へお申込みください。

時開講日～閉講日、曜日、時間
数回数　場会場　対募集人数（定員）
￥費用（受講料・教材費）　師講師・指導

講座名 新 000000
〈凡 例〉 新規講座 講座番号

ホームページ http://www.kcf.or.jp もご覧ください。 B平成 27 年 9 月 10 日発行　第 400 号（毎月 1回発行）



（15才以上女性のみ）
13:00～16:00
（1回 1,500円）

第2・4
日曜日

本の中から好きな作品制作、見学可、初心者歓迎
★作品の下絵作りの依頼も受付けます（有料）

場所：南砂2－3

TEL.03-3684-7717
090-4665-4095
学院長 西部京子 

西部ピアノ学院
大島5丁目教室
1ヵ月 5,000円
（個人レッスン）

ポピュラー&
モーツァルト

ピアノ

イタリア歌曲
クラシックの発声で
カラオケを
歌いましょう

歌 唱

ベル・ダンス・ソサィエティ
●ジャズダンス ●ジャズ体操
●3才から大人まで楽しくレッスン!!
♪お子様は運動神経・反射神経の発達促進に!
♪大人の方はシェイプアップ、ストレス解消に!
会場 江東区総合区民センター　練習日 水曜日
http://belldance.jimdo.com/
TEL. 090-4223-0036

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

ワンコインライブティアラこうとう・小ホール

14:30開場 15:00開演
料金500円（定員80名）

フラメンコギター&フラメンコ入門講座

【ご予約・お問合せ】ヒラルディージョ事務局 www.giraldillo.org
☎070-6632-8367 info@giraldillo.org

10/3●土
都営新宿線・半蔵門線 住吉駅徒歩4分

フラメンコの曲とリズム、手拍子のやり方などを
知りながら、ギター演奏を楽しむ60分。
※当日、会場の入場制限あり。事前のご予約をお勧めします。

練習日　原則第2・4木曜日 10：00から11：30
月　謝　月2回3000円（入会金2000円）
講　師　三浦義孝（藤原歌劇団正団員）
会　場　アンジェロ森下201（森下駅から徒歩1分）

〈童謡・日本の名曲を歌う音楽教室〉

☎080-3699-3309 三浦

グループレッスンなのでお一人で歌うことはありません!
健康・お友達作りのために参加して上達を目指します。
50代から90代の歌好きの方、一緒に楽しく歌いましょう♪

見学
無料

趣味・実用

　漫画「ちはやふる」で注目を集める競技かる
た。一定のルールをもとに小倉百人一首を取
り合うゲームです。優雅なイメージがあります
が、瞬発力・記憶力・集中力が必要なスポーツで
もあります。最終回に大会が行えるようになる
ことを目指して、講師が指導します。
時□10/14～1/20 水曜 19：00～21：00
数□6回　場□古石場文化センター
対  □若干名（22） 
※小倉百人一首を覚えている方が対象

￥□6,000円・1,500円
師  □一般社団法人全日本かるた協会所属会員 
奥田光市 ほか

「ちはやふる」で大人気 はじめよう！競技かるた 210313

Ⓒ末次由紀・講談社

　身近なお酒“焼酎”をちょっとお
しゃれで真面目に学びます。焼酎
の製法や原材料の違いなど、知識
はもちろんのこと、毎回のテイス
ティングを通して視覚、嗅覚、味覚
から楽しく学んでいきます。日本
酒、ワインもいいけれど、焼酎で蘊
蓄を語ってみませんか。
〈主な内容〉 ●焼酎の製法、種類
●麦焼酎のタイプと美味しい飲み方
●芋焼酎のタイプと美味しい飲み方
●米焼酎のタイプと美味しい飲み方　●その他のタイプを知る
時□10/21～2/17 水曜 19：00～20：30　数□5回　場□亀戸文化センター
対□25名　￥□3,700円・4,300円
師□インフィニット・酒スクール代表 菅田ゆう

