
鑑賞・教養

　PAエンジニアの先駆けとして40年現役の講師が、オー
ディオの仕組みについて講義します。こだわりのオーデ
ィオルームを作りたい方や、バンドマンに嬉しい情報が
盛りだくさんです。自分好みの音探しを楽しみませんか。
〈主な内容〉 ● 自宅での再生音を調べてみよう
● エンジニアとしてのオススメ ● 改造について ほか

【会場】 古石場文化センター

続・PAエンジニアだから伝えられる!たのしいオーディオの世界

イメージ

　「現代陶芸」と呼ばれる芸術作品のジャンルがあります。現
代陶芸とはなにか、陶芸の歴史的背景を紐解きながら美術館
学芸員が分かりやすくお話しします。 ※入館料が必要です。
〈主な内容〉 ● 歴史を知りましょう～陶芸、現代陶芸の系譜
● 鑑賞しましょう～菊池寛実記念智美術館見学
● 工房を訪ねましょう～現代陶芸作家工房見学 ほか

【会場】 古石場文化センター ほか

現代陶芸鑑賞のススメ

智美術館（館内）

　小津安二郎はじめ多くの名匠を輩出し、日本の映画界をリードしてきた松竹。創立
120年を迎える今年、同社の歴史と映画を振り返ります。 ※見学時、入館料が必要です。
〈主な内容〉 ● 東京国立近代美術館フィルムセンター見学
● 葛飾柴又寅さん記念館見学 ほか 【会場】 古石場文化センター ほか

松竹120年の歴史

　姫路城・松本城など有
名な城のほか、戦国期の
山城も取り上げます。

【会場】
総合区民センター ほか

わくわく!! 城めぐり入門
5/14（木） 世界遺産・姫路城の魅力と大修復工事

5/28（木） 戦国時代の山城の見方・楽しみ方

6/13（土） 現地実習（茅ヶ崎城）

6/25（木） 全国の名城めぐり ～松本城・彦根城・熊本城など～

7/9（木） 関東の名城めぐり ～小田原城・滝山城・杉山城など～

　元国土地理院中部地方測量部長が講師です。 【会場】 古石場文化センター ほか

地図の作り手から訊く『地図作りの話』

5/21（木）「地図は地球のジオラマである！1」 地図作りの話

6/18（木）「地図は地球のジオラマである！2」 地図と地図記号の話

7/11（土）「皇居東御苑で測量の痕跡を探る」 明治以降の測量の歴史（外出講義）

9/17（木）「伊能忠敬に習え!人間ものさしに挑戦」 歩測の体験

10/15（木）「シーボルト事件から始める地図の変遷」 地図作りの変遷の話

11/19（木）「地図のできるまでから立体視に挑戦」 地図作りに必須！立体視体験

　現在、私たちの身の周りにはさまざまな「危険」が存在します。そんな中、日常のちょ
っとしたことから始められる「危機管理入門」として、テーマ別に講義を聴き、いざとい
う時の知識や対処法を身につけるきっかけとします。
〈主な内容〉 ● いま、江東区の危機管理の実情を知る（江東区総務部危機管理課）
● 増加するサイバー犯罪～ネット社会に潜む危険性～（東京都青少年・治安対策本部）
● 薬物乱用の実態と忍び寄る脅威～身近な人を守る～ 
（日本ガーディアン・エンジェルス理事長 小田啓二） 【会場】 豊洲文化センター

知って得する 危機管理入門 ～あなたならどうする?～

　和食がユネスコの無形文化遺産
に登録され、「うま味」という言葉が
注目されています。本講座では「だ
し」の取り方や「うま味」の相乗効果
の体験に加え、日本人・日本料理との関わりや世界各国の「うま味」など、食文化的な側
面も学びます。 【会場】 豊洲文化センター

うま味を知ろう
5/22（金） だしとうま味、うま味の活用術

6/19（金） 醤（ひしお）とうま味、世界の「うま味」

7/17（金） うま味の科学と健康へのコミットメント

　難解とか「嫌い」といった印象を持たれる
「数学」が身近で楽しいものになります。あな
たも、日常の中で「数学」を理解し、他人にも語
れる数学の面白さを体感してみませんか。

【会場】 豊洲文化センター

数学再入門 ～「考える」楽しさと「わかる」うれしさ～
5/28（木） 数学ってなに？日本人と数学

6/4（木） 数学ってなに？数学の歴史

7/16（木） 数学とのおつきあい：
 「考える」と「わかる」

7/23（木） 数学とのおつきあい：
 数学の活用法

　洋書をテキストに読み解いていきます。英語力は文法の一般的な知識があればOK
です。 【会場】 豊洲文化センター

英語で読む児童文学 The Borrowers『床下の小人たち』

　2015年は弘法大師空海が密教修行の理
想の場所として高野山を開創して1200年
の節目の年です。日本の僧侶のなかで親し
み深い空海と高野山の密教美術について
学びます。
※ 美術館の見学あり。別途入館料が必要で

す。 【会場】 東大島文化センター

高野山開創1200年 弘法大師空海と密教美術
5/11（月） 密教の成立と密教のほとけたち

5/25（月） 空海の生涯と高野山

6/8（月） 空海と密教美術

6/22（月） 空海以降の高野山の密教美術①

7/13（月） 空海以降の高野山の密教美術②

7/17（金） 外出講義：東京国立博物館

　暗証、不思議、億劫。あるいは祇園、利益、アバター等々…。普段何の気なしに使って
いるこれらの言葉。共通していることはなんでしょうか。実はこれらの言葉はみんな、
仏教に由来しているのです。私たちは実は普段から他にも、仏教の教えやエピソード
に由来している意外な言葉を、知らないうちに多用しています。
　いつの間にか、日常用語として生活の中に溶け込んでいた仏教を楽しみながら読み
解いていきます。 【会場】 豊洲文化センター

武蔵野大学連携講座 日常生活の仏教

　黄金時代と呼ばれた17世
紀オランダの風俗画の魅力
とフェルメールの《天文学
者》（写真右）に焦点を絞って
解説します。
※ 美術館の見学あり。別途入

館料が必要です。
〈主な内容〉
● ルーヴル美術館について ● 風俗画とは何か 【会場】 東大島文化センター

「ルーヴル美術館展 ～西洋絵画における風俗画～」を楽しむ

「 ルーヴル美術館展 日常を描く 
－風俗画にみるヨーロッパ絵画の神髄」

2015年2月21日（土）～6月1日（月）
国立新美術館
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　1880年代～90年代初め、西洋美術界では“ジャポニスム（日
本趣味）”が一大ブームを巻き起こしていました。この講座で
は、日本文化に憧れ、強く影響を受けたゴッホをはじめとした
当時の画家たちの作品を鑑賞し、西洋が見つめたジャポニス
ムについて学んでいきます。
〈主な内容〉 ● ゴッホの夢 ～パリ・南仏・日本 ほか
【会場】 砂町文化センター

～ゴッホ没後125年～ 西洋が見つめた“ジャポニスム”
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　石田波郷や正岡子規など、病と闘った俳人たちが残した「療養俳
句」を中心にその創作活動、生涯について学びます。また、清瀬稲門句
会、清瀬市協力のもと、波郷が療養生活を送っていた東京療養所跡な
どにも訪れ、文学散歩も行います。
〈主な内容〉 ● 石田波郷－生をかみしめた昭和の俳聖－
● 文学散歩：波郷の面影を追う －東京療養所跡見学－ ほか

【会場】 砂町文化センター ほか

俳句鑑賞講座 ～「命」を詠う俳人たち～

石田波郷

区民参加・ボランティア

　亀戸と深川は、観光スポットとして注目の地域です。多くの海外
の人々にPRするために、江東区の魅力を英語で伝えるノウハウを
学びましょう。あなたの英語力を地域に役立ててみませんか。
※対象は、英検準1級以上またはTOEIC®800点以上
〈主な内容〉 ● 亀戸・深川フィールドスタディ（台本作成、案内の練習）
● パワーポイントによる解説（ガイドの心構え、亀戸・深川の歴史、案内）
● 見学会2回、外国人を招いてツアー1回予定 【会場】 江東区文化センター ほか

江東区英語ボランティアガイド養成講座 ～亀戸・深川周辺を案内しよう～

亀戸天神にて

　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。オリンピックもこの
江東区で行われます。日本全国から訪れる方々に魅力あふれる
江東区を案内する観光ガイドになってみませんか。
〈主な内容〉 ● 亀戸・深川の歴史 ● 観光ガイドコース実習
● ガイドの心得、話し方 ● ガイド検定

【会場】 亀戸文化センター ほか

江東区文化観光ガイド養成講座 初級Ⅰ

江東区文化観光ガイド
のガイド風景

地域理解・散策

　江東区には、江戸時代の古道が残っています。江戸時代の資料絵図と現地を比較す
ることで、当時の景観を考えます。古道は、江東区全域を取り上げます。古道と関係が
深い、掘割も探っていきます。
〈主な内容〉 ● 講義：亀戸の道（浅間神社の道標から古道を探る）
● 講義：寺町の道をさぐる（霊巌寺周辺の道を地図に落とす）
● 現地講義：元木場の掘割を歩く（佐賀・福住・永代を歩き、掘割跡を探る） ほか

