
区民参加・ボランティア

　亀戸のまちの単語帳「かめたん」をリニューアルします。
芝浦工業大学の学生と一緒にまちを歩いて、発見した面白
いスポットを単語帳という形にまとめます。制作した経験
のある方と一緒に作るので初めての方でも安心して参加い
ただけます。 【会場】亀戸文化センター ほか

ワークショップ 亀戸まちの単語帳「かめたん」をつくろう

2011年度版 かめたん

書道・絵画

　水彩画やスケッチ画の基礎であるデッサンを学びま
せんか。質感表現ができることを目標に、鉛筆を使って
大胆に気持ちよくのびのびと線を描いてみましょう。
〈主な内容〉
● 思い通りの形を取るための練習 

さまざまな鉛筆のタッチで雲や水、火などを描く
● 静物デッサン ● 人物デッサン

【会場】 江東区文化センター

線力アップ! 鉛筆デッサン入門

講師作品

　今、チョークアートのカラフルでアーティスティックな色使い
と存在感が注目を浴びています。オイルパステルを使い、ブラッ
クボードに色を重ねて指でぼかし、濃淡をつけ、立体感を出して
いきます。季節のイベントをテーマに描き、触っても消えないよ
うに加工を施した素敵な「チョークアート」を楽しく描いて飾り
ましょう。
〈主な内容〉 ● クリスマスの作品 ● お正月の作品
● バレンタインデーの作品 ● ひなまつりの作品
● イースターの作品

【会場】 森下文化センター

描いて楽しいチョークアート

講師作品

音楽

　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〉
● ペチカ ● さくら横ちょう ● ます ● アヴェ・マリア（カッチーニ）
● おお、私の愛する人よ ほか

【会場】 豊洲文化センター

世界の愛唱歌を歌おう

講師 山本ひで子

　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。
〈主な内容〉 ● 発声・音程・リズムのヴォイストレーニング
● 講師がセレクトしたJ-POPの名曲を使った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

　寝ても眠い・スッ
キリ目覚めないな
ど、そんな経験はあ
りませんか。本講座
では、睡眠のメカニ
ズムや寝具選びな
ど、1日の疲れをとり、
質の良い睡眠を得る
方法を学びます。

【会場】 豊洲文化センター

人生がきらめく快眠メソッド60 元気になる! やさしくなる! ひらめきを生む!
10/30（木） 睡眠の科学と基礎【快眠メソッド1-19】

•睡眠のメカニズム •やってはいけない睡眠の非常識 ほか

11/6（木） 快眠のための食事とリラクセーション【快眠メソッド20-35】
•快眠のための食事 •五感で導くリラクセーション ほか

11/13（木） 快眠枕と快眠エクササイズ【快眠メソッド36-43】
•正しい枕の選び方 •快眠ストレッチ ほか

11/20（木） 快眠できる寝室づくり【快眠メソッド44-53】
•光のコントロール法 •季節に合わせた環境づくり ほか

11/27（木） タイプ別快眠法【快眠メソッド54-60】
•タイプにあわせた快眠法 •眠りを大切にする暮らし ほか

　江東区内にある大学・地元企
業・諸機関の協力で、さまざま
なジャンルを学ぶシリーズの
第2弾。
　次世代燃料から仏教、健康、未
来館見学、舞台芸術までちょっ
と知的な午後のひとときを。

【会場】 豊洲文化センター ほか

豊洲おもしろゼミナール
10/29（水） 東京有明医療大学／東洋医学からみた健康

管理～ツボ刺激による健康法～

11/12（水） 株式会社IHI／藻類バイオ燃料事業と宇宙開
発事業について

12/10（水） 日本科学未来館（見学・外出講義）／宇宙から
誕生した地球のいきものとその循環

12/24（水） 武蔵野大学／仏教由来の意外なことばや年
中行事。日常に生きる仏教の世界

2/25（水） 東京シティ・フィル×東京シティバレエ団（実演）
瀕死の白鳥をチェロとピアノ伴奏で

　ロシアの音楽が音楽史に登場す
るのは19世紀初頭、グリンカの音
楽によってです。
　今回はグリンカからラフマニノ
フおよびメトネルまでの、ロシア
のロマン主義の音楽を取り上げま
す。独特の重い抒情性を特色とす
るロシアの音楽がどのように形成されていったのかを講義と実演を交えて考えてい
きます。 【会場】 砂町文化センター

ロシア音楽への招待
11/29（土） ロシア音楽の曙 グリンカとフィールド

12/13（土） チャイコフスキーの芸術 （１）
初期から1878年まで

1/17（土） チャイコフスキーの芸術 （２）
1878年から晩年まで

2/21（土） ロシア5人組 ムソルグスキーとボロディン

3/14（土） ラフマニノフとメトネル

　「城めぐり」を10倍楽しむための入門講座です。城には
個性があり、規模や構造、立地にもさまざまな理由があり
ます。またその楽しみ方も多種多様です。より深く城めぐ
りが楽しめるよう、城鑑賞のポイントや予備知識を学び、
城の魅力を再発見します。
〈主な内容〉 ● お城の種類と歴史を知ろう
● 天守・櫓・城門・御殿を楽しもう
● 設計と工夫、石垣を楽しもう ● 現地実習（江戸城見学）
● 戦国の山城を楽しもう 【会場】 総合区民センター ほか

わくわく!! お城入門 ～講義と江戸城（東御苑）見学～

わくわく!! お城入門（イメージ）

　法律は難しくない！知っていると自分の生活を守る武器になってく
れます。遺言、相続、親類との間に生じる責任、セクハラなど日常生活に
役立つ内容を具体的に解りやすく学んでいきましょう。
〈主な内容〉 ● 法律ってなんだろう? ● 騙される前に「契約」を学ぼう
● 結婚・離婚・こどもや親戚 ～身近な人との法律関係
● これってセクハラ?  DV? ● 相続や遺言ってどんなもの?

【会場】 東大島文化センター

暮らしに役立つ! 身近な法律

講師 白木麗弥

一流のソムリエを迎え、ワ
インの基礎知識を学びワ
イン好きな方々の交流を図
る講座です。

【会場】  総合区民センター 
ほか

ソムリエ阿部誠とぶどう酒を楽しむ
10/4（土） スパークリングワインの造り方と種類

10/18（土） 白ワインの造り方とぶどう品種

11/1（土） 赤ワインの造り方とぶどう品種

11/15（土） おうちでワインパーティー。ワインに合うお料理実践

11/29（土） ワインと共に楽しい食事会
会場：東京ぶどう酒店（馬喰町）

鑑賞・教養

　日本酒の醸造技術は、江戸時代に開
花し、その後、戦前戦後をくぐりぬけ、現
在もめまぐるしく進化を続けています。
　本講座では、その醸造技術の発展に
欠かせない主原料の種類や製法など
を学び、日本酒に力をいれている居酒
屋での試飲会や、蔵見学により造り手
のこだわりを聞きつつ、現代の日本酒
文化を考察していきます。
※第5、6回の詳細は、開講日以降にお
知らせいたします。
※日程・内容については、都合により変更する場合があります。