美味しく学ぶ焼酎講座 新 210403

　人気のタブレット、アップル社の
iPad（アイパッド）の使い方を初歩から
学びます。iPadを買ってみたのだけれ
ど、使い方がわからない。家族が使っ
ているので、私もはじめてみたい…。
そんな方に最適です。
※ アップル社製iPadを持参していた
だきます。
※ 通信方式がWi-Fiモデル（電話会社
と契約をしていないiPad）の方でも
ご受講できます。
※iPadは、Apple Inc.の商標です。
時□10/15～12/17 木曜 10：00～12：00　数□10回　場□砂町文化センター
対□20名　￥□10,000円・2,000円　師□PCインストラクター 謝花良次 ほか

シニアでも安心！iPadをはじめよう 新 210390
10/15（木） 基本操作、各部の名称と機能

10/22（木） ホーム画面とボタン操作

10/29（木） 基礎知識 通知センターと
コントロールセンター

11/5（木） 文字入力 その1

11/12（木） 文字入力 その2

11/19（木） インターネットに接続

11/26（木） メールの設定

12/3（木） カメラを使う

12/10（木） 役に立つアプリ

12/17（木） 発展した使い方

　スペイン、フレンチ、肉バルなど、
立ち飲み感覚で気楽に入れるお
しゃれなレストランが増えていま
す。タパス料理など、自分のための
小皿料理から、来客時のおもてな
し料理まで幅広く身につけましょ
う。また、スーパーで買える素材で
美味しく調理するコツも学びます。
時  □10/17～12/26 土曜 
11：30～13：30

数□5回　場□総合区民センター
対□30名　￥□7,000円・6,000円　師□料理人 神田光輝

バル料理をつくる ～スーパーで買える素材で美味しく調理～ 新 210340

10/17（土） にんじんシリシリ漬、基本のトマトソースでスパゲティと肉料理

11/7（土） レバーパテ、基本のホワイトソースでスパゲティとグラタン

11/21（土） エスカルゴバターの前菜、魚の香草パン粉焼き、オイルベースのスパゲティ

12/12（土） 軽いスモーク前菜、アヒージョ、ミートソース（ショートパスタ）

12/26（土） にんじんシリシリ漬、最終回だけ特別にフォアグラリゾット

※各回季節のフルーツのカット方法等も学びます。

講師作 にんじんシリシリ漬
（第5回お漬物日本一決定戦T1グランプリ個人の部優勝）

　旬の魚介を主とした料理
をつくります。いわし、あじ
は1人一尾おろしてから、下
処理、調理までを予定してい
ます。貝料理、丸ごとの魚を
家庭でも楽しく味わえるもの、切り身を使い簡単に美味しく調理できる
ものなど、魚介の扱いに自信がつく実習となっています。
※都合により、カリキュラムを変更する場合があります。
時□10/28～2/17 水曜 18：30～20：30
数□5回　場□総合区民センター　対□24名
￥□6800円・6000円　師□元女子栄養大学生涯学習講師 小山朝子 ほか

旬の魚介を調理する 新 210342
10/28（水） いわし料理（生姜煮、つみれ汁）

11/25（水） さば料理（おろし煮、船場汁）

12/16（水） あじ料理（あじのたたき丼、あじフライ）

1/27（水） 鯛料理（切り身を使って鯛めし、かぶら蒸し）

2/17（水） はまぐり、たら料理（酒蒸し、ちらし寿司）

　世界各国の伝統的な料理や
有名な料理を、それぞれの国
の家庭的なアレンジで、日本の
食材を使って気軽に世界各国
の料理を作ってみませんか。
総合病院で日々の食事を作っ
ている調理師2名が指導しま
す。“食欲の秋”、ごちそう家庭
料理をお楽しみください。
時  □10/22～3/17 木曜10：30～13：00　数□6回　場□総合区民センター
対□30名　￥□6,400円・7,100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