【会場】 江東区文化センター ほか

江東の古道と掘割

　単語帳形式で亀戸を紹介している「かめたん」。観光マップでは載っ
ていない亀戸のすてきな場所、楽しいところがたくさん掲載されてい
ます。単語帳の表側は写真、裏側は詳しい解説が載っています。あなた
も「かめたん」をもって、亀戸の散歩にでかけませんか。

【会場】 亀戸文化センター ほか

～亀戸まちの単語帳～ 「かめたん」持って亀戸の街散策

亀戸まちの単語帳
「かめたん」

　東京の「山の手」と呼ばれる一帯は、起伏に富んだ独特の地形をしています。地質学
や地域オーガナイゼーション、江戸の歴史など、街歩きを通して学びます。
〈主な内容〉 ● 東京の凸凹地形概論と町の愉しみ方
● 凸凹散歩：六本木、麻布を歩く ● 凸凹散歩：麹町、皇居を歩く

【会場】 東大島文化センター ほか

東京凸凹散歩

　なぜ人は妖怪を畏れるのか、怪談の怖さの原点は何かについて、歴史・民俗学・文化
人類学など、複数講師の専門分野から追求していきます。
〈主な内容〉 ● 古文書に見る妖怪と怪談（講師：深川東京モダン館副館長 龍澤潤）
● 日本の歴史の陰と陽に生まれた妖怪たち（講師：怪談専門誌「幽」編集長 東雅夫）
● 学校の怪談と七不思議そして都市伝説（講師：歴史民俗博物館名誉教授 常光徹）
● 江戸東京の妖怪と怪談 ● 外出講義（講師：作家 村上健司）

【会場】東大島文化センター

歴史・民俗学的に見る妖怪と怪談

　あらゆる美術分野の技法を駆使して制作される彫刻品・能面。「能面
のような顔」と言えば無表情という意味で使われますが、よく見ると表
情は実にさまざまです。彫刻としての能面の魅力に迫ります。
※博物館見学あり。別途、入館料が必要です。
〈主な内容〉 ● 創作と写し～能面特有の文化～
● 女面の表現～多様な表現を楽しむ～ ● 東京国立博物館見学 ほか

【会場】 古石場文化センター ほか

能面 ー 刻み込まれた日本人の美意識 ー

　亀戸の特徴的なお店を
紹介するシリーズ講座。今
回は全国でも珍しい境内
に建つ料亭を取り上げま
す。江戸時代から遊興地と
して賑わった亀戸の歴史を感じながら、お食事や料理を楽しみます。

【会場】 若福 ほか

亀戸まちのマイスター ～亀戸天神 料亭若福～

花街の面影を残す
「若福」

5/14（木） 若福女将のお話を聞く
～芸者さんをゲストに迎え

6/29（月） 名物玉子焼きを作ってみよう
（会場：総合区民センター）

7/7（火） 亀戸散策と食事を楽しむ

　2011年にJA東京が商標登録をし、年々登録野菜が増えている『江戸東
京野菜』。江東区にも既に登録されている野菜がいくつかありますが、こ
れから登録が期待される野菜もあります。江戸から続く各時代の野菜の
歴史を学んでみませんか。
〈主な内容〉 ● 江戸東京野菜とは ● 砂村地域の江戸東京野菜
● 外出講義：亀戸香取神社 ほか  【会場】 砂町文化センター ほか

伝統の江戸東京野菜 ～江戸時代から現在へ～

講師：大竹道茂

国際理解・語学

　2020年の東京オリンピックを迎えるにあたり、外国人の日本語に関
するニーズが高まると思われます。江東区をはじめとする、地域で活
躍する日本語ボランティア活動の基礎を築くために、1年間を通して
学びます。
〈主な内容〉 ● 日本語教育について（歴史・検定試験・初級～上級）
● 地域の日本語教室見学ほか 【会場】 江東区文化センター

外国人のための日本語指導法入門

講師：村澤慶昭

　問題演習を通じ、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
できる学習法を体得することを目指します。最終回の講義終了後、希望者はIPテスト
受験もご用意しています。※別途受験料がかかります。
　テキストは「TOEIC®テスト新公式問題集Vol.6」を使用予定です。

【会場】 江東区文化センター

公式問題集で学ぶTOEIC®TEST講座

　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。多少レベルが高い駿台文庫の「新・英文法頻
出問題演習PARTⅠ文法篇」をテキストに使用します。

【会場】 江東区文化センター

英文法を学ぶ ～正確な英語を身につけるために～

　今年は日韓国交正常化から50年を迎えます。日韓交流を紐解
き、韓国の新たな魅力を再発見。
〈主な内容〉 ● 日韓基本条約を読む ● 陶磁器から見る日韓交流史
● 郵便切手から読み解く日韓交流 ● 各地に残る日韓の歴史
● コリアンタウンを訪ねる（散策） ほか

【会場】 亀戸文化センター ほか

フレンドシップ コリア

王宮守門将交代儀式

　北欧の国・フィンランドの魅力を、文化、文学、音楽など
の面から掘り下げます。
〈主な内容〉 ● フィンランドの伝統文化と暮らし、言語
● 文学 ～カレワラからムーミン、ミステリーまで～
● 音楽 ～シベリウス生誕150周年を迎えて
● 特別プログラム ～民族楽器カンテレ演奏会 ほか

【会場】 東大島文化センター

フィンランドを知る ～歴史と文化を中心に～

ラップランドに暮らす先住
民族サーミ人の民族衣装

民族楽器カンテレと
奏者 はざた雅子

こども・親子

　初めてだって大丈夫。江東区内のさまざまなイベントで活躍して
いるKOTO街かどアーティストでもある大道芸人の講師がやさしく
指導します。ボール（お手玉）、デビルスティック（スティックを浮かせ
たり、回したり、飛ばしたりする技）、シガーボックス、皿回しなどをマ
スターして、君もクラスの人気者になろう。
※教材は貸し出します。発表会も予定しています。

【会場】 江東区文化センター

ジャグリング教室 ～めざせ!こどもKOTO街かどアーティスト～

講師：たけちゃん

　国産の旅客機ってどんなもの？ゲリラ豪雨は予測できる? 注目され
る自然エネルギーとは？身近なニュースからテーマごとに学ぶ、親子
で楽しめる科学講座です。
〈主な内容〉 ● 飛行機が飛ぶヒミツ ● 天気予報はどうしてできる?
● 自然エネルギーって何だろう? ほか

【会場】 江東区文化センター

親子で学ぶ 科学のなんでだろう?

講師著書

　こどもと「かわいいもの」を作ります。こどもの成長や
記念がちょこっと入った、すてきな作品が1回ごとに1つ
できあがります。一緒に作る時間も素敵な思い出に！
※小学生～中学生とその保護者対象
〈主な内容〉 ● モザイクタイルの写真立て
● 絵封筒でお手紙交換 ● 思い出キャンドル ほか

【会場】 古石場文化センター

ちょこっとメモリアル 親子でかわいいもの、作っちゃお!

講師参考作品：絵封筒（左）、キャンドル

　親子で大きなタワーを作ったり、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。 【会場】 砂町文化センター

こどもとアート ～親子で造形コミュニケーション～

講座風景

　新小学1・2年生を対象とした英会話講座です。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くように進めます。
〈主な内容〉 ● 英語でごあいさつと自己紹介
● ヒアリング力とスピーキング力を養う
● カードを使って単語を覚える  【会場】 東大島文化センター

遊んで学ぶ!こども英語

授業風景

　ベビーマッサージを通して、赤ちゃんとの触れ合い方を身につ
けます。講座では、基礎から実践までを楽しく学びます。
※ 対象は、講座開始日（5月15日）に生後2か月～1歳までの赤ちゃん

と母親。男性の参加はできません。
〈主な内容〉 ● ベビマってどんなもの
● 足・足裏のマッサージ ● お腹・お胸・お腕のマッサージ ほか

【会場】 砂町文化センター

ベビーマッサージ

講師：小池浩代

　東京芸術大学大学院音楽学部ピアノ科修了、英国で音楽教育プログ
ラムを学んだ講師が指導します。ピアノのほかに弦楽器、管楽器、打楽
器を通して生の音に触れてもらいます。8/23（日）は、ティアラこうとう
でファミリーコンサートを鑑賞します。
〈主な内容〉 ● 4/18（土）弦楽器 ● 6/13（土）管楽器 ●7/4（土） 打楽器 ほか
※演奏楽器の順序が変更になる場合があります。

【会場】 総合区民センター

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団による未就学児のためのクラシックサロン

講師：志田明子

　絵本作家の講師といろいろなテーマで絵を描いたり、楽しく
工作したり、土曜の朝、自由にアートしましょう。 ※小学生対象
〈主な内容〉
● 工作：クレーン車、飛び出す部屋、カクカクロボットを作ろう
●  絵：絵本を作ろう、未来都市を描こう ほか

【会場】 豊洲文化センター

チャイルドアートクラブ

講師著書

書道・絵画

　19世紀印象派の画家たちに好まれ、豊かな色彩が特徴の
パステル。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。毎回講師の実演があります。
〈主な内容〉
● パステル画のテクニック ● 静物画、人物画、風景画 など

【会場】 東大島文化センター

19世紀モンマルトルの光と色彩!パステル画を描く

講師作品

文学・歴史

　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
読んでみます。有名人となった作家
と、マイナーな存在に埋もれていった
作家。光と影の関係に分かれていっ
た理由はなんだったのか。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。 【会場】 豊洲文化センター