【会場】 江東区文化センター ほか

現代の日本酒文化を探る ～現代の造り手、人気蔵のこだわり～
10/28（火） 酒米について

11/11（火） 仕込み水について

11/25（火） 麹と酵母について

12/9（火） 酒税法と日本酒の種類について

12/20（土） 日本酒を主に扱う居酒屋のこだわり
～店長の話と利き酒、試食～

1/10（土） 酒造場見学

1/13（火） 雇い杜氏とオーナー杜氏

1/27（火） 日本酒と料理、日本酒と健康について 

　私たちの記憶に残る仏の美、勇姿、寛容…。飛鳥時代に仏像が伝
来してから江戸時代までの、日本における多様な造仏の歴史をた
どります。併せて東京国立博物館で行われる「特別展 みちのくの
仏像」展の見学を2月6日（金）に予定しています。
※観覧料・保険料が別途かかります。
〈主な内容〉 ● 日本へもたらされた中国・韓国の仏像 ー仏像伝来
● 金銅仏と半跏思惟像 ー飛鳥・白鳳時代の仏像
● 密教のほとけと東北の仏像 ー平安前期の仏像 ほか

【会場】 森下文化センター ほか

日本の仏像史

『アシュラブック』
美術出版社発行（講師著）

　映画の印象を決定付けるテー
マ曲をはじめ、音楽は映画作品
を演出する重要な要素です。今
年は「ゴジラ」の作曲家・伊福部
昭と「七人の侍」の作曲家・早坂
文雄のメモリアルイヤー。豪華
講師陣による講義です。

【会場】 古石場文化センター

時代を映すスクリーン・ミュージック
11/1（土） 映画音楽史Ⅰ 講師：大谷能生（批評家、音楽家）

12/13（土） 無声映画の音楽
講師：湯浅ジョウイチ（無声映画伴奏者）

1/31（土） 伊福部昭とゴジラ映画音楽の世界

2/21（土） 早坂文雄の音楽と「七人の侍」の世界
1/31・2/21 講師：小林淳（文筆家）

3/14（土） 映画音楽史Ⅱ 講師：大谷能生（批評家、音楽家）

　古代エジプトの美術ってなんでしょうか。古代の人びと
は何のためにそれを残したのでしょうか。古代エジプト美
術独特の表現にはどういう意味があるのでしょうか。古代
エジプト人の思いに触れて、古代美術の奥深さをご一緒に
楽しみましょう。 ※観覧料が別途かかります。
〈主な内容〉
● 古代エジプト文明のはじまりから美術様式の誕生
●ファラオのための美術 ●博物館見学 ほか 【会場】 古石場文化センター

古代オリエント美術の魅力 ～古代エジプトを中心に～

古代エジプト画

　マンガやアニメで起こった事象を科学的に検証する『空想科学読
本』シリーズの著者・柳田理科雄氏が講師に登場。あのマンガの名場面
はホントに実現可能? もし再現しようとしたらいったいいくらかかる
のか? など、こどもの時には考えつかなかった、大人ならではの視点か
ら考察していきます。
〈主な内容〉 ●昔話から読み取れる大人の事情
● 地球がもし四角だったら ほか 【会場】 古石場文化センター

大人の空想科学

講師 柳田理科雄

　地球上最強の刀剣とも謳われる
日本刀。信仰の対象、権威の象徴と
しての側面とともに、一切の無駄を
省き、機能美を追及してなお光沢を
放つ、その刀身本来の美しさの魅力
を考察していきます。

【会場】 古石場文化センター

日本刀 その研ぎ澄まされし美
11/19（水）「日本刀の美しさとは」

－刀の制作工程と見方－

12/17（水）「日本刀のルーツ・美しさの原点」
－たたら製鉄とものづくり－

1/18（日） 公益財団法人日本美術刀剣保存協会
刀剣博物館の見学会 ※午後を予定

2/18（水） 江東区無形文化財保持者・刀剣研師
臼木良彦氏による日本刀研磨の技の実演

　美味しい肉はどんな肉? どのよう
に食べたらさらに美味しくなるの? 
普段から食している肉について、
知っているようで知らない、さまざ
まな知識や魅力を、試食を交えなが
ら食肉の専門家から学びます。 【会場】 豊洲文化センター

お肉のはなし
10/31（金）「産地直送食肉」はありません

11/7（金） 銘柄牛だから美味しいのではありません

11/14（金） 公正な食肉表示について

11/21（金） 新鮮な牛・豚肉よりも、適度に熟成させた
食肉を召し上がれ

国際理解・語学

　2020年東京オリンピック開催が決定し、「おもてなし」の関心が高まっています。
身近にできる「おもてなし」として、日本を訪れる多くの外国人観光客を英語でサポー
トできるように英語力を身につけていきましょう。
　道案内や買い物など、観光客から質問がありそうなケースを中心に学びます。
TOEIC400点程度、英検3級レベルの講座です。
〈主な内容〉 ● トラベルイングリッシュ（道案内）／ 日本のライフスタイル（和食） ほか
【会場】 砂町文化センター

OMOTENASHI英会話 ～観光ガイドをめざそう～

　「映画」を教材に、生きた英語表現を学びませんか? ネイティブの発音に耳を慣ら
し、字幕なしでの映画鑑賞を目指します。※レベルの目安…江東区文化コミュニティ
財団で行われている英会話講座「中級」クラス以上、TOEIC500点程度・英検2級以上が
対象です。
〈主な内容〉 ● 映画で使われる英語表現 ● 使用教材（映画）「スクール・オブ・ロック」 ほか
【会場】 砂町文化センター

映画に学ぶ英語表現 ～字幕なしにチャレンジ～

趣味・実用

　ミニ盆栽の作り方をはじめ、手入れ方法や育て方をわかりやすく
学びます。今回は、秋・冬をテーマにお正月飾りや陶板植えにも挑戦
します。長く育てていく楽しみを味わう講座です。
〈主な内容〉
● 金豆の寄せ植え ● お正月飾り ● 三河雲龍椿 陶板植え
● 旭山桜 ほか 【会場】 森下文化センター

はじめてのミニ盆栽 ～秋冬編～

里山の風景
 陶板植え

　オーディオにスポットを当てて、再生機器やレコード
とCD音源の違いについて講義を行います。講師はPAエ
ンジニアの先駆けとして40年の経験を持つ吉村文男氏で
す。プロが作り出す音の違いを体感してみませんか。
〈主な内容〉 ● 良い音にするためのいくつかの方法
● 再生機器の話 ● 体感！もう一度聴いてみよう！
● 音を記録する…ということ  【会場】 古石場文化センター