世界のお家ごはん 新 210341

10/22（木） イタリア料理（サルティンボッカ、野菜
たっぷりパスタ、簡単ティラミス）

11/19（木） タイ料理（ガパオライス、春雨とパクチ
ーのサラダ、タピオカココナッツミルク）

12/17（木） ロシア料理（ビーフストロガノフ、シュ
ーバサラダ、キセーリ）

1/21（木） インド料理（タンドリーチキン、ベジタ
ブルカリー、インドパンケーキ）

2/18（木） メキシコ料理（タコス、アボガドと魚介
のセビーチェ、チョコレートプリン）

3/17（木） フランス料理（鮮魚のカルパッチョ、チ
キンフリカッセ、クレープシュゼット）

　日常の献立から行事食ま
で、栄養バランスに優れたお
いしい和食のメニューを紹
介します。季節を楽しむ献
立を一緒に作りましょう！
時  □10/19～3/7 月曜 
11：00～13：00

数□6回
場□総合区民センター
対□30名
￥□6,600円・6,600円
師□江戸東京野菜コンシェルジュ、フードコーディネーター 高野美子

季節を楽しむ健康和食 新 210338

10/19（月）「実りの秋の和食」 ●紅葉鯛の昆布締め ●豚肉の柚子風味焼き ●菊花飯

11/2（月）
「和素材でクリスマス」 ●和ハーブ&スパイ
スのローストチキン ●和野菜のクリスマス
サラダ ●和素材のクリスマス菓子

12/7（月）「お正月～お節とお雑煮」 ●鴨と冬葱のお雑煮 ●お節にプラス季節の3品

1/11（月・祝）
「会席料理のエッセンス～睦月～」 ●向付
（むこうづけ）睦月の逸品 ●椀盛（わんもり）
蕪蒸し ●飯  金時人参飯

2/1（月）
「晩冬のお惣菜」 ●スペアリブと季節野菜の
煮物 ●冬野菜たっぷり煮込み饂飩 ●季節果
実のデザート

3/7（月）
「弥生の軽やか和食」 ●蛸と浅利の炊き込み
飯 ●春の和風グラタン ●春キャベツとちり
めんの和え物

こども・親子

　元気なこどもたち大集合! !
ヒップホップ、ロック、ジャズなど、
さまざまなダンスの基本を指導し
ます。ダンスの楽しさを実感して
みましょう。初心者大歓迎です。
時□10/27～3/22 火曜
Aクラス16：30～17：30（5歳～小学3年生）
Bクラス17：30～18：30（小学4年生～中学3年生）

数□17回　場□江東区文化センター
対□各クラス10名ずつ（20名ずつ）　￥□18,100円・なし
師□ウメダヒサコジャズダンスミックスファクトリー代表 ウメダヒサコ

ジュニア・ダンスミックス 210291

レッスン風景

　児童演劇指導の経験が豊富な
講師により、演劇を通してコミュニケー
ション力と表現力を豊かにします。
〈主な内容〉 ●ことばの訓練
●ハウスツアー
●スティックトレーニング
●ブラインドウォーク
●ミラーの運動　●発表会
時□10/25～3/13 日曜
　前半クラス10：00～11：10　後半クラス11：20～12：30
数□後期10回　場□亀戸文化センター ほか
対  □前半クラス（1～4年生）5名（14名） 
後半クラス（経験者、5年生）若干名（14名）

￥□7,500円・200円　師□東京学芸大学名誉教授 小林志郎 ほか

～コミュニケーションと自己表現～ こどものための演劇教室 210317

昨年度の練習風景

　ゲームや歌を通して、楽しみな
がら英語力を身につけます。英語
を自然に聞き、発話し、読み書きに
つなげていきます。
　名詞や動詞のカードで「使える」
語
ご

彙
い

を増やします。テキストもこ
どもが興味を持てるよう文字だけ
でなく、絵を上手く使ったものに
なっています。
時□10/14～3/16 水曜 15：30～16：20　数□20回　場□東大島文化センター
対□小学1・2年生若干名（12名）　￥□21,500円・5,100円
師  □こども英会話のミネルヴァ派遣講師 田代礼

遊んで学ぶ！こども英語 210260

講座風景

　クレヨンを使って大画面に落書きをしたり、
新聞紙を使った遊びなど、さまざまな造形に
チャレンジします。造形を通じてこどもの心の
発育や表現を知り、上手にこどもと接する方法
も学びます。
※ こどもに絵画技術を教える内容ではありま
せん。
　こどもだけの受講はできません。
時□11/29、12/20、1/24 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・300円
師□東京学芸大学准教授 石井壽郎