対比される文学 ～近代文学史上のライバル達～

5/21（木） 幼馴染の意地「尾崎紅葉と山田美妙①」

6/18（木） 幼馴染の意地「尾崎紅葉と山田美妙②」

7/16（木） 美文の衣鉢「泉鏡花と小栗風葉①」

8/6（木） 美文の衣鉢「泉鏡花と小栗風葉②」

8/20（木） 画された一線「島崎藤村と田山花袋」

　2015年は三島由紀夫生誕90周
年にあたります。三島由紀夫の作
品を、東京の文学という視点から
学びます。

【会場】 砂町文化センター ほか

生誕90周年記念 三島由紀夫の描いた東京の文学
9/8（火） 三島由紀夫の描いた東京の文学①

9/15（火） 三島由紀夫の描いた東京の文学②

9/29（火） 文芸評論家奥野健男のみた三島由紀夫

10/6（火） 外出： 文学散歩「橋づくし」と「築地川」の舞台
を歩く

趣味・実用

　コーヒーはどのように生産されているのか、品質等すぐれた豆はど
のようなものかなど、より深く知るための講座です。また、毎回コーヒ
ーを淹れ、おいしい淹れ方を学びます。
〈主な内容〉 ● 等級と品質の乖離の事実
● スペシャルティコーヒーとコマーシャルコーヒーとの違い
● カッピング体験・コーヒーを美味しく淹れる方法基礎編 ～発展編

【会場】 江東区文化センター

コーヒー通になろう

講師主催の教室

　かるたに青春をかける高校生を描いた漫画「ちはやふる」で注目の競
技かるたとは、一定のルールの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、実は「畳の上の格闘技」とも呼ばれ
る、瞬発力・記憶力・集中力が必要なスポーツでもあります。今回は全日
本かるた協会より講師をお招きし、ルールや札の覚え方などから試合
までじっくり体験していきます。

【会場】 古石場文化センター

「ちはやふる」で大人気 はじめよう!競技かるた

Ⓒ末次由紀・講談社

　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。世界に類を見ないこのスタイルは、日本
の伝統的な話芸が背景にあったからだと言われています。文化庁
映画賞（映画功労部門）を受賞した活動弁士の第一人者が、弁士に
興味を持った方へ直接指導する講座です。
〈主な内容〉 ● 無声映画の歴史 ● 作品選定 ● 台本作成、練習
● 発表会（10/18） 【会場】 古石場文化センター

澤登翠の弁士にチャレンジ!

講師：澤登翠

　「歴史文化」「利き茶」「自分好みの味」「癒し」などをキーワードに、日本茶の奥深い魅
力を学び、実習を通して楽しんでいきます。日本茶の面白さや本当のおいしさなど、新
たな発見をしてみましょう。
〈主な内容〉 ● 利き茶日本一の茶師 前田文男氏による「日本茶作りの現場」のお話
● 日本茶のルーツを学ぶ ● おいしく淹れるコツ～基本と実践
● 自分好みの味を見つける ほか 【会場】 砂町文化センター

日本茶の魅力・再発見! ～おいしくお茶を楽しむために～

　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をご持参していただきます。
〈主な内容〉 ● 基本操作、各部の名称と機能 ● メールの設定 ● アプリと操作方法 ほか
【会場】 砂町文化センター

シニアでも安心! iPadをはじめよう

　バランスと栄養を工夫したレシピを紹介します。 【会場】 総合区民センター

カロリーオフでも満足! 500Kcalのヘルシーランチ

4/28（火） 祝い膳ランチ：洋風太巻寿司、洋風茶碗蒸し、デザート

5/26（火） 食材の旨み堪能ランチ：帆立のソテーオリエンタルソース、リゾット ほか

6/23（火） 食の香りランチ：バーニャカウダー、白身魚のソテー野菜のエチュベ、ブランマンジェ

7/28（火） 夏の恵みをふんだんにランチ：鶏肉と野菜の煮込み、冬瓜と十五穀米のとろみあん

8/25（火） 夏の冷製パスタランチ：冷製夏野菜海鮮パスタ、フルーツ大福

9/29（火） 秋に美味しい野菜達：ディアブルチキン、アサリと香味野菜の出し茶づけ、豆乳プリン

　旬の食材でおいしい和食を紹介します。 【会場】 総合区民センター

身体にやさしい健康和食

5/18（月）「会席料理のエッセンス～皐月」初鰹と新生姜飯・新蓮根鳥松風椀 ほか

6/1（月）「梅雨の爽やか和食」ちりめん梅寿司・季節の魚の煮付け・手造りなめ茸 ほか

6/15（月）「初夏のお献立」焼鮎と新茶の炊き込み飯・鶏肉山椒醤油焼き・季節果実と胡桃の白和え

7/6（月）「夏のアレンジ涼やか和食」豚肉と野菜の和風夏カレー・魚介の翠酢・ひんやり和スイーツ

8/3（月）「野菜たっぷり夏のお献立」あごだしの柑橘そうめん・桜海老と香味野菜のかき揚げ ほか

9/7（月）「初秋の満足和食」おいしい和牛丼・たっぷり焼き茸のお味噌汁・初秋の和スイーツ ほか

　お酒に合った品を作ります。
※ お酒の提供はありません。持

ち込みもできません。
※ メニューは変更する場合が

あります。
【会場】 総合区民センター

今夜の我が家はおつまみ横丁
5/20（水） 日本酒のおともに／牛すじ煮込み、きんぴらごぼう

6/17（水） マッコリのおともに／海鮮チヂミ、ナムル

7/15（水） ワインのおともに／ピッツァ、アヒージョ

8/26（水） 泡盛のおともに／ラフテー、人参しりしり

9/16（水） 焼酎のおともに／さつま揚げ、イカわた和え

　焼きたての香りを楽しみながら、美味しいパンを作りませんか?
〈主な内容〉 ● 食パン、菓子パン、パンオレ、ベーグル、フランスパン、ライ麦パン
※日程：4/25、5/23、6/27、7/25、8/22、9/26 いずれも土曜日午後

【会場】 総合区民センター

こねて楽しい！パン教室 ～パン作り、初めてさんでも美味しく焼ける～

　季節ごとに現れる肌や体の悩み。紫外線対策効果もある美味
しいブレンドティーで気軽にケアできたら素敵ですよね。また、梅
雨のむくみに、排出&燃焼のお茶のブレンドも学びます。講座で
は、2つのお悩みに合わせ、自分好みの味・香りにブレンドしていく
方法を楽しく習得します。毎回小菓子付きです。

【会場】 森下文化センター

季節のティーセラピー ～私のためのハーブティー作り～

自分の体に合う
お茶を作ります

　初心者の方を対象に住まいのお手入れの方法や、基礎知識
などを通してDIYの楽しさに触れます。指導は、テレビや各地
のホームセンターなどで活躍されている講師が務めます。
〈主な内容〉 ● 電動工具に触れてみよう
● 家具転倒防止 正しい取り付け方
● タイル補修とタイル貼 ほか  【会場】 亀戸文化センター

初心者大集合! DIY実践講座

小物入れ（イメージ）

　毎年フィンランドで開催されているエアギター世界選
手権では、日本人が過去3回も優勝しています！弾いてい
る「ふり」をする舞踏なので、弾けない方でも大丈夫です。
体を動かしてストレス解消。最終回は「はねかめまつり」の
ステージに立って、まつりを盛り上げます！
〈主な内容〉 ● エアギタリストによる演技指導
● はねかめまつりに出演（7/12） 【会場】 亀戸文化センター

エアギター入門 ～亀戸から世界を目指そう!～

講座の様子

　日本のワインを紹介する講座です。様々なワイナリーの個性やアク
セス方法を紹介することで、「日本のワイン」を呑んで旅する気分になる
講座です。一緒に「呑みたび」®しませんか？
※参加は20歳以上の方に限ります。 【会場】 亀戸文化センター

「日本のワイン」応援団・「呑みたび」®from 亀戸

　北陸新幹線開業でぐっと距離が
近づく金沢。歴史と美しい景観を残
すこの街を楽しむため、歴史風土を
学び、交通の実用案内も取り入れま
した。毎回「口福」を感じる金沢のお
茶と小さなお菓子をご用意します。

【会場】 森下文化センター ほか

加賀百万石を楽しむ
5/13（水） 江戸の都市空間における加賀藩邸

講師：法政大学教授 岡本哲志

5/27（水） 新幹線と列車でおトクに楽しむ北陸の旅
講師：フォトライター 栗原景

6/10（水） 加賀前田家の庭園・兼六園
講師：元東京農業大学学長 進士五十八

6/17（水） 口福の金沢 ー姫君の愛した和菓子
講師：フードライター 中島久枝

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
やJ-POPの名曲でのヴォーカルレッスンを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

【会場】 江東区文化センター

ヴォイストレーニング&J-POPの名曲を歌おう!