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（基礎編）

イメージ

　時間がなくても手作りの料理を
食べたい、家族に食べさせたい人
のため、短時間で美味しく、見た目
も良い食事の作り方を学びます。手
間を省く万能ソースの作り方、作り
置き惣菜、おかずの種から、さまざ
まな料理へのアレンジ方法など、毎
日の食事にぜひ活用してください。
※メニューは変更になる場合があります。 【会場】 総合区民センター

忙しくても手作り 時短料理

10/29（水） 肉の時短料理
（鶏のから揚げ、作り置き惣菜1品）

11/19（水） 魚の時短料理（煮つけ、作り置き惣菜1品）

12/10（水） 買い置きレトルト食材を豪華にアレンジ
（キャベツのミルフィーユ煮、作り置き惣菜1品）

1/14（水） 缶詰を家庭料理にアレンジ（サバと大根
の煮物、作り置き調味料、惣菜1品）

2/4（水） あると便利なおかずの種
（牛甘辛煮から応用、柳川煮、汁物）

　カロリーを低くするだけの我慢の食事ではなく、必要な栄養を摂取しながら季節の
食材、珍しい食材を取り入れ、低カロリーであることを忘れるほどの満足感と500kcal
にするために工夫したメニューです。総合病院でのフルコース料理をまとめた料理本
からのレシピです。現在も行われている専門調理師2名がそのレシピで提供しています。

【会場】 総合区民センター

500kcalのごちそうメニュー

10/23（木） 秋の収穫祭メニュー（スズキのグリルきのこ尽くし、豆腐とマスカルポーネのムース）

11/20（木） 秋の味覚満載メニュー（金目鯛のソテーと秋野菜の蒸し煮、フレーバーティーのゼリー
とマチェドニア）

12/18（木） 香りを楽しむメニュー（前菜・バーニャカウダサラダ、そばがきのかぶあんかけ、鶏肉と
エビのソーセージ仕立て、ヨーグルトソルベ）

1/15（木） 盛りだくさんの海の幸メニュー（前菜・ホタテのタルタル、馬刺しのカルパッチョ、ブイ
ヤベース サフランライス添え）

2/19（木） 冬のビストロメニュー（白身魚のポワレ、紫いもと白玉のジェラート）

3/12（木） 食物繊維たっぷりメニュー（鴨と野菜のポトフ仕立て、洋風ぜんざい）

　時代劇の華・チャンバラ。斬る、斬られる、という非日常の世
界でストレスをすっきり解消しましょう ! 時代劇の名場面に
ついてのレクチャーを行った後、姿勢、足さばき、帯の結び方
などの基礎から、木刀を使った実技指導を行います。講師が主
宰する道場（府中市）での身が引きしまる稽古も !

【会場】 古石場文化センター

時代劇の所作と殺陣（たて）

講師：高瀬將嗣（右）

手芸・工芸

　「オーブンクレイ」は、天然石やベネチアンビーズのような仕
上がりになるクレイアートです。軽くて扱いやすいので、手軽
に素敵なアクセサリーや雑貨を作ることができます。
〈主な内容〉 ● 雪の結晶柄作りとジンジャークッキー
● 梅柄づくりと来年の干支「未（ひつじ）」
● 桜柄づくりとトンボ玉アクセサリー（ストラップなど）

【会場】 豊洲文化センター

楽しく作るクレイアート

ジンジャークッキー

　プリザーブドフラワーは、花や葉を特殊溶液に浸
け、水分を抜いて、着色したもので、生花よりも長く
色やかたちの美しさを楽しむことができます。この
プリザーブドフラワーを使って4つのアレンジメント
を楽しみます。最後にアレンジ用のオリジナル花器
も手作りします。
〈主な内容〉 ● プリザーブドフラワーの基本知識、扱い方
●季節のアレンジメントを楽しむ（クリスマス、お正月など）

【会場】 東大島文化センター

はじめてのプリザーブドフラワーアレンジメント

基本のアレンジ クリスマスアレンジ

　和紙とメタルを使って、ぬくもりのあるライト
2点を制作します。初心者の方向けに、基礎となる
作品を作りながら、道具の使い方、素材の特徴、安
全上の注意などを学びます。

【会場】 東大島文化センター

てづくりの灯り

制作作品①
「ハートライト」

制作作品②
「かぼちゃのライト」

地域理解・散策

　作家・池波正太郎の作品から浮かぶ、本所・深川の風景を、歴史視
点で追いかけます。『鬼平犯科帳』シリーズをもとに、主人公たちが
活躍した時代を講義で学び、その風景をたどって町歩きを行いま
す。各回テーマとする作品を読んでいただくと、さらに楽しみが深
まります。※外出時の保険料はその都度徴収。
〈主な内容〉
● 江戸のリゾート向島・北本所をめぐる
● 鬼平青春の地 深川六間堀と両国界隈をめぐる
● 江戸のフロンティア洲崎・深川八幡から永代橋へ 【会場】 森下文化センター ほか

本所・深川散歩 ～池波正太郎の作品風景～

池波正太郎 著
『鬼平犯科帳 七』
（文春文庫）

　深川は多くの蔵が立ち並ぶ物流の拠点でした。物流に大きな役割を果たしているの
が「問屋」の存在です。肥料問屋など深川にあった多くの問屋について学び、江戸と明
治の経済に深川が果たした役割を考えます。 ※観覧料が別途かかります。
〈主な内容〉 ● 江戸の物流と深川の役割 ● 明治・大正期の肥料問屋
● 干鰯問屋の拠点・浦賀を知る ほか 【会場】 古石場文化センター

問屋と深川 ～江戸と明治の経済を支えたまち～

　江戸時代から続く、べっ甲細工の職人の技と作品に触
れます。江東区無形文化財の磯貝實氏のほか、弟子でもあ
る3人の跡継ぎについてもクローズアップ。工房・店舗見
学のほか、最終回には作品制作にもチャレンジできます。
〈主な内容〉
● 職人の工房を見学 ● 店舗見学（浅草店・亀戸店）
● べっ甲細工の製作（体験） 【会場】 亀戸文化センター ほか

亀戸まちのマイスター ～ベッ甲イソガイ～

色合いと軽さ、肌触りが魅力の
「べっ甲細工」

　江戸時代に作られた江東区六川について、歴史や役割、周辺の変遷等を古文書や外
出講義を通して学んでいきます。 【会場】 東大島文化センター ほか

江東区の主要な川「六川」を巡る ～古文書に見る深川城東の川～

10/18（土） 講義：古文書に見る「小名木川」の歴史と周辺の変遷

11/1（土） 外出：中川船番所資料館見学、リバーウォーク小名木川「塩の道」を歩く

11/15（土） 講義：古文書に見る「大横川・堅川」の歴史、沿岸の木材産業

11/29（土） 外出：船で行く「小名木川」+まちあるき「大横川」沿岸を歩く

12/13（土） 講義：古文書に見る「仙台堀川・横十間川」の歴史と周辺の人々

1/17（土） 外出：まちあるき「仙台堀川・横十間川」を辿る

1/31（土） 講義：古文書に見る「旧中川・北十間川」の歴史と名所

2/14（土） 外出：リバーウォーク「旧中川・北十間川」を辿る

　近代建築から最新の超高層建築までを取り上げます。都内に現存する名建築の写真
と楽しい解説を通して建築の技術・デザイン・構造について学びます。2020年東京オリ
ンピック・パラリンピックスタジアムも取り上げます。 【会場】 東大島文化センター ほか