こどもとアート ～親子で造形コミュニケーション～ 新 210385

講座風景

　正月遊びで知られている凧ですが、最近は凧
揚げをしたことのない子どもが多いようです。
和紙に絵や文字を描き、竹ひごを使って和凧を
作ります。竹の骨組みに紙を張った伝統的な和
凧を親子で協力して作る。自分の和凧が青空に
高く舞い上がった時の楽しさに、達成感と満足
感が得られます。ぜひこの機会に日本古来の遊
びを楽しみましょう！
時□11/7～1/16 土曜 10：00～12：00
数□5回　場□砂町文化センター
対□親子15組（小学生以上）　￥□1,500円・500円
師□日本の凧の会会員 田淵和夫

親子で和凧づくりにチャレンジ！ 新 210386

講師作品

　あなたが最後に涙を流したのはいつです
か。「涙活（るいかつ）」とは、月に2～3分だけで
も能動的に涙を流すことによって心のデトッ
クスを図る活動です。泣くことは「笑い」や「睡
眠」よりもストレス解消に効果的です。
　月に1回、400席のカメリアホールで、泣ける
映像や音楽を教材に「涙活」を行います。客席
は真っ暗になりますので、他の人の目を気にせ
ず、気持ちよく泣いてください！
時□ 10/29、11/26、12/17、1/21、2/25、3/24 
木曜 19：30～21：00

数□6回　場□亀戸文化センターカメリアホール　対□40名
￥□5,000円・4,000円　師□感涙療法士 吉田英史

心のデトックス カメリアホールで「涙活（るいかつ）」実践 新 210401

涙を流してリフレッシュ!

　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すので年
齢に関係なく健康法が学べます。実技だけで
なく季節に合った食べ物などの紹介を交え、
身体の中からもキレイを目指しましょう。初心
者大歓迎です。
〈主な内容〉 ●カラダの気（元の気）の流れ
●バランスを整える
●beautytotalセルフケア
●調整・コンディショニング
時□10/20～3/15 火曜 10：00～11：30　数□10回　場□総合区民センター
対□30名　￥□11,000円・なし　師□漢方養生指導士 Mana

女性のための健康法2・陰陽ストレッチエクササイズ 新 210343

講師 Mana

　現在、日本刀ブームなどで注目を
集めている殺陣（たて）。いかに斬り、
いかに斬られるのか―数々の映画
やテレビ番組などで殺陣師やアク
ション監督として活躍をしている高
瀬將嗣氏が、姿勢や足運び、型など
の基礎から丁寧に指導を行います。
女性の参加も大歓迎です。
時□10/3～11/21 土曜 10：00～11：30
数□6回　場□古石場文化センター　
対□20名　￥□10,800円・なし
師□芸道殺陣「波濤流」高瀬道場顧問 高瀬將嗣 ほか

美しく激しき「殺陣」アクション 新 210345

　DIYに興味はあるけ
れども、チャレンジする
機会がなかった方のた
めの講座です。初心者
の方を対象に、住まい
の簡単なお手入れの方
法から、普段あまり手に
することのない工具を
使うなど、体験しなが
ら楽しく学べます。
時□10/16～11/27 金曜 19：00～20：30　数□7回
場□亀戸文化センター ほか　対□10名（20名）
￥□7,000円・3,000円　師□DIYアドバイザー 鈴木ひろ子

初心者集合！DIY実践講座 210225

10/23 電動工具で
ミニ椅子をつくる

10/16（金） 電動工具に
触れてみよう

10/23（金） 電動工具で
ミニ椅子をつくる

10/30（金） 塗装の種類を知り、
塗り方を学ぶ

11/6（金） 壁紙の貼り方・補修

11/13（金） フローリングの補修

11/20（金） 暮れの大掃除

11/27（金） ホームセンターに
行ってみよう

　懐かしい風景や精密な建物、ま
るで本物の世界が目の前に広がる
ようなミニチュアの世界。材料を
必要な分だけセットした「ジオラ
マキット」を用いて製作するので、
初めての方にもオススメです。手
順やコツを学びながら、時間を忘
れて小さな世界を作り上げてみま
せんか。
〈主な内容〉 ●ミニジオラマ製作
●地形の製作
●線路・建物の設置
●樹木・花の取り付け
時□10/29～2/18 木曜 19：00～21：00　数□8回　場□亀戸文化センター
対□若干名（15名）　￥□9,500円 ・15,000円
師□アトリエminamo代表・模型作家 宮澤雅文