講師：カタヤマケイジ

　懐メロから新曲まで幅広い課題曲を2回で1曲仕上げていきます。プ
ロ歌手でもあり、歌謡教室を主宰している講師が、キーボードの伴奏
に合わせて指導していくので無理なく歌えます。大きな声を出して歌
うのはストレス発散に効果的！みんなで楽しく歌いましょう。
※グループレッスン。最終回はミニ発表会を予定しています。

【会場】 古石場文化センター

みんなで楽しむカラオケ教室

講師：濱田和歌子

　和太鼓を思いっきり叩いて身体も心もリフレッシュ。伝統芸能に触れながら、若手
演奏家による柔軟な指導で発表会を目指します。 【会場】 江東区文化センター

東京打撃団 和太鼓ワークショップ

ダンス・健康

　カラダの気(元気)の流れ・バランスを整えるビューティーレッスンです。
【会場】 総合区民センター

女性のための健康法・陰陽ストレッチエクササイズ

手芸・工芸

　伝統的なつまみ細工を現代風にアレンジし、ふだん使いの
できるかわいいアクセサリーを作ります。それぞれ2色の中
からお選びいただけます。
※ 制作予定：ストラップ、ペンダントトップ、紫陽花のバッグ

チャーム、菊の2wayクリップブローチ
【会場】 森下文化センター

はじめてのつまみ細工 ～ふだん使いのアクセサリー作り～

ふだん使いのできる
アクセサリー

　小さなハサミを使って、素敵な模様を切ってみまし
ょう。絵心に自信がない方でも簡単にできるように基
本からお教えします。しおりや、額に飾れる切り絵な
ど、プレゼントやインテリアにも応用できる自分だけの
切り絵アートを気軽にお楽しみください。

【会場】 豊洲文化センター

紙切り講座 ～ハサミで気軽に切り絵アート～

作品例

　紙をくるくる巻いてお花などを形作るペーパークイリング。さまざ
まな形のパーツ作りを基礎から学びながら、お家に飾れる、贈って喜ば
れる作品を作ります。
　初めての方にも丁寧にお教えしますので安心してご参加ください。

【会場】 豊洲文化センター

くらしを彩るペーパーフラワーレッスン

作品例・
イニシャルフレーム

　風景と建物を置き、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。ジオラマキットを用いて制作するの
で、初めての方にオススメです。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。

【会場】 亀戸文化センター

初めてのジオラマ作り

作品イメージ

　ろうけつ染めとは、溶かしたろうを筆で布にしみ込ませ、染ま
らないようにする伝統的な染色技法です。染め物の印象ががらり
と変わる、明るくて楽しいカラフルな染めを丁寧にお教えします。
〈主な内容〉 ● ろう引きの練習 ● ハンカチ、手ぬぐい染め
● 判子でブックカバー ● エコバッグを自由に染めよう

【会場】 東大島文化センター

自由に染色!  カラフル☆ろうけつ染め

講師作品
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お申込み
期間

3月10日（火）
～24日（火）

お申込み 江東区文化センター（東陽町） ☎3644-8111
森下文化センター ☎5600-8666
古石場文化センター ☎5620-0224

豊洲文化センター ☎3536-5061
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

…………………………… 実施するセンターへお申し込みください ……………………………

館 講座名【講座番号】　講師名 内容 曜日 
回数

時間 
開講日～閉講日

募集人数 
（定員）

受講料 
教材費

書道・絵画

東陽町
書道教室【210020】

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」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。

木 
17

18:30～20:00 
5/7～10/15

若干名 
（30）

18,000円 
300円

東陽町
橘右近寄席文字教室【210021】

橘流寄席文字 橘右女次

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。

木 
17

18:30～20:00 
5/14～10/8

若干名 
（25）

21,000円 
1,600円

豊洲
江戸文字教室～勘亭流～【210042】

勘亭流家元二代目荒井三禮直門 荒井三鯉

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学んでみま
せんか。

水 
10

19:00～20:30 
5/13～10/14

10 
（25）

17,000円 
6,500円

東大島
19世紀モンマルトルの光と色彩！ 
パステル画を描く【210073】 新規講座
レイアートスクール講師・美術作家 安藤孝浩

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。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。

水 
10

19:00～21:00 
5/13～9/30 20

14,500円 
300円

画材は各自で
ご用意ください。

東大島
日本画教室【210039】

日本美術院院友 佐藤孝

基礎となるデッサンから、岩絵具を用いた
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。

金 
15

18:30～20:30 
5/8～10/9

若干名 
（25）

16,000円 
1,000円

砂町
スケッチ教室～水彩画を楽しむ～
【210038】

サロン・ド・パリ会員 菅野たみお

静物、風景など、さまざまなモチーフを描
きます。初めて筆を持つ方でも大丈夫。
ベテラン講師が基礎からていねいに指
導します。※別途道具代がかかります。

木 
10

19:00～20:30 
4/30～9/17

10 
（20）

12,000円 
2,000円

総合区民
実用書道 
～暮らしに生かせる書～【210100】

毎日書道展会員 帯向芳園

漢字・仮名の基礎から暮らしに生かせ
る書を学びます。美しい文字は生活に
潤いを与えます。

水 
17

19:00～20:30 
4/15～9/30

若干名 
（25）

14,500円 
4,500円

手芸・工芸

森下

はじめてのつまみ細工～ふだん使いの
アクセサリー作り～【210110】 新規講座
ハンドメイドクリエイター＆ラッピングコーディネーター 

菊野恵

伝統的なつまみ細工の技法で、現代風にア
レンジしたふだん使いのできるアクセサ
リーを作ります。初めての方でも針や糸を
使わないので取り組みやすく、お出かけが
ちょっと楽しくなるような小物が作れます。

日 
5

9:00～12:00 
4/26～6/21 15 6,000円 

6,000円

豊洲

紙切り講座 
～ハサミで気軽に切り絵アート～
【210094】 新規講座

紙切り師 岡本京子

小さなハサミを使って、素敵な模様を
切ってみましょう。しおりや、額に飾れ
る切り絵など、プレゼントやインテリア
にも応用できる自分だけの切り絵アー
トを気軽にお楽しみください。

土 
5

13:30～15:00 
5/16～7/11 20 6,000円 

500円

豊洲
くらしを彩るペーパーフラワー 
レッスン【210095】 新規講座

NK craft認定講師 森一恵

紙をくるくる巻いてお花などを形作る
ペーパークイリング。さまざまな形のパー
ツ作りを基礎から学びながら、お家に飾れ
る、贈って喜ばれる作品を作ります。

土 
5

15:30～17:00 
5/16～8/29 20

6,000円 
5,400円 

（別途、道具が必要
な場合は購入）

亀戸
初めてのジオラマ作り 
【210128】 新規講座

模型作家 宮澤雅文

手順やコツを学びながら小さな世界を
作っていきます。ジオラマキットを用いて
制作するので、初めての方にオススメです。

木 
8

19:00～21:00 
5/14～8/20 15 9,500円 

15,000円

東大島
自由に染色！カラフル☆ろうけつ染め
【210072】 新規講座

染色作家 コイケノリコ

染め物の印象ががらりと変わる、明る
くて楽しいカラフルな染めを丁寧にお
教えします。

金 
8

①13:30～15:30
②14:30～16:30
5/22～10/9

①②
各10

11,500円 
5,200円

音楽

東陽町
東京打撃団 和太鼓ワークショップ
【210026】 新規講座

東京打撃団代表 平沼仁一

和太鼓を思いっきり叩いて体も心もリ
フレッシュ。伝統芸能に触れながら、若
手演奏家による柔軟な指導を行います。

木 
6

19:00～21:00 
5/14～10/8 20 13,000円 

なし

東陽町
ヴォイストレーニング＆J-POPの 
名曲を歌おう！【210025】 新規講座
日本橋三越カルチャーサロン講師 カタヤマケイジ

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の名曲を使ったヴォーカルレッ
スンまで楽しく解りやすく指導します。

木 
8

19:15～20:45 
5/7～9/17 30 10,100円 

200円

古石場
みんなで楽しむカラオケ教室
【210136】 新規講座

濱田カラオケ歌謡教室主宰 濱田和歌子

懐メロから新曲まで幅広い課題曲を2回で
1曲仕上げていきます。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
ドの伴奏に合わせて指導していくので無
理なく歌えます。※グループレッスン。最
終回はミニ発表会を予定しています。

火 
10

14:00～15:30 
5/12～9/15 20* 10,800円 

500円

豊洲
ポピュラーボーカル教室【210043】

ヴォイストレーナー 伊藤美子

ヴォイストレーニングとヴォーカル
レッスンを組み合わせて、ポップス、洋
楽から演歌まで幅広く練習します。

水 
17

19:00～20:30 
5/13～10/7

10 
（40）

18,500円 
300円

東大島
実践カラオケ教室【210040】

作曲家 田中健一郎

毎回の課題曲をもとに、講師のピアノ
伴奏やカラオケを通じて、上手に歌う
コツを学びます。※10/2おさらい会

金 
8

14:30～16:30 
5/15～10/2

10* 
（60）

10,100円 
300円

東大島
東大島女声コーラス・午前【210050】

日本オペラ協会会員 福山恵
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。前期最終回には江東区文化セ
ンターホールで開催される第53回江
東区民合唱祭に出演します。

土 
15

10:00～12:00 
4/25～10/25

5* 
（25）

13,700円 
800円

東大島
東大島女声コーラス・夜間【210041】

日本オペラ協会会員 福山恵
金 
15

18:30～20:30 
4/24～10/25

10* 
（25）

13,700円 
800円

ダンス・健康

東陽町
バレエエクササイズ【210024】

石井清子バレエ研究所教師 吉田結子

バレリーナが毎日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
康な身体づくりをしませんか。バレエ初
心者の方もお気軽にご参加ください。