近代から未来へ! 東京の名建築

10/22（水） 西洋建築がやってきた：旧岩崎邸、旧古河邸、ニコライ堂 ほか

11/5（水） 駅舎建築と橋梁：両国駅、東京駅、上野駅、勝鬨橋、万世橋、聖橋、八幡橋 ほか

11/23（日・祝）見学会：国立西洋美術館、国立科学博物館等、東京国立博物館（館内見学） ほか

11/26（水） 身近な近代建築：三野村株式会社、村林ビル、清洲寮、旧東京市営店舗向住宅 ほか

12/17（水） 集合住宅： 清洲寮、白髭団地、木場公園三好住宅、東雲キャナルコートCODAN ほか

1/21（水） 大きなものをつくる技術：高層ビル、オリンピックスタジアム ほか

2/4（水） 学校建築：早稲田大学、東京大学、常盤小学校、城東小学校、泰明小学校 ほか

2/8（日） 見学会：常磐小学校校舎、城東小学校校舎見学 ほか

　今から50年前、オリンピックに湧く江東区には、日本を代表する名門の鉄道車両工
場がありました。それが、23区でただ1つの国鉄指定車両製造工場であった汽車会社、

「汽車製造株式会社東京製作所」です。
　砂町の、都電が脇を走るあの塀の向こうでは、こどもたちのあこがれの車両たちが
続々と生まれていたのです。
　江東区から生まれた鉄道車両のことから始めて、日本の鉄道の、あのころと将来の
ことを考えてみましょう。 【会場】 砂町文化センター

砂町生まれの超特急 ～汽車会社と新幹線～

　まちあるきの面白さ、それは歴史を「実感」することです。北砂・南
砂・東砂…エリアごとに歩きながら、それぞれの地域の歴史について
一緒に考えてみませんか。私たちの住む江東区・砂町の魅力を「再発
見」しましょう。
〈主な内容〉 ● まちの歴史Ⅰ 北砂エリア
● まちの歴史Ⅱ 南砂・東砂エリア
● まちあるき 砂町再発見  北砂エリア ほか

【会場】 砂町文化センター

砂町再発見

名所江戸百景 砂むら元八まん
（ 江東区教育委員会所蔵、 

写真提供 中川船番所資料館）

　江東区内に点在する江戸時代半ばの老中・松平定信関連の史
跡を巡り、併せて「そこに行けば江東区の歴史を学ぶことのでき
る」区内の展示施設に足をのばします。
〈主な内容〉
● 講義3回  ●松平定信の生涯 ●寛政の改革の経済政策と棄捐令 

●定信の老中就任の謎を解く
● 外出3回  ●定信ゆかりの地 江東区白河 ●定信の庭園「深川海荘

（はまやしき）」と古石場 
●池田冠山をたずねる定信を偲んで小名木川をあるく

【会場】 総合区民センター ほか

松平定信と江東 ～定信の史跡と江東区の展示施設をあるく～

松平定信海荘
（国立国会図書館所蔵）

　財団情報紙「カルチャーナビKOTO」のコラムを担当している泉麻人
さんとともに、江東区の名所を歩いてみませんか。地域の新しい魅力を
発見しましょう。
　江東区が誇る、粋な下町空間。泉さんとともに、感動をあじわいましょう。
〈主な内容〉 ● 石田波郷を訪ねて ● 小津が生まれた街を歩く
● 梅まつりと亀戸周辺 ● 江戸の香りが残る清澄白河 ほか

【会場】 江東区文化センター ほか

泉麻人と行く「江東名所案内」

講師 泉麻人

　江戸時代の老若男女も楽しんだ、江東観光の魅力を、ご一
緒に再発見する旅に出かけてみませんか? 散策のほか、江戸
の味を今に伝えるお店での食事も楽しみます。
〈主な内容〉 ● 江戸の旅文化（座学）
● 深川散策と江戸寿司を楽しむ（散策）
● 亀戸散策と江戸割烹を楽しむ（散策） ほか

【会場】 亀戸文化センター ほか

江東区文化観光ガイド養成プレ講座～ おいしく学ぶ江戸の旅

客でにぎわう「二軒茶屋」
（江戸名所図会より）

　亀戸に縁の深い浮世絵師・五渡亭国貞（三代豊国）の人生と作品
の魅力に迫ります。太田記念美術館の特別展『没後150年記念 歌
川国貞』見学、ゆかりの地・亀戸を歩く「まちあるき」、講師の渡邉晃
さんとアートテラー・とに～さんの対談ありの充実したカリキュ
ラムをご用意しています。
〈主な内容〉 ● 国貞の人生を追う! －幕末の大物浮世絵師の素顔－
● 特別展『没後150年記念 歌川国貞』見学（太田記念美術館） ほか

【会場】 亀戸文化センター ほか

五渡亭国貞 ～三代豊国物語～

「星の霜当世風俗（蚊やき）」
（太田記念美術館蔵）

こども・親子

　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
どもと付き合う方法も学びます。
※ 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。
〈主な内容〉  ●新聞紙で遊ぼう 

● 大きなタワーをつくろう ほか
【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～

大きなタワーを作ってみよう!

　2・3歳児対象の親子英語リトミックが始まります。まだ年齢が早いと感じるかもしれ
ませんが、先生の表情やジェスチャー、ピアノの音を通して、英語という言語を身近に
感じてみましょう。
〈実施日〉 12/5・12、1/16・23、2/13・27、3/13・27 【会場】 総合区民センター

未就学児のための親子英語リトミック

ダンス・健康

　男性は身体が固いのですが、呼吸に合わせて、ゆっくり
と動かしていくと思っているよりも大きく伸びやかに動く
ことに気づきます。身体の緊張を和らげ最後に仰向けに
なった時、呼吸が静かになります。ヨーガを通してご自分
の心身の確認をしてみませんか。 ※男性限定クラスです。
〈主な内容〉
● ヨーガを通して呼吸法や体の緊張のほぐし方を学ぶ

【会場】 森下文化センター

グループサークルサポート事業 男性のリラックスヨーガ

ヨーガ風景

　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。 
※女性限定クラスです。 【会場】 豊洲文化センター

美BODYをめざすシェイプアップエクサ

講師 大久保こず枝

　手軽に試せる「2種類の癒し」を提供します。「龍村式ヨガ」は眼・指・
耳を揉みほぐすことにより脳の活性化を図り、自然治癒力を高めま
す。併せて、呼吸法、呼吸体操、ヨガ実践まで体験します。
　「フラワーエッセンスヒーリング」は、花のエッセンスを用いて心の
調和をもたらすというリラクゼーションです。フラワーエッセンスと
は何か? から始まり、使用方法のレクチャー、ヒーリングの実践まで
を体験します。
　「心」と「身体」の癒しを生活に取り入れて明るく健康に過ごしましょう。