初めてのジオラマ作り 210227

前期製作作品

　前期で人気の高かったパン講座
を実施します。すべて手ごねで毎
回2種類のパンをグループで一緒
に作ります。カリキュラムは前期
同様。作ったパンは持ち帰ります。
一口サイズの試食あり。  
※ 日程：10/24、11/14、12/19、1/23、
2/27、3/19

〈主な内容〉 ●食パン　●メロンパン
●パンオレ　●ベーグル　●フランスパン　●ライ麦パン
時□10/24～3/19 土曜 13：00～16：00　数□6回　場□総合区民センター
対□24名　￥□8,000円・4,000円
師  □日本パンコーディネーター協会公認 
 パンコーディネーター 渡辺庸子 ほか

こねて楽しい！パン教室 秋冬編 ～パン作り、初めてさんでも美味しく焼ける～ 新 210339

講師作品

　子どもの哲学では、日々の暮ら
しや学校の学びのなかから生ま
れた問いについて、ゆっくり、じっ
くり、みんなで一緒に考えます。
「もっと知りたい、聞いてみたい」と
いう「知の欲求」に身をゆだね、こ
とばの海を泳ぎながら、分からな
いことや不思議に思うことを探究
し、新たな発見や深い理解を生み
出していきます。
時□11/8、12/6、12/20、1/17 日曜 10：00～11：00　数□4回
場□古石場文化センター　対□小学3年生～6年生 20名　￥□ 2,500円・なし
師□新潟大学 朱鷺・自然再生学研究センター 准教授・豊田光世

子どもの哲学 ～みんなで一緒に考える時間～ 新 210348

ハワイ大学での授業風景

　教育課程にも組み込まれた伝統
音楽。その代表的な楽器である三
味線を習ってみませんか。日本文
化に興味を持つきっかけにもなり
ます。
〈主な内容〉 ●三味線のお稽古　
●発表会
時  □11/1～3/13 日曜 前半クラス14：00～15：00 後半クラス15：00～16：00
数□10回　場□亀戸文化センター
対□小学3年生～中学生・若干名（15名）　￥□13,400円・7,300円
師□一般社団法人長唄協会派遣講師

こどものための三味線教室 210333

練習風景

訪問予定 ㈱竹中工務店

江東 会社・お店探訪 ～深川編～
（東陽町）

歌舞伎座の花道 Ⓒ松竹（株）

芸術鑑賞講座「歌舞伎」
（東陽町）

マーライオンとマリーナベイサンズ

シンガポールを楽しむアラカルト
（豊洲）

たたら場の様子

日本刀 神の宿りし美術工芸品
（古石場）

講師参考作品

羊毛フェルトでかわいいペットを作ろう!
～ワンちゃん・ネコちゃん編～

（東大島）

●新以外の講座は欠員の補充募集講座となります。
●協力講座とは、講師、受講生が中心となって運営する講座です。
● 各講座とも定員の設定をしておりますが、総合的な判断の元、募集定員
を超えて受け入れる場合があります。

秋だから始める
秋だから見つける秋の講座の講座

受講生募集中！！！！！！

平成27年度
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〒136-0071 江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ5F 
☎5626-2121  FAX.5626-2120
JR総武線・東武亀戸線亀戸駅から徒歩2分