火 
15

14:00～15:30 
5/12～10/13

10 
（30）

13,000円 
なし

東陽町
ジャズダンス【210022】
ヨシエダンススタジオカンパニー主宰 茂呂由枝

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。

火 
20

19:00～20:30 
4/14～10/6

10 
（40）

17,600円 
なし

豊洲
初心者のためのベリーダンス
【210044】

アイニーベリーダンス所属 Jericho（エリコ）

エキゾチックな音楽の中に身をゆだね、
音と遊び、踊る喜びを感じてみませんか。
未経験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）

木 
15

18:40～19:40 
5/7～10/1

10 
（22）

16,000円 
なし

豊洲
タップダンス教室 入門・初級
【210028】

佐々木隆子タップダンススタジオ 倉形裕代

タップダンスは、最初に基本ステップ
を覚えてしまえば、どなたでも楽しく
踊ることができます。初心者のための
クラスです。

土 
14

13:10～14:10 
5/9～10/17

5 
（20）

13,000円 
なし

豊洲
美BODYをめざすシェイプアップ 
エクサ【210045】
アウルスポーツジム所属トレーナー 大久保こず枝

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。シェイプアップを目指して、スト
レス解消を楽しみましょう。（女性限定）

木 
10

20:00～21:00 
5/7～10/1

15 
（30）

8,000円 
なし

東大島
ピラティス・女性クラス【210053】
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。

土 
10

17:45～19:15 
4/25～9/12

若干名 
（20）

10,100円 
1,000円

東大島
ピラティス・男性クラス【210054】
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

土 
10

19:30～21:00 
4/25～9/12

5 
（20）

10,100円 
1,000円

砂町
ヤング★ハワイアン【210055】
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

こころも体も美しく、いきいき健康に。
華やかなハワイアンミュージックに
のって、楽しく踊ってみませんか。

水 
17

19:00～20:30 
4/22～10/14

10 
（40）

13,500円 
なし

総合区民
女性のための健康法・陰陽ストレッチ
エクササイズ【210074】 新規講座

ボディケア・トレーナー Mana

カラダの気（元気）の流れ・バランスを
整えてカラダを健康にそして美しくす
るノウハウをレッスン形式にアレンジ
したビューティーレッスンです。

火 
10

10:00～11:30 
4/21～10/13 30 11,000円 

なし

総合区民
健康のヨガ【210107】
㈱フクシ・エンタープライズ派遣講師 三井かおり

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
も役立つ健康のヨガです。※各自ヨガ
マットをお持ちください。

金 
17

18:45～20:00 
5/1～9/11

10 
（30）

8,000円 
200円

趣味・実用

東陽町
コーヒー通になろう【210010】 新規講座
日本スペシャルティコーヒー協会資格認証委員会委員 

田那辺聡

コーヒーはどのように生産され、品質
等すぐれた豆はどのようなものか。よ
り深く知るための講座です。毎回コー
ヒーの淹れ方の実技をします。

水
5

14:00～16:00 
5/13～10/14 20 6,500円 

2,000円

館 講座名【講座番号】　講師名 内容 曜日 
回数

時間 
開講日～閉講日

募集人数 
（定員）

受講料 
教材費

森下
季節のティーセラピー～私のための
ハーブティー作り～【210109】 新規講座

ティーコンシェルジュ／薬剤師 堀田周江

季節ごとに現れる肌や体の悩み。美味し
いお茶で気軽にケアできたら素敵です
よね。講座では2つのお悩みに合わせ、自
分好みの味・香りにブレンドしていく方
法を学ぶことができます。小菓子つき。

土 
4

14:00～15:30 
4/25～6/20 22 6,000円 

4,000円

古石場

「ちはやふる」で大人気 
はじめよう！競技かるた 
【210137】 新規講座

（一社）全日本かるた協会所属会員

漫画「ちはやふる」で注目を集める競技か
るた。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。ルールや札の覚え方などから
試合までじっくり体験していきます。

水 
6

19:00～21:00 
6/17～9/16 22 6,000円 

1,500円

古石場
澤登翠の弁士にチャレンジ！
【210138】 新規講座

活動写真弁士 澤登翠

映画にまだ「音」がなかった時代に内容
を説明した「活動写真弁士」。文化庁映
画賞（映画功労部門）を受賞した活動弁
士の第一人者・澤登翠さんが、弁士に興
味を持った方へ直接指導します。

火・日 
7

19:00～20:30 
10/18のみ日中 
5/19～10/18

20 11,000円 
2,100円

亀戸
初心者大集合！DIY実践講座
【210160】 新規講座

DIYアドバイザー 鈴木ひろ子 ほか

初心者の方を対象に住まいのお手入れの
方法や、基礎知識などを通してDIYの楽し
さに触れます。

金 
7

19:00～20:30 
5/22～7/3 20 7,000円 

3,000円

亀戸
「日本のワイン」応援団「呑みたび」® 
from 亀戸【210163】 新規講座

発酵文化応援団 喜連川麻理

ワイナリーの個性やアクセス方法も紹
介。呑んで旅する気分になる講座です。
※参加は20歳以上の方に限ります。

月 
5

19:00～20:30 
5/18～9/7 15 4,200円 

5,000円

亀戸

エアーギター入門 
～亀戸から世界を目指そう！～ 
【210160】 新規講座

日本エアギター協会幹事 宮城マリオ

「ギターの弾き真似」なのでギターが弾
けなくても大丈夫です。カメリアホー
ルで練習し、最終回は「はねかめまつ
り」に出演を予定しています。

金 
4

19:00～20:30 
5/22～7/12 15 4,000円 

300円

砂町
シニアでも安心! iPadをはじめよう
【210113】 新規講座

PCインストラクター 謝花良次 ほか

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、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）の方もご受講できます。

木 
10

10:00～12:00 
5/14～7/16 20 8,000円 

2,000円

砂町

日本茶の魅力・再発見！～おいしくお茶
を楽しむために～【210116】 新規講座

お茶の秋山園店主 杉本守隆  
茶師・利き茶十段 前田文男

日本人の食生活に欠かせない飲み物と
して身近にある日本茶。その奥深い魅
力を実習を通して学び、楽しみます。

金 
5

14:00～15:30 
5/29～7/31 20 4,500円 

1,500円

総合区民

カロリーオフでも満足！ 
500Kcalのヘルシーランチ 
【210085】 新規講座

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・斉藤雅博

これだけ食べて、この満足感がたった
500kcal！ダイエット食とは健康になるた
めの食事です。カロリーを低くするだけの
我慢の食事ではなく、バランスを考え必要
な栄養をとりながら、とりすぎているものを
引き算していくこと。カロリーを低くするよ
う工夫されたヘルシーレシピを紹介します。

火 
6

10:30～13:00 
4/28～9/29 30 6,400円 

7,100円

総合区民

身体にやさしい健康和食 
【210082】 新規講座
フードスタジオBerry＝Berry代表・フードコーディネーター・

江戸東京野菜コンシェルジュ 高野美子 ほか

旬の食材を用いて味はもちろん美しく
仕上げるコツなど和食を極める講座で
す。健康で美しい身体づくりのために
おいしい和食を作りましょう。

月 
6

11:00～13:00 
5/18～9/7 30 6,600円 

6,600円

総合区民
今夜の我が家はおつまみ横丁
【210083】 新規講座
元女子栄養大学生涯学習講師 小山朝子 ほか

晩酌をする人もしない人も、我が家で
お店の雰囲気を楽しんでみませんか。
季節やお酒の種類に合わせた品を月ご
とに作ります。※調理と試食のみです。
お酒の提供はありません。持ち込みも
できませんので予めご了承ください。

水 
5

18:45～20:30 
5/20～9/16 24 7,000円 

4,500円

総合区民

こねて楽しい！パン教室 
～パン作り！初めてさんでも美味しく焼ける～
【210081】 新規講座
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・真野則子

毎回、ひとつの生地から2種類のパンを
作ります。基本的な工程と注意点やコ
ツなどを分かりやすくお教えします。
作ったパンはお持ち帰りいただけま
す。一口サイズの試食もあります。

土 
6

13:00～16:00 
4/25～9/26 24 8,000円 

4,000円

こども・親子

東陽町
ジュニア・ダンスミックス【210023】
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 ほか

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。※対象：5歳～中学生

火 
17

17:15～18:15 
5/12～10/20

15 
（30）

18,100円 
なし

東陽町

ジャグリング教室 
～めざせ！こどもKOTO街かどアーティスト～ 
【210011】 新規講座
KOTO街かどアーティスト・大道芸人 たけちゃん

初心者対象。大道芸人として活躍の講師
がやさしく指導。デビルスティックやシ
ガーボックスをマスターしてクラスの人
気者になろう。※対象：小学生～中学生

日 
6

10:30～12:00 
5/10～7/19 20 3,000円 

300円

東陽町
親子で学ぶ 科学のなんでだろう？
【210012】 新規講座

サイエンスライター 白鳥敬

気象や自然エネルギーなど身近な
ニュースからテーマごとに学ぶ、親子
で楽しめる科学講座です。※対象：小学
3～6年生

日 
5

10:30～12:00 
5/31～9/20

親子 
15組

5,000円 
2,000円

古石場

ちょこっとメモリアル 
親子でかわいいもの、作っちゃお！ 
【210139】 新規講座

特殊造形装飾人 KATSU  
R&M's CANDLE主宰 小幡梨絵子 ほか

こどもと「かわいいもの」を作ります。こ
どもの成長や記念がちょこっと入った、
すてきな作品が1回ごとに1つできあが
ります。一緒に作る時間も素敵な思い出
に。※小学生～中学生とその保護者対象。