【会場】 東大島文化センター

手軽にリラックス ～眼・指・耳ヨガ&フラワーエッセンスヒーリング～

龍村式ヨガ
講師 遠藤孝之

　施設の館内放送やイベント会場での場内アナウンスなどに活用で
きる技術を習得してみませんか。実践的かつ効果的に、短期集中での
習得をめざします。最終回の12月21日（日）（午後を予定）は、亀戸地域の
商店街とのタイアップで実際にアナウンス体験ができます。
※男女を問わず、受講できます。
〈実施日〉  12/1（月）、12/7（日）、12/14（日）、12/15（月）、12/21（日）
【会場】 亀戸文化センター

あなたの声で商店街を元気に!  アナウンス入門教室

講師 藤原正久

文学・歴史

　英一蝶は、江戸時代元禄期に活躍した絵師。自ら太鼓持ちになって、
描いた風俗画は、文化的価値が非常に高いと言われます。俳句や釣りな
どにも造詣が深く、宝井其角や紀伊国屋文左衛門とも交友がありまし
た。江東区白河には、宜雲寺（別名一蝶寺）があり、江東区との縁が深い
ことで知られています。
〈主な内容〉
● 英一蝶と江戸狩野派
● 英一蝶と江東区
● 英一蝶研究のあれこれ

【会場】 江東区文化センター

英
はなぶさいっちょう

一蝶と江戸絵画 ～深川が生んだ江戸絵画のスーパースター～

芭蕉柳図
（江東区芭蕉記念館蔵）

　波郷の主たる俳句観である「有季定型」を念頭に置
いた実作講座です。句会を毎回行います。
※ 毎回宿題があります。俳句の実作経験のない方で

も参加できます。
〈主な内容〉 ● 句会の基本 ● 句会実践● 吟行句会
【会場】 砂町文化センター

俳句実作講座 ～句会体験と波郷の面影を追う～

吟行の様子

　古絵図には江戸の居酒屋文化の具体的な様子が描かれていま
す。当時、いかにして居酒屋が登場し、現在の形に進化していった
のか、そこで酒を飲む人たちにどんなドラマが繰り返されていたの
か。現在の居酒屋との違いを講師が独得の話術で語っていきます。
はじめて明らかにされる居酒屋の歴史! !
〈主な内容〉 ● 居酒屋の登場～発展、居酒屋の店構え
● 居酒屋の客：客層、酒のみ風景とスタイル
● 江戸時代に飲まれた酒：下り酒と庶民の酒 ● 見学：都内酒蔵
● 居酒屋メニューの成立：肴、つまみ、惣菜 ● 見学：江東区の居酒屋

【会場】 東大島文化センター

江戸時代の居酒屋文化

講師著書

　来年、平成27年は、川柳が17音独立文芸として確立する契機となった『誹風柳多留』
刊行250年の節目に当たります。すべての事象を端的におもしろおかしく捉える、また、
俳句のようにシバリの無いコトバのトレーニング=「川柳」を学んでみませんか。

【会場】 古石場文化センター

～川柳の原点『柳多留』250年を期に～ 川柳入門

11/26（水） 川柳とは：形式と表現、効用、歴史、素材の見つけ方

12/10（水） 講義： 川柳のコツ・年頭吟について、実作「クリスマス」「年の瀬」

12/24（水） 講義： 社会を読む（時事川柳）、実作「今年の10大ニュース」「年頭吟」

1/7（水） 講義：私を読む（心の川柳）、実作「新年の行事」

1/14（水） 講義：川柳の楽しみ（川柳の文化）、実作「私を詠む」

2/4（水） 作品鑑賞（互選）、実作（色紙に自信作を書す）

　江戸のくらしを経済から紐解き、その文化を学びます。NHKな
ど多くの時代劇における「考証」を手がける講師による、生活に密
着した「お金」の話を通じて、大都市に生きる人々の生活に思いを
馳せてみませんか。 【会場】 総合区民センター

八百八町 いきなやりくり

12/3（水） 見学：深川江戸資料館～江戸理解のために～

12/10（水） 講義：百万都市の経済の仕組み

12/17（水） 講義： 江戸っ子は何を食べていたか～米と地回りのもの～

1/14（水） 講義：江戸の武家の生活と金貸し

1/21（水） 講義：町人たちの日常生活

1/28（水） 講義：消費生活がもたらした江戸文化
講師著書
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お申込み
期間

9月10日（水）
～24日（水） 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

総合区民センター ☎3637-2261
砂町文化センター ☎3640-1751
※ 砂町文化センターは改修工事のため、平成26年9月30日㈫まで休館中です。休館

中は江東区文化センターへお申込みください。業務開始は、10月1日㈬からです。

…………………………… 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

東大島
江戸時代の居酒屋文化【200335】 新規講座

食文化史家 飯野亮一

古文書や古絵図を用いて、現在と江戸
時代の居酒屋文化を比較し、歴史やそ
の変遷を解説します。

木
6

講義19:00～21:00
外出14:00～16:00
10/23～3/12

25 5,000円
300円

砂町
俳句実作講座～句会体験と 
波郷の面影を追う～【200347】 新規講座

俳句結社「鶴」主宰 鈴木しげを ほか

波郷の主たる俳句観である「有季定型」を
念頭に置いた実作講座です。句会を毎回
行います。 ※毎回宿題があります。俳句
の実作経験のない方でも参加できます。

土
5

13:30～16:00
11/1～1/24 25 5,000円

300円

総合区民
八百八町 いきなやりくり 
【200310】 新規講座

江東区文化財保護審議会委員 北原進

NHKなど多くの時代劇における「考証」
を手がける講師をお招きし、江戸のくら
しを経済から紐解き、その文化を学び
ます。

水
6

14:30～16:00
12/3～1/28 30 5,000円

500円

書道・絵画

東陽町
線力アップ！鉛筆デッサン入門
【200231】 新規講座

画家・映像作家 羽川幸一

水彩画やスケッチ画の基礎であるデッサ
ンを学びませんか。質感表現ができるこ
とを目標に、鉛筆を使って大胆に気持ち
よくのびのびと線を描いてみましょう。

火
8

19:00～21:00
10/14～2/10 30 7,500円

800円

東陽町
書道教室【200224】
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できます。

木
17

18:30～20:00
10/30～3/12

若干名
(30)

18,000円
300円

東陽町
橘右近寄席文字教室【200225】

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
10/16～3/5

若干名
(25)

21,000円
1,600円

森下
描いて楽しいチョークアート
【200262】 新規講座
モニークチョークアート協会認定講師 町田美佐

チョークアートはカラフルでアーティ
スティックな色使いのアートです。季節
のイベントをテーマに楽しく描いたら、
触っても消えないように加工を施して
素敵に飾りましょう。