第2・4月曜日休館、ただし祝日の場合は開館

亀戸駅

都営新宿線新大橋通り

城東保健相談所
（江東都税事務所）

第一大島
小学校

京葉道路

ティアラ
こうとう

千葉➡

曳舟
➡

⬅秋葉原 JR総武線

亀戸文化
センター 東武亀

戸線

猿
江
恩
賜
公
園

横
十
間
川

五
の
橋

明
治
通
り

緑　

道

緑
道

総合区民センター

西大島駅

西大島駅前

西大島駅前

7総合区民センター

〒136-0072 江東区大島4-5-1  ☎3637-2261  FAX.3683-0507
都営地下鉄新宿線西大島駅A4出口から徒歩1分

第2・4月曜日休館、ただし祝日の場合は開館

スーパー

わんさか
広場

大島・
小松川
公園

スポーツ広場東大島図書館

都営新宿線
新大橋通り

番所橋

船番所跡

小名木川

宝塔寺

児童館

中川大橋

旧
中
川

番
所
橋
通
り

東大島文化センター

中川船番所資料館

東大島駅

卍

東大島駅入口

東大島駅前

第五大島小前

第五大島
小学校

洋菓子店

5東大島文化センター

〒136-0072 江東区大島8-33-9  ☎3681-6331  FAX.3636-5825
都営地下鉄新宿線東大島駅から徒歩5分

第1・3月曜日休館、ただし祝日の場合は開館

【開館時間（各館共通）】 9：00～22：00

6砂町文化センター

第1・3月曜日休館、ただし祝日の場合は開館
〒136-0073 江東区北砂5-1-7 ☎3640-1751  FAX.5606-5930 
都営地下鉄新宿線西大島駅A4出口から都バス（都07）「門前仲町」行、東京メトロ東西
線東陽町駅から都バス（都07）「錦糸町駅」行、「北砂2丁目」下車徒歩8分

都営新宿線

JR総武線

スーパー

交番

交番

清洲橋通り

砂町銀座商店街

千葉➡

本八幡➡新大橋通り

小名木川

小名木川小学校

⬅新宿

⬅錦糸町

丸
八
橋

丸
八
通
り

進
開
橋

明
治
通
り

砂町文化センター

北砂2丁目

亀戸駅

京葉道路

西大島駅 大島駅

歩
道
橋

東
京
メ
ト
ロ
有
楽
町
線

枝川➡

東雲・湾岸道路⬇

⬅ガスの科学館

晴海・銀座

豊洲
センター
ビル

門前仲町

7番出口

交番

➡ ➡

晴
海
通
り

豊洲文化センター 豊
洲
駅

ゆりかもめ豊洲駅
3番出口

6番出口

深川消防署
（豊洲出張所）

江東区役所
豊洲出張所

豊洲
シビック
センター

9月24日オープン

平成27年9月10日（木）～9月
23日（水・祝）まで移転準備のた
め休館となります。

3豊洲文化センター

〒135-0061 江東区豊洲2-2-18 豊洲シビックセンター8F  
☎3536-5061  FAX.5560-0505
東京メトロ有楽町線豊洲駅から徒歩1分／新交通ゆりかもめ豊洲駅 改札フロア直結

第2・4月曜日休館、ただし祝日の場合は開館

一般講座（英会話講座以外）のお申込み方法 9/10（木）～9/24（木）
受
講
す
る
講
座
を
決
定

9/10（木）～9/24（木）
お申込み

❶ 実施するセンター名・講座名
❷ 氏名・フリガナ
❸ 生まれ年（西暦）・性別 ※小学生以下は生年月日
❹ 郵便番号・住所　
❺ 電話番号・FAX番号

はがき・FAX記入例

http://www.kcf.or.jp
窓口・電話・FAX・はがき・インターネット

はがき・FAXは実施するセンターへお送りください。
※豊洲文化センターは9/23（水・祝）まで休館となります。
　講座のお申込みはその他のセンターにて受け付けます。

定員を超えた場合は、抽選で受講者を決定します。

落選通知はがきをお送りします。落選の方

手続き書類を郵送します。当選の方
10月2日（金）～9日（金）までに受講料等を、各センター窓口また
は銀行振込みにてお支払いください。
入金の確認をもって受講の申込みの成立とします。契約書は発行し
ません。

※ 定員に達していない講座は申込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。申込みをされた方にはお知らせいたします。