土 
5

14:00～15:30 
5/30～10/3

親子 
20組

6,500円 
5,000円

豊洲
チャイルド アート クラブ 
【210093】 新規講座

絵本作家 さくらせかい

絵本作家の講師といろいろなテーマで
絵を描いたり、楽しく工作します。土曜
の朝、自由にアートしましょう。※小学
生対象

土 
8

10:00～11:30 
5/9～9/5 20 10,000円 

500円

亀戸
～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【210158】

東京学芸大学名誉教授 小林志郎

演劇は単に演技ができるようになると
いうだけではなく、自己表現や友達と
のコミュニケーション能力が向上しま
す。※対象：小学1年～5年生

日 
10

10:00～11:20 
5/10～10/4

5 
（20）

7,500円 
200円

亀戸 こどものための三味線教室【210159】
一般社団法人長唄協会派遣講師

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。※対象：小・中学生

日 
10

14:00～14:50 
5/17～10/4

10 
（15）

13,400円 
7,300円

東大島
遊んで学ぶ！こども英語 
【210066】 新規講座

こども英会話のミネルヴァ派遣講師

ゲームや歌を通して、楽しみながら、英語の
基礎をしっかりと学びます。文章を聞いて
理解しながら、すばやく答える感覚を養い
ます。※対象:4月1日時点で小学1、2年生。

水 
20

15:30～16:20 
4/22～9/30 12 21,500円 

5,100円

東大島
こどものためのクラシックバレエ
ABCクラス【210051】
石井清子バレエ研究所教師 小山田整・中島郁美

初心者対象のクラスです。年齢、経験に
応じて3クラスに分かれてレッスンを
行います。※対象:4月1日時点で4歳か
ら小学6年生。

土 
15

A 13:00～14:00 
B 14:00～15:00 
C 15:00～16:00 
5/9～10/3

若干名 
（各20）

11,100円 
500円

東大島
こどものためのクラシックバレエ 
ポワントクラス【210052】
石井清子バレエ研究所教師 小山田整・中島郁美

経験者対象のクラスです。トゥシュー
ズとバレエシューズを併用したレッス
ンを行います。※対象:小学5年生から
高校3年生で5年以上の経験者。

土 
15

16:10～17:30 
5/9～10/3

若干名 
（20）

14,200円 
500円

砂町
こどもとアート～親子で造形コミュニ
ケーション～【210117】 新規講座

東京学芸大学准教授 石井壽郎

親子で大きなタワーを作ったり、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。※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。

日 
3

10:30～11:50 
5/31～7/19

親子 
10組

8,000円 
300円

砂町
こどもバレエ教室【210065】
石井清子バレエ研究所教師 中島郁美・永田明日香

初心者対象クラスです。※対象:平成27年
4月1日時点で、満4歳から小学3年生まで。

水 
17

15:00～15:50 
4/22～10/7

18 
（54）

12,000円 
なし

砂町
ベビーマッサージ【210118】 新規講座
NPO法人RTA指定スクール「HAPPYベビマ」講師 

小池浩代

ベビーマッサージを通して、赤ちゃんと
の触れ合い方を身につけます。講座では、
基礎から実践までを楽しく学びます。

金 
5

10:30～11:30 
5/15～6/12

親子 
15組

6,000円 
800円

総合区民

東京シティ･フィルハーモニック管
弦楽団による未就学児のためのクラ
シックサロン【210084】 新規講座

東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団団長  
志田明子 ほか

東京芸術大学大学院ピアノ科修了、英
国で音楽教育プログラムを学んだ講師
が指導します。ピアノのほかに、弦楽器、
管楽器、打楽器を通して生音に触れても
らいます。8/23は、ティアラこうとうで
ファミリーコンサートを鑑賞します。

土・日 
4 

最終回
のみ日

10:45～11:45 
4/18,6/13,7/4 
8/23は

11:30または
14:00を鑑賞

30
6,500円 
1,900円

（大人入場料）
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☎03-3644-8111
お問い合わせ：江東区文化センター

1か月 12,000円

掲載のお問い合わせは

ダンスや音楽、
絵画や書道・語学教室などの
メンバー募集、イベント告知に！！！

1行（16文字）450円
最大6行まで掲載
できます！

江東区文化センター
カルチャーナビKOTO担当☎03-3644-8111

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

まちの生涯
学習
文化活動 おしらせ 子供から大人まで、幅広い年齢層の方に

楽しんでいただけます♪
今年からは新しい先生もお呼びして、
更にパワーアップ!
オープンしたてのキレイなスタジオに、
是非遊びに来ませんか?
3/30（月）&3/31（日）無料体験会やります☆
バレエ&ヨガ&ダンス♪
ご興味のある方は
いつでもメールどうぞ!

☆DANCE☆BALLET☆YOGA☆

HP http://studiolittle.info/
お問い合わせ

aika92pig@gmail.com

江東区東砂8-9 5砂小、2砂中すぐ近く!
代表：根本愛香

講師の自宅兼スタジオになっております。
お問い合わせいただいた方に詳しい住所をお知らせいたします。

クレッシェンド音楽教室

ピアノは、読譜力

http://cresc-ms.com/top.html

ピアノ（月～土）3 才～大人
リトミック（月～土）0 才～6 才

☎03-6220-0326

と表現力が身につく楽しいレッスンです。
リトミックは国立音大付属幼稚園のプログラムを取り入れています。
「一音会式絶対音感トレーニング」で、お子様に一生の宝物をつけてあげませんか?
ピアノとリトミック、絶対音感の説明会と無料体験受付中!

ピティナ《豊洲CANALステーション代表》 　
2014年ピティナコンクール予選で
のべ105名が奨励・優秀賞を受賞しました。 

豊洲・東雲
教室

ピアノ体験レッスン受付中！
4月リトミック新クラスがスタートします！
体験レッスン受付中！

海王祭＊フリーマーケット
参加者 募集!

6月6日・7日に東京海洋大学越中島キャンパスの
学園祭で行うフリーマーケットの参加者を募集します。

詳しくは、ハガキかメールでの資料請求にて
お知らせします。住所と氏名をお書きください。

資料請求先
〒135-0044 江東区越中島2-1-6
東京海洋大学海王祭実行委員会
kaiousai@hotmail.co.jp

＊出店料は500円です。
＊構内に駐車スペースはございません。
＊自転車、徒歩での搬入は料金がかかりません。
＊資料請求は4/30までとさせていただきます。

製作作品イメージ
初めてのジオラマ作り

（亀戸）

亀戸天神にて
江東区英語ボランティアガイド養成講座

（東陽町）

講師 大竹道茂
伝統の江戸東京野菜
～江戸時代から現在へ～

（砂町）

制作予定作品
ちょこっとメモリアル 

親子でかわいいもの、作っちゃお！
（古石場）

講師 武蔵野大学
名誉教授 山崎龍明
日常生活の仏教
（豊洲）

講師作品
自由に染色！

カラフル☆ろうけつ染め
（東大島）

自分の体に合うお茶を作ります
季節のティーセラピー

（森下）

夏の恵をふんだんにランチ（調理例）
カロリーオフでも満足！
500kcalのヘルシーランチ

（総合区民）

● 新規講座 以外の講座は欠員の補充募集講座となります。

● 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。該当講座には募集人数の後に＊を表示しております。春の講座の講座
受講生募集中！

平成27年度

館 講座名【講座番号】　講師名 内容 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集人数
（定員）

受講料
教材費

区民参加・ボランティア

東陽町

江東区英語ボランティアガイド養成
講座～亀戸・深川周辺を案内しよう～
【210006】 新規講座

通訳案内士 根岸正・松石紀子

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に役立てましょ
う。

土
（外出）
10

10:00～12:00
4/25～9/26 20 11,000円

1,000円

亀戸
江東区文化観光ガイド養成講座 初級Ⅰ
【210121】 新規講座

中川船番所資料館 久染健夫 ほか

江東区には魅力あふれるスポットがた
くさんあります。観光ガイドになって、
地元江東区のPRをしてみませんか。

土・木
17

土10:00～12:00
木19:00～20:30
5/14～10/10

20 9,400円
1,000円

地域理解・散策

東陽町
江東の古道と掘割【210009】 新規講座

江東区文化財主任専門員 栗原修

江戸時代の古道にタイムトリップして
みませんか。江東区の古道を一緒に探
り、歩いてみましょう。

講義
外出
土
10

14:00～15:30
5/16～9/19 25 7,500円

500円

森下
加賀百万石を楽しむ【210108】 新規講座

法政大学教授 岡本哲志 ほか

今、話題の金沢。歴史と美しい景観を残
し、素朴な雰囲気も楽しめるこの街を
楽しむため、歴史風土を学び、交通の実
用案内も取り入れました。毎回「口福」
を感じる金沢のお茶と小さなお菓子を
ご用意します。