木
5

14:00～16:00
11/13～3/19 20 6,500円

6,000円

豊洲
江戸文字教室～勘亭流～【200182】

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味わってみませんか。

水
10

19:00～20:30
10/22～3/25

10
(25)

17,000円
6,500円

東大島
日本画教室【200236】

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
11/7～3/13

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～【200354】

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。はじ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
11/13～2/19 20 12,000円

2,000円

総合区民
実用書道～暮らしに生かせる書～【200188】

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。

水
17

19:00～20:30
10/15～3/4

若干名
(25)

14,500円
4,500円

手芸・工芸

森下
仏像彫刻(協力講座)【200267】
大仏師 からくさ彫刻学苑長 大川幸太郎 ほか

初心者は仏像彫刻の基本の技を習得
し、地紋や円空仏を彫り上げます。経
験者は天部・観音・如来のいずれかを
彫り上げます。

土
6

10:00～11:30
9/13～11/22

若干名
(15)

（初心者）
8,400円
5,000円
（経験者）
8,400円
15,000円

豊洲
楽しく作るクレイアート【200325】 新規講座

アトリエ椿納言主宰 Miya HONDA

オーブンクレイ(ポリマークレイ)を
使って、季節を感じさせるアクセサ
リーや小物を作成します。

土
5

14:00～16:30
11/22～3/21 20 6,000円

5,000円

東大島
てづくりの灯り【200339】 新規講座

アトリエ「PAPERMOON」主宰、照明塾 師範  
冬野朋子

和紙を使って、ぬくもりのあるライト
を作ります。基礎となる作品を作りな
がら、道具の使い方、素材の特徴、安全
上の注意点などを学びます。

木
5

18:30～20:30
10/23～12/11 16 8,500円

8,000円

東大島

はじめてのプリザーブドフラワー 
アレンジメント【200340】 新規講座
シトリンコミュニケーションズ㈱代表取締役社長 

築比地迪江

生花よりも長く色やかたちの美しさを楽
しむことができるプリザーブドフラワー。
さまざまなアレンジメントを楽しみます。
気軽に始めてみたい方に最適の内容です。
最後にアレンジ用の花器も手作りします。

木
5

14:30～16:30
10/23～2/19 20 7,500円

9,000円

音楽

東陽町

ヴォイストレーニング＆J-POPの 
名曲を歌おう！【200229】 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
10/30～2/19 30 10,100円

200円

森下
うたう･楽しむ･元気がでる  
童謡・唱歌の世界【200257】

声楽家 前野邦子

誰もが耳にし、口ずさんだことのある懐
かしい童謡・唱歌を楽しみながら歌いま
す。3/1㈰には成果発表会に出演します。

木
17

14:00～15:30
10/30～3/5

若干名
(40)

18,000円
500円

森下
森下女声コーラス【200256】

聖徳大学兼任講師 佐藤亘弘

和やかな雰囲気の中で、四季折々にち
なんだ歌を練習しています。季節を感
じながら楽しく歌いましょう。3月に
は森下文化センターで開催する成果
発表会に出演します。

火
17

18:30～20:00
11/4～3/17

若干名
(30)

14,000円
1,000円

豊洲
世界の愛唱歌を歌おう【200324】 新規講座

二期会会員 山本ひで子

日本・イタリア・ドイツなど、世界で歌われ
ている有名な曲を中心にグループレッスン
のスタイルで、楽しみながら学び歌います。

土
12

18:00～19:30
10/18～2/21 22 14,000円

500円

東大島
実践カラオケ教室【200235】

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。

金
8

14:30～16:30
11/7～3/6

10＊
(60)

10,100円
300円

東大島 
東大島女声コーラス・午前【200238】

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。最終日2月22日㈰には成
果発表会に出演します。※見学日は9
月26日㈮、27日㈯です。〔要申込み〕

土
15

10:00～12:00
10/11～2/22

若干名＊
(25)

13,700円
500円

東大島 
東大島女声コーラス・夜間【200237】

日本オペラ協会会員 福山恵
金
15

18:30～20:30
10/10～2/22

10＊
(25)

13,700円
500円

ダンス・健康

東陽町
バレエエクササイズ【200056】

石井清子バレエ研究所教師 丸山かおる

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
10/28～3/24

10
(30)

13,000円
なし

東陽町
ジャズダンス【200226】

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。前期からの継続講座ですが、途
中入講も可能です。

火
20

19:00～20:30
10/14～3/17

10
(40)

17,600円
なし

森下

グループサークルサポート事業  
男性のリラックスヨーガ 
【200358】 新規講座

ヨーガ講師 田辺裕子

男性は身体が固いのですが、呼吸に
合わせて、ゆっくりと動かしていくと
思っているよりも大きく伸びやかに動
くことに気づきます。身体の緊張を和
らげ最後に仰向けになった時、呼吸が
静かになります。ヨーガを通してご自
分の心身の確認をしてみませんか。

水
12

18:30～20:00
10/8～3/25 8 12,000円

なし

豊洲
美BODYをめざすシェイプアップエクサ
【200328】 新規講座

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ストレ
ス解消を楽しみましょう。 ※女性限定

木
10

20:00～21:00
11/6～2/5 30 8,000円

豊洲
初心者のためのベリーダンス
【200183】

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
10/23～3/5

10
(22)

16,000円
なし

豊洲
タップダンス教室 入門・初級【200180】
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
11/1～3/14

5
(20)

13,000円
なし

東大島

手軽にリラックス～眼・指・耳ヨガ＆フ
ラワーエッセンスヒーリング～ 
【200338】 新規講座

龍村式ヨガマスターインストラクター 遠藤孝之 ほか

「龍村式ヨガ」は眼・指・耳のまわりを揉
みほぐすことにより脳の活性化を図
り、自然治癒力を高めます。「フラワー
エッセンスヒーリング」では、花のエッ
センスを用いて心の調和をもたらすと
いうリラクゼーションを体験します。

土
8

10:30～12:00
10/18～1/31 22 7,900円

1,100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

東大島
ピラティス・男性クラス【200242】
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

19:30～21:00
10/25～3/14

5
(20)

10,100円
1,000円

東大島
ピラティス・女性クラス【200241】
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

17:45～19:15
10/25～3/14

若干名
(20)

10,100円
1,000円

砂町
ヤング☆ハワイアン【200353】
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
15

19:00～20:30
11/5～3/11 40 12,000円

なし

総合区民
女性のための健康法2・陰陽ストレッチ
エクササイズ【200306】 新規講座

ボディケアトレーナー Mana

「陰陽ストレッチエクササイズ」はカラダの
気(元の気)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。年齢に関係なく受講できます。

火
10

10:00～11:30
10/21～3/17 30 11,000円

なし

総合区民 健康のヨガ【200289】
㈱フクシ・エンタープライズ派遣講師

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。

金
17

18:45～20:00
10/10～3/6

若干名
(40)