● インターネットからの講座申込みには「受講生番号」と「パスワード」が必要です。これまでに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い合わせください。初めてお申込みをされる方は、インターネットから「受講生登
録」を行ってください。
● インターネットからお申込みをされる際には、「講座検索」メニューで6桁の【講座番号】を入力すると目的の講座を速く表
示することができます。
●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。
● 申込みは先着順ではありません。期間中にお申し込みいただいた分はすべて同着となります。その際、定員を超えた場合は
抽選になります。
●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。
● 掲載されている受講料、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については、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、クーリングオフ制度については、当財団事業は適用の対象外です。
●特に指定のない講座は高校生以上を対象としています。
● 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。
●講座実施日や時間等は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

英会話講座のご案内＆お申込み方法 9/10（木）～9/28（月）お申込み期間

コース名 クラス名 講師 内容 時間 受講料
（後期分）教材費

後期
回数

定員
（1クラス）

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
コ
ー
ス

はじめての
英会話

江東区英語会話力
認定者協会（ESVA）
派遣日本人講師

ネイティブ・スピーカー講師が担当する基礎クラスに入る
ための初歩クラスです。講義は日本人の複数講師が行い
ます。

90分 13,300円 3,100円 16回 20名

基礎英会話

一般財団法人英語
教育協議会（ELEC）
派遣
ネイティブ・
スピーカー講師

自己紹介および過去の出来事や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。（英検4級程度）

90分 19,000円 4,300円 17回 20名

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
カーとほぼ自然に対話ができるよう訓練します。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。（英
検3～2級程度・TOEIC400～500点程度）

90分 19,000円 4,300円 17回 20名

プレ
ディスカッション

教科書で語彙力や表現力を磨き、それを討論にどのよう
に活かすかを学ぶことができるディスカッションの基礎
コースです。（英検2級程度・TOEIC 450～600点程度）

90分 21,000円 4,300円 17回 15名

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、読解力を身につ
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。（英検2～準1級程度・TOEIC 550点以上）

90分 21,000円 400円 17回 15名

砂町
単科コース

映画に学ぶ
英会話
～ナイト
　ミュージアム～

実際に映画を観ながら、そこで使われるネイティブの自
然な英語表現を学びます。リスニング力の向上を目指す
とともに、その表現を使った会話のレッスンも同時に行
います。（英検2級程度・TOEIC450～600点程度）