水
4

水14:00～15:30
5/13～6/17 25 4,000円

3,000円

亀戸
亀戸まちのマイスター 亀戸天神 
料亭若福【210155】 新規講座

若福女将 加藤富美子 ほか

亀戸にある特徴的なお店の魅力を紹介
するシリーズ講座。今回は全国でもめず
らしい天神社内にある料亭を取り上げ
ます。教材費には食事代が含まれます。

木他
3

5/14 13:30～15:00
6/29 10:30～12:00
7/ 7  10:30～12:30

25 500円
3,000円

亀戸
～亀戸まちの単語帳～「かめたん」持っ
て亀戸の街散策【210120】 新規講座

芝浦工業大学教授 志村秀明 ほか

単語帳形式で亀戸を紹介している「か
めたん」の最新版を持って亀戸の神社
や「おもしろスポット」を散策します。

土
4

14:00～15:30
5/30～7/25 20 1,700円

1,000円

東大島
東京凸凹散歩【210070】 新規講座

東京スリバチ学会会長 皆川典久

東京「山の手」にある丘、窪地、谷などの
独特の地形はどのようにしてできたの
でしょうか。その不思議を地質学や歴
史、東京の変遷、まちあるきを通して学
び、魅力に迫ります。

金
（外出）
日
6

講義19:00～20:30
外出10:00～12:30
5/15～9/25

25* 5,200円
300円

東大島
歴史・民俗学的に見る妖怪と怪談
【210069】 新規講座

国立歴史民俗博物館名誉教授 常光徹 ほか

妖怪や怪談は如何にして誕生し成立し
たのか、歴史・民俗学・文化人類学の視
点から解明していきます。深川七不思
議や耳嚢にある妖怪についても学び、
現地を回ります。

火
（外出）
日
8

講義19:00～21:00
外出14:00～16:00
5/12～9/27

25* 8,000円
300円

砂町
伝統の江戸東京野菜
～江戸時代から現在へ～【210115】 新規講座

江戸東京・伝統野菜研究会代表 大竹道茂

2011年にJA東京が商標登録をし、年々
登録野菜が増えている『江戸東京野菜』。
江東区にも既に登録されている野菜がい
くつかありますが、これから登録が期待
される野菜もあります。江戸から続く各
時代の野菜の歴史を学んでみませんか。

木
5

14:00～15:30
5/14～7/9 25 5,000円

200円

国際理解・語学
古石場
豊洲
東大島
砂町

はじめての英会話

7館で44クラス開講！
無料のガイダンス（レベルチェックテスト）を受けて、ご自分のレベルにあったクラスを受講
することができます。お申し込み方法、ガイダンスの日程、クラス一覧などの詳細はＤ面をご
覧ください。　※定員を超えた場合は、抽選となります。
☆東陽町はディスカッションを除きます。

基礎英会話

東陽町・
古石場・
豊洲・亀戸・
東大島・砂町
総合区民

中級英会話

プレディスカッション

ディスカッション

東陽町

東京オリンピックをめざしてはじめる
「わかりやすい英会話」
ウィークエンド英会話
～スピーチ＆コミュニケーションコース～

砂町 映画に学ぶ英会話～ローマの休日～

東陽町
外国人のための日本語指導法入門
【210003】 新規講座

武蔵野大学准教授 村澤慶昭

外国人の日本語に関するニーズが高
まっています。江東区をはじめとして、
地域で活躍する日本語ボランティアの
基礎を1年間を通して学びます。

水
17

19:00～20:30
5/13～10/21 25 18,000円

5,000円

東陽町
英文法を学ぶ～正確な英語を身につける
ために～【210007】 新規講座
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ディレクター 岡田信彦

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の大学受験向けの多
少レベルが高い問題集を使用します。

土
10

9:15～10:45
5/9～7/11 50 6,000円

2,000円

東陽町
公式問題集で学ぶTOEIC®
TEST講座【210008】 新規講座
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ディレクター 岡田信彦

公式問題集を使用し、問題演習を通じ
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
法を体得することを目指します。

土
10

11:00～12:30
5/9～7/11 50 6,000円

4,000円

亀戸
フレンドシップ コリア
【210154】 新規講座

東京大学教授 木宮正史 ほか

今年は日韓国交正常化から50年。近くて
遠いといわれる隣国・韓国との交流の歴
史を知ることで、韓国の魅力を再発見。

水
7

14:00～15:30
5/20～9/2 30 7,000円

200円

東大島
フィンランドを知る～歴史と文化を中
心に～【210071】 新規講座

常磐短期大学准教授 石野裕子 ほか

北欧の国・フィンランドの魅力を、言
語、伝統文化、文学、音楽、暮らしなどの
面から掘り下げます。最終回は、民族楽
器カンテレ演奏会を実施します。

金
7

19:00～20:30
5/22～8/7 25* 9,000円

600円

鑑賞・教養

東陽町 芸術鑑賞講座「文楽」【210005】
国立劇場文楽出演者ほか

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。

日
2

9:40～10:30
5/24、9/13

若干名
（50）

2,200円
12,300円

古石場
松竹120年の歴史
【210131】 新規講座

葛飾柴又寅さん記念館職員ほか

小津安二郎をはじめ多くの名匠を輩出し、
日本の映画界をリードしてきた松竹。創
立120年を迎える今年、同社の歴史と映
画を振り返ります。※入館料別途徴収。

土
5

14:00～16:00
5/16～10/17 30* 7,000円

200円

館 講座名【講座番号】　講師名 内容 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集人数
（定員）

受講料
教材費

古石場
現代陶芸鑑賞のススメ
【210132】 新規講座
菊池美術財団智美術館学芸員 島崎慶子 ほか

「現代陶芸」と呼ばれる芸術作品のジャ
ンルがあります。現代陶芸とは何か、陶
芸の歴史的背景を紐解きながら美術館
学芸員が分かりやすくお話しします。
美術館見学や工房見学など盛りだくさ
ん。※入館料別途徴収

月・日
6

19:00～20:30
見学日は日中
5/25～11/30

30* 5,900円
300円

古石場

能面
－刻み込まれた日本人の美意識－
【210133】 新規講座

京都国立博物館研究員 浅見龍介

能面はあらゆる美術分野の技法を駆使し
て制作される総合芸術品といえます。美
意識を集約した彫刻品としての能面の魅
力を考察していきます。東京国立博物館
見学もあります。※入館料別途徴収

水・日
4

19:00～20:30
8/23のみ日中
5/27～8/23

30* 3,900円
200円

古石場
地図の作り手から訊く
『地図作りの話』【210134】 新規講座

オフィス地図豆店主 山岡光治

地図ができるまでの話、明治以降の日
本地図の歴史やトリビアいっぱいの地
図記号の話を訊きます。また、明治期測
量の痕跡をたどる外出講義や、伊能忠
敬の歩測技術も体験します。

木・土
6

18:30～20:00
7/11のみ

14:00～16:00
5/21～11/19

25* 6,700円
300円

古石場

続・PAエンジニアだから伝えられる！
たのしいオーディオの世界
【210135】 新規講座

PAエンジニア 吉村文男

PAエンジニアの先駆けとして40年現
役の講師が、オーディオの仕組みにつ
いて講義します。こだわりのオーディ
オルームを作りたい方や、バンドマン
に嬉しい情報盛りだくさんです。自分
好みの音探しを楽しみませんか。

火
6

19:00～20:30
5/12～9/29 25* 6,000円

200円

豊洲

英語で読む児童文学 
The Borrowers『床下の小人たち』
【210046】 新規講座

中央大学講師 斉藤美加

洋書をテキストに読み解いていきま
す。英語力は文法の一般的な知識があ
ればOKです。※本講座は英会話ではあ
りません。

土
9

14:00～15:30
5/9～10/10 20 11,000円

1,350円

豊洲
うま味を知ろう【210091】 新規講座
日本うま味調味料協会専務理事 須藤宏 ほか

本講座では「だし」の取り方や「うま味」
の相乗効果の体験に加え、日本人・日本
料理との関わりや世界各国の「うま味」
など、食文化的な側面も学びます。

金
3

14:00～15:30
5/22～7/17 25 2,800円

なし

豊洲
武蔵野大学連携講座
「日常生活の仏教」【210088】 新規講座

武蔵野大学名誉教授 山崎龍明

祇園…。京都観光や舞妓さんを連想す
るこの言葉も、実は仏教に由来してい
ます。そんな日常何気なく使っている
言葉の意外な由来、そして仏教との関
係を解き明かします。

水
6

14:00～15:30
5/20～7/29 25 5,500円

300円

豊洲

知って得する危機管理入門
～あなたならどうする？～
【210090】 新規講座
日本ガーディアン・エンジェルス理事長 小田啓二 ほか

現在、私たちの身の周りにはさまざまな
「危険」が存在します。そんな中、日常の
ちょっとしたことから始められる「危機管
理入門」として、いざという時の知識や対
処法を身につけるきっかけとしましょう。

木
5

19:00～20:30
5/21～7/23 25 2,500円

なし

豊洲

数学再入門
～「考える」楽しさと「わかる」うれしさ～
【210092】 新規講座

大妻女子大学名誉教授 野﨑昭弘

難解とか「嫌い」といった印象を持たれ
る「数学」が身近で楽しいものになりま
す。あなたも、日常の中で「数学」を理解
し、他人にも語れる数学の面白さを体
感してみませんか。 