8,000円
200円

趣味・実用

森下
はじめてのミニ盆栽～秋冬編～ 
【200261】 新規講座

西林ｓｏｂｏｋｕ主宰　盆栽作家 橋口りか

四季の移ろいをお部屋で楽しめるミ
ニ盆栽。今回は、お正月飾りや陶板植
えにも挑戦します。ミニ盆栽の魅力に
はまる講座です。

日
5

10:00～11:30
11/16～3/15 20 8,500円

15,000円

森下
プロに学ぼう！マンガ道場【200259】

漫画家 江波じょうじ

道具の使い方から始め、キャラクター
作りなど、漫画を描くために必要なテ
クニックを学びます。レベル別での指
導のため、初心者でも大丈夫です。

土
10

14:00～16:00
11/8～3/28

10
(20)

14,000円
1,000円

森下
フォト森下(協力講座)【200265】 
(デジタル一眼撮影術)

写真家 鷹野晃

平成25年度開講「はじめてのデジタ
ル一眼撮影術」講座が、協力講座とし
て活動中。実際に外出しての撮影会や
写真の講評などを行います。

土
13

14:00～16:00ほか
10/18～3/28

若干名
(20)

15,000円
実費

古石場
時代劇の所作と殺陣【200319】 新規講座
芸道殺陣「波濤流」高瀬道場顧問 高瀬將嗣 ほか

時代劇の華・チャンバラ。斬る、斬られる、と
いう非日常の世界でストレスをすっきり解
消！姿勢、足さばき、帯の結び方などの基礎
から、木刀を使った実技指導を行います。

土
10

10:00～11:30
10/25～2/14 24 18,000円

500円

古石場

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(基礎編) 
【200320】 新規講座

PAエンジニア 吉村文男

オーディオにスポットを当て、再生機
器やレコードとCD音源の違いについ
て講義。PAエンジニアの先駆けとし
て40年の経験を持つ講師が作り出す
音の違いを体感してみませんか。

火
6

19:00～20:30
10/28～2/10 30 6,000円

200円

亀戸
初心者大集合！DIY実践講座【200185】
LLP TANOKDIYアドバイザー ほしのてつ ほか

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。最
終回の11月29日㈯（午前予定）はホー
ムセンター見学会を予定しています。

金
7

19:00～20:30
10/17～11/29

5
(20)

7,000円
3,500円

亀戸
「日本のワイン」応援団・ 
呑みたび＠亀戸【200332】 新規講座

発酵文化応援団 喜連川麻理

さまざまな視点から日本各地のワイ
ンの楽しさに触れていく講座です。
※20歳以上の方に限ります。

月
5

19:00～20:30
10/20～2/2 15 4,200円

4,000円

亀戸
あなたの声で商店街を元気に！  
アナウンス入門教室【200345】 新規講座

フリーアナウンサー 藤原正久

施設の館内放送やイベント会場での場
内アナウンスなどに活用できる技術を
習得してみませんか。実践的かつ効果
的に、短期集中での習得をめざします。

日・月
5

㈰10:00～12:00
㈪19:00～21:00
12/1～12/21

15 8,500円
400円

東大島
ペン習字教室【200233】
文部科学省認定社会通信教育講師 大原一紗

バランスのとれた読みやすい字体を
身に付けます。長年の癖字も改善しま
す。

月
10

10:30～12:00
10/27～3/9

15
(25)

11,000円
1,000円

総合区民
忙しくても手作り 時短料理 
【200309】 新規講座
元女子栄養大学生涯学習講師 小山朝子 ほか

時間がなくても手作りの料理を食べた
い、家族に食べさせたい人のため、短時
間で美味しく、見た目も良い食事の作り
方を学びます。手間を省く万能ソースの
作り方、作り置き惣菜、おかずの種から、
さまざまな料理へのアレンジ方法など、
毎日の食事にぜひ活用してください。

水
5

18:45～20:30
10/29～2/4 24 7,500円

4,000円

総合区民

500kcalのごちそうメニュー
【200307】 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

食事が健康な毎日をつくり、エネルギーや活力
になるだけでなく楽しみや生きがいにもなり
ます。1日1500kcalといわれるとわかりにく
い食事量も1食500kcal×3食と考えると目
安が容易になります。総合病院の専門調理師で
コース料理を担当している講師のレシピです。

木
6

10:30～13:00
10/23～3/12 30 7,500円

5,500円

こども・親子

東陽町
ジュニア・ダンスミックス 
【200227】 

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！

火
17

17:15～18:15
10/28～3/24

15
(30)

18,100円
なし

森下
CHILD ART CLUB 
～描く・作る・楽しむ～【200260】
イラストレーター・絵本作家 さくらせかい

現役の絵本作家が講師です。使い慣れた
画材で、のびのびと自由な発想で絵画や
工作を楽しみましょう。小学生対象です。

土
10

10:00～11:30
10/25～3/7

若干名
(20)

12,000円
600円

森下
キッズチアダンス 
～ソングリーディング～【200258】
㈱WING DANCE PROMOTION 小髙智織

ポップな音楽に合わせて踊る、チアダンスにチャ
レンジ！ダンスが初めてでも大丈夫。発表会を目
指して、元気いっぱい楽しく踊りましょう。組体操
や側転などは行いません。小学生対象です。

木・日
15

16:30～18:00
11/6～3/1

25
(50)

11,000円
1,000円

古石場

たいけんはっけん  
親子で学ぶ理科・社会【200312】
㈱ユーグレナ研究開発部主任研究員 岩田修

一般社団法人宇宙エレベーター協会会長 大野修一 ほか

「ミドリムシ」「宇宙エレベーター」「天気」
のお話を聞いたり、紙の博物館、物流博
物館を見学したりします。小学校3年生
以上の児童とその保護者が対象です。

土
5

13:30～15:30
11/15～3/14

親子7組
(20組)

6,000円
2,000円

亀戸
こどものための演劇教室【200341】

東京学芸大学名誉教授 小林志郎

演劇は単に演技をするだけのもので
はなく、自己表現や友達とのコミュニ
ケーション能力の向上にも役立ちま
す。小・中学生対象です。

日
10

10:00～11:20
10/26～3/8

5
(20)

7,500円
200円

亀戸 こどものための三味線教室【200321】
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。小・中学生対象です。

日
10

14:00～15:00
10/26～3/8

3
(15)

13,400円
7,300円

東大島
こどものためのクラシックバレエ
ABCクラス【200239】
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。4歳から小学4年
生対象です。在籍は小学6年生まで。
※砂町文化センターの「こどもバレエ教
室」との重複受講はできません。

土
15

13:00～16:00
各クラス1時間
11/1～3/7

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【200240】

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。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。小学5年生から中学3年生で5年以
上の経験者対象です。 ※砂町文化セン
ターの「こどもバレエ教室」との重複受講
はできません。

土
15

16:10～17:30
11/1～3/7

若干名
(20)