90分 19,000円 1,600円 15回 15名

出
席
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
選
択

受
講
ク
ラ
ス
申
込
み

クラス紹介

日程 開始時間・会場・【講座番号】

9/24
（木）

10：30 
① 東大島 
文化センター 
【210375】

19：00 
② 砂町 
文化センター 
【210400】

9/25
（金）

10：30 
③ 砂町 
文化センター 
【210399】

19：00 
④ 古石場 
文化センター
【210393】

9/29
（火）

13：30 
⑤ 豊洲 
文化センター
【210383】

19：00 
⑥ 東大島 
文化センター
【210376】

9/30
（水）

10：30 
⑦ 古石場 
文化センター
【210394】

はじめての英会話
日本人講師クラス

日程 時間・【講座番号】 会場

9/23
（水・祝）

⑧10：00
【210369】

⑨14：00
【210370】

総合
区民センター

9/24
（木）

⑩10：00
【210395】

⑪18：45
【210396】

古石場
文化センター

9/25
（金）

⑫10：00
【210373】

⑬18：45
【210374】

東大島
文化センター

9/26
（土）

⑭10：00
【210371】

⑮18：00
【210372】

 亀戸
文化センター

9/27
（日）

⑯10：00
【210295】

⑰14：00
【210296】

江東区
文化センター

9/28
（月）

⑱10：00
【210397】

⑲18：45
【210398】

砂町
文化センター

基礎～ディスカッション
映画に学ぶ英会話（砂町単科コース）
ネイティブ・スピーカー講師クラス

ガイダンス申込み ガイダンス出席 受講クラスの決定

❶ 出席ガイダンス№
❷ 氏名・フリガナ
❸ 生まれ年（西暦）・性別
※英会話講座は高校生以上が対象
❹ 郵便番号・住所　
❺ 電話番号・FAX番号

はがき・FAX記入例
※申込み確認の返信はしません

http://www.kcf.or.jp
窓口・電話・FAX・はがき・インターネット

はじめての英会話
　簡単なアンケートと面接（約1時間）

基礎～ディスカッション
映画に学ぶ英会話
（砂町単科コース）
　リスニング30分　文法30分
　授業内容説明（合計約2時間）

応募者にはレベルアッ
プコース、単科コース
ともに、それぞれのガ
イダンス全日程終了
後に郵送にて連絡
（応募者多数の場合は抽選）

手続き期間

10/2（金） 
～9（金）

●申込時にレベルチェックを実施し、レベルに合った最適なクラスで受講することができます。
● レベルアップコースについては終了時にレベルチェックテストと講師評価で到達度をチェックできます。
●自宅や職場の近くで学習できるように、7館で42クラスを開講します。
●基礎からプレディスカッションは、E-mailでの質問受付やCD付テキスト使用で家庭での学習効果もアップします。
●はじめて英会話を勉強する方のために、複数の日本人講師が指導にあたる「はじめての英会話」を開講します。
● 「はじめての英会話」は、文化センター英会話講座の卒業生を中心とした江東区英語会話力認定者協会（ESVA）が指導します。
※森下文化センターは改修工事のため、平成28年8月1日（月）まで休館します。そのため、平成27年度の英会話講座は実施いたしません。

レベルアップコース・砂町単科コースは通年講座です。
今回は補充募集となります。定員を超えた場合は抽選となります。

英会話講座の特徴

各施設交通案内

インフォメーション〈一般講座・英会話講座共通事項〉

コース名 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 豊　洲・午後②
東大島・夜間⑤ 古石場・午前① 東大島・午前①

砂　町・夜間⑤
砂　町・午前①
古石場・夜間⑤

基礎英会話 古石場・夜間④ 東大島・夜間④ 古石場・午前① 東大島・午前①

中級英会話
東陽町・午前①
東大島・午前①
豊　洲・夜間⑦

古石場・午前①
亀　戸・午前①
東大島・夜間⑦
砂　町・夜間⑤

豊　洲・午前①
古石場・夜間④

砂　町・午前①
東陽町・午後③

プレディスカッション

古石場・午前①
亀　戸・午前①
東陽町・夜間⑥
豊　洲・夜間④
総合区民・夜間⑤

砂　町・午前①
総合区民・午前①
東陽町・夜間⑥

東陽町・午前①
東大島・午前①
古石場・夜間⑦
亀　戸・夜間⑦

古石場・午前① 東大島・午前①

ディスカッション 古石場・夜間⑦ 亀　戸・夜間④
東大島・夜間⑦ 豊　洲・夜間⑤ 総合区民・午前①

砂
町

単
科
コ
ー
ス

映画に学ぶ英会話
～ナイトミュージアム～ 砂　町・午後② 

時間  ①10：30～12：00 ②13：30～15：00 ③14：00～15：30④18：30～20：00 
⑤19：00～20：30 ⑥19：30～21：00 ⑦20：05～21：35クラス一覧

コース名 クラス名 レベル

レベルアップ
コース

はじめての英会話 英検
5～4級程度

基礎英会話 英検4級程度

中級英会話 英検3～2級程度
TOEIC400～500点程度

プレディスカッション 英検2級程度
TOEIC450～600点程度

ディスカッション 英検2～準1級程度
TOEIC550点以上

砂町単科コース 映画に学ぶ英会話
～ナイトミュージアム～

英検2級程度
TOEIC450～600点程度

レベルの目安

10/2（金）以降
受付可能クラス分 追加募集ガイダンス10/11（日）

●基礎～ディスカッション10：00～ ●はじめての英会話13:30～
会場・お申込み：亀戸文化センター ☎5626-2121

※ 追加募集分のため、すべてのレベルに募集があるとは限りません。できる限り、9月28日（月）までのガイダンスにご参加ください。

受 講 者 の 決 定

※いずれのクラスも通年講座のため、それぞれ募集人数は若干名となります。