木
4

14:00～15:30
5/28～7/23 25 5,400円

100円

東大島
「ルーヴル美術館展～西洋絵画における
風俗画～」を楽しむ【210067】 新規講座

美術ジャーナリスト 村田真

ルーヴル美術館の紹介から、西洋絵画
の黄金時代、日常生活を描いた風俗画、
フェルメールの作品まで解説します。※
別途、美術館入館料が必要となります。

火
5

14:00～15:30
4/21～5/26
5/26 外出

25* 6,000円
300円

東大島

高野山開創1200年 
弘法大師空海と密教美術
【210068】 新規講座

美術史家 北進一

2015年は、弘法大師空海が密教修行
の理想の場所として高野山を開創して
1200年の節目の年です。空海と高野
山の密教美術について学びます。※別
途、美術館入館料が必要となります。

月
（外出）
金
6

14:00～15:30
5/11～7/17 25* 7,000円

300円

砂町
～ゴッホ没後125年～西洋が見つめた
“ジャポニスム”【210114】 新規講座

美術史家・昭和音楽大学教授 宮崎克己 ほか

この講座では、日本文化に憧れ、強く
影響を受けたゴッホをはじめとする、
1880年代～90年代初期に活躍した
画家たちの作品を鑑賞し、西洋が見つ
めた“ジャポニスム”を学んでいきます。

金
3

19:00～20:30
5/29～6/26 30 3,300円

100円

砂町
俳句鑑賞講座～「命」を詠う俳人たち～
【210112】 新規講座

俳句結社「鶴」主宰 鈴木しげを ほか

石田波郷や正岡子規などの俳人が残し
た「療養俳句」を中心に、その創作活動、
生涯について学んでいきます。俳句を
鑑賞するだけではなく、波郷が療養生
活を送っていた清瀬市にも訪れ、文学
散歩も行います。

土
4

14:00～15:30
5/23～6/27 25 3,400円

1,200円

総合区民
わくわく!!城めぐり入門
【210075】 新規講座

城郭ライター・編集者 萩原さちこ

姫路城・松本城など有名な城のほか、戦
国期の山城も取り上げます。この講座
で自分だけのお城の見方を発見してく
ださい。中世城郭である茅ヶ崎城（横
浜）にも訪れ、土塁や堀なども講師の案
内で見学します。

木
5

19:00～20:30
5/14～7/9 30 5,500円

300円

文学・歴史

東陽町
短歌のたのしみ
～現代短歌の鑑賞と実作～【210004】

「短歌人」編集人 藤原龍一郎

初心者の方でも無理なく作ることがで
きるよう、鑑賞や課題詠に取り組みま
す。一生の趣味として楽しめます。

水
8

19:00～20:30
5/13～9/30

若干名
（20）

11,100円
500円

豊洲

対比される文学
～近代文学史上のライバル達～
【210089】 新規講座

東海大学教授 堀啓子

文学史上に名を残した作家と、その陰
に隠れていった作家。いわば明と暗に
分かれていった理由はなんだったの
か。彼らの足跡をたどりながら残され
た作品を味わいます。

木
5

14:00～15:30
5/21～8/20 25 5,200円

200円

砂町
生誕90周年記念 三島由紀夫の
描いた東京の文学【210119】 新規講座

旧東京都近代文学博物館学芸員 神谷早苗

2015年は三島由紀夫生誕90周年に
あたります。三島由紀夫の作品を、東京
の文学という視点から学びます。

火
4

13:30～15:00
9/8～10/6 20 5,000円

200円

春だから始める
春だから見つける
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〒135-0045 江東区古石場2-13-2  ☎5620-0224  FAX.5620-0258
東京メトロ東西線門前仲町駅・木場駅から徒歩10分／JR京葉線越中
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改修工事のため休館となります。
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第2・4月曜日休館、ただし祝日の場合は開館
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都営地下鉄新宿線西大島駅A4出口から徒歩1分
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一般講座（英会話講座以外）のお申込み方法 3/10（火）～3/24（火）
受
講
す
る
講
座
を
決
定

3/10（火）～3/24（火）
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。

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
4月2日（木）～9日（木）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。初めてお申し込みをされる方は、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早く表
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。
● お申し込みの際におうかがいした個人情報はお申し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 3/10（火）～3/24（火）お申込み期間

コース名 クラス名 講師 内容 時間 受講料
（前期分）教材費

前期
回数定員

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
～ローマの休日～

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共に、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

東
陽
町
単
科
コ
ー
ス

東京オリンピッ
クをめざしては
じめる「わかり
やすい英会話」ディラ国際語学

アカデミー
株式会社派遣講師

2020年に東京オリンピックが開催となります。江東区には多くの会場があり、
様々な国の選手や観光客が来ることが予想されます。このクラスでは、やさし
い単語を使う教材で、いろいろな会話表現を楽しく覚えていきます。又、知り
合った人に簡単なメールを英語で書く練習等も行います。（英検4～3級程度・
TOEIC250～400点程度）

120
分 27,000円 5,000円 17回 15名

ウィークエンド
英会話
～スピーチ＆コミュ
ニケーションコース～

主にコミュニケーション力に磨きをかけたい方を対象に、土曜日の午前中、2
時間ネイティブ講師による、会話力アップ、ヒアリング力アップを目指します。 

（英検準2級～2級・TOEIC500～600点程度）

120
分 27,000円 3,800円 17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

4/7
（火）

① 豊洲 
文化センター 
13：30 

【210143】

② 東大島 
文化センター 
19：00 

【210165】

4/8
（水）

③ 古石場 
文化センター 
10：30 

【210123】

4/9
（木）

④ 東大島 
文化センター
10：30 

【210164】

⑤ 砂町 
文化センター
19：00 

【210106】

4/10
（金）

⑥ 砂町 
文化センター
10：30 

【210105】

⑦ 古石場 
文化センター
19：00 

【210127】

はじめての英会話
日本人講師クラス

日程 時間 会場
4/4

（土）
⑧10：00

【210076】
⑨18：00

【210077】
総合
区民センター

4/5
（日）

⑩10：00
【210018】

⑪14：00
【210019】

江東区
文化センター

4/6
（月）

⑫10：00
【210156】

⑬18：45
【210157】

亀戸
文化センター

4/7
（火）

⑭10：00
【210103】

⑮18：45
【210104】

 砂町
文化センター

4/8
（水）

⑯10：00
【210166】

⑰18：45
【210167】

東大島
文化センター

4/9
（木）

⑱10：00
【210124】

⑲18：45
【210125】

古石場
文化センター

4/10
（金）

⑳10：00
【210141】

○2118：45
【210142】

豊洲
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（約2時間） 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

　簡単な筆記と面接

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

東陽町単科コース
　リスニング30分　文法30分
　授業内容説明

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

4/16（木）～ 
23（木）

●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44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27年7月から平成28年7月末まで休館します。そのため、平成27年度の英会話講座は実施いたしません。

英会話講座の特徴

各施設交通案内

東陽町単科コース
東京オリンピックをめざしてはじめる「わかりやすい英会話」
 日本人講師クラス
ウィークエンド英会話
～スピーチ&コミュニケーションコース
日程 時間 会場
4/11

（土） ○2210：00【210161】 江東区
文化センター

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③
東大島・夜間⑥ 古石場・午前② 東大島・午前②

砂　町・夜間⑥
砂　町・午前②
古石場・夜間⑥

基礎英会話 古石場・夜間⑤ 東大島・夜間⑤ 古石場・午前② 東大島・午前②

中級英会話
東陽町・午前②
東大島・午前②
豊　洲・夜間⑨

古石場・午前②
亀　戸・午前②
砂　町・夜間⑥
東大島・夜間⑨

豊　洲・午前②
古石場・夜間⑤

砂　町・午前②
東陽町・午後④

プレディスカッション

古石場・午前②
亀　戸・午前②
東陽町・夜間⑧
豊　洲・夜間⑤
総合区民・夜間⑥

砂　町・午前②
総合区民・午前②
東陽町・夜間⑧

東陽町・午前②
東大島・午前②
古石場・夜間⑨
亀　戸・夜間⑨

古石場・午前② 東大島・午前②

ディスカッション 古石場・夜間⑨ 亀　戸・夜間⑤
東大島・夜間⑨ 豊　洲・夜間⑥ 総合区民・午前②

砂
町

単
科
コ
ー
ス

映画に学ぶ英会話
～ローマの休日～ 砂　町・午後③ 

東
陽
町

単
科
コ
ー
ス

東京オリンピックをめざして
はじめる「わかりやすい英会話」東陽町・夜間⑦

ウィークエンド英会話
～スピーチ&コミュニケーションコース～ 東陽町・午前①

時間  ①10：00～12：00 ②10：30～12：00 ③13：30～15：00 ④14：00～15：30 ⑤18：30～20：00 
⑥19：00～20：30 ⑦19：00～21：00 ⑧19：30～21：00 ⑨20：05～21：35クラス一覧

※東陽町単科コースをご希望の方は4/11（土）のガイダンスを受講してください。

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
～ローマの休日～

英検2級程度
TOEIC450～600点程度

東陽町
単科コース

東京オリンピックをめざしてはじめる
「わかりやすい英会話」

TOEIC
250～400点程度

ウィークエンド英会話
～スピーチ&コミュニケーションコース～

TOEIC
500～600点程度

レベルの目安

4/11（土）以降
受付可能クラス分 追加募集ガイダンス4/19（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、4月10日（金）までのガイダンスにご参加ください。

受 講 者 の 決 定
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