14,200円
500円

砂町

こどもバレエ教室 
～初心者クラス～【200356】

石井清子バレエ研究所教師  
永田明日香・中島郁美

初心者対象クラスです。平成26年4月2日
時点で、満4歳から小学3年生までが対象
です。在籍は小学6年生まで。 ※東大島
文化センターの「こどものためのクラシッ
クバレエ」との重複受講はできません。

水
15

15:00～15:50
11/5～3/25 20 12,000円

なし

砂町

こどもバレエ教室 
～経験者クラス～【200357】

石井清子バレエ研究所教師  
永田明日香・中島郁美

経験者対象クラスです。小学4年生か
ら6年生までが対象です。在籍は小学
6年生まで。 ※東大島文化センター
の「こどものためのクラシックバレエ」
との重複受講はできません。

水
15

16:40～17:40
11/5～3/25 10 12,500円

なし

砂町
こどもとアート～親子で造形コミュニ
ケーション～【200355】 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
11/30～1/18 親子10組 8,000円

300円

総合区民
未就学児のための親子英語リトミック
【200327】 新規講座

リトミックスクールリトルドリーマー派遣講師

日本語と英語のリズムの違いを感じなが
ら、ピアノの音に合わせて親子一緒に楽
しく身体を動かしましょう。身体の動き
を通して自然に、表現力、想像力、集中力が
身についていくよう学びます。

金
8

10:45～11:30
12/5～3/27 親子15組 14,000円

1,000円

※ 砂町文化センター講座は、9月末まで休館中
のため、10月17日（金）まで受付をします。

　（英会話講座のみ10月3日㈮まで受付）
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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
眠っている未完成作品を完成させましょう!!

場所：南砂2－3

豊洲ジュニアバレエ
豊洲文化センターレクホール
（木）PM3：50～
※初心者大歓迎
豊洲

（3才～）見学・体験可

（火）・（木）・（金）・（土）
※ベビークラス（土） 生徒募集中

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優秀賞
のべ69名受賞、 奨励賞のべ36名受賞しました。 

豊洲・東雲
教室

リトミック 秋クラススタートします。
フェイスブックもご覧ください。

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

☎03-3644-8111
お問い合わせ：江東区文化センター

1か月 12,000円

砂町生まれの超特急
（砂町）

講師 三橋美穂
人生がきらめく 快眠メソッド60

（豊洲）

講師 阿部誠
ソムリエ阿部誠とぶどう酒を楽しむ

（総合区民）

ミドリムシ（ユーグレナ）
たいけんはっけん親子で学ぶ理科・社会

（古石場）

講師 泉麻人
泉麻人と行く「江東名所案内」

（東陽町）

講師 北進一
日本の仏像史
（森下）

お正月のアレンジ
はじめてのプリザーブド
フラワーアレンジメント

（東大島）

講師 喜連川麻理
「日本のワイン」

応援団・呑みたび@亀戸
（亀戸）

● 新規講座 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。
● グループ・サークルサポート事業とは、グループやサークルが企画した講座を、広報・施設利用

などの面から森下文化センターがサポートして実施する事業です。
● 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。該当講座には募集人数の後に＊を表示しております。
● ※1：砂町文化センター「映画に学ぶ英語表現」「OMOTENASHI英会話」は、自分の英語力のレ

ベルの確認のために、英会話ガイダンスを受けることができます。（D面参照）

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26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

亀戸
ワークショップ 亀戸まちの単語帳
「かめたん」を作ろう【200346】 新規講座

芝浦工業大学教授 志村秀明 ほか

亀戸のまちの面白いスポットを単語
帳という形にまとめた「かめたん」を、
ご一緒にリニューアルしてみません
か。

土・木
6

土14:00～16:30
木19:00～21:00
10/2～11/22

10 1,000円
500円

地域理解・散策

東陽町
泉麻人と行く「江東名所案内」
【200215】 新規講座

作家・コラムニスト 泉麻人

財団情報紙「カルチャーナビKOTO」のコ
ラムを担当されている泉麻人さんととも
に、江東区の名所を歩いてみませんか。

講義
外出
土
5

13:00～14:30
11/22～3/7 20 7,200円

300円

森下
本所・深川散歩～池波正太郎の作品風景～
【200252】 新規講座

川村学園女子大学講師 小林信也

作家・池波正太郎の作品から浮かぶ、本所
深川の風景を、歴史視点で追いかけます。
名作の主人公たちの時代を講義で学び、そ
の後作品風景をたどる散策講座を行いま
す。 ※外出時の保険料はその都度徴収。

水
6

14:00～15:30
または

13:30～15:30
11/26～3/11

25 6,000円
300円

古石場
問屋と深川～江戸と明治の経済を支えた
まち～【200315】 新規講座

中川船番所資料館 久染健夫 ほか

物流にあたって大きな役割を果たしてい
るのが「問屋」。深川にあった多くの問屋
について学び、江戸と明治の経済に深川
が果たした役割を考えます。外出講義も
あります。（入館料別途徴収）

金
7

14:00～15:30
10/17～1/30 30 5,500円

500円

亀戸
亀戸まちのマイスター ベッ甲イソガイ
【200342】 新規講座

江東区無形文化財 磯貝實 ほか

江戸時代から続く、べっ甲細工の職人
の技と作品に触れます。工房・店舗見
学のほか、最終回は作品制作にもチャ
レンジします。

火
4

10:30～12:00
10/21･10/28・
11/18・11/25

10 500円
2,500円

亀戸
江東区文化観光ガイド 養成プレ講座 
おいしく学ぶ江戸の旅【200343】 新規講座

川村学園女子大学講師 小林信也 ほか

江戸の人々も楽しんだ江東観光の魅
力を、散策と食事をとおし再発見。
※教材費のほか、食事代は実費徴収と
なります。

火
5

10:00～12:00
11/18～3/10 25 4,500円

300円

亀戸
五渡亭国貞 
～三代豊国物語～【200344】 新規講座

太田記念美術館主任学芸員 渡邉晃 ほか

亀戸に縁の深い浮世絵師・五渡亭国貞
(三代豊国)について、その人生と作品
の魅力に迫ります。

金
5

14:00～15:30
10/24～12/12 25 5,500円

300円

東大島
江東区の主要な川「六川」を巡る  
～古文書に見る深川城東の川～【200334】 新規講座

江東区文化財専門員 栗原修 ほか

江戸時代に作られた江東区を代表す
る川、小名木川、大横川、仙台堀川、竪
川、横十間川、北十間川の歴史や周辺
の変遷について、古文書や外出講義を
通して学んでいきます。

土
8

講義10:00～12:00
外出9:30～12:30
10/18～2/14

25 5,900円
3,000円

東大島
近代から未来へ！東京の名建築
【200336】 新規講座

関東学院大学非常勤講師 志岐祐一

近代から2020年東京オリンピック・パ
ラリンピックまで、東京都に現存・計画中
の秀逸な建築の技術・デザイン・構造につ
いて学びます。3回目と8回目は外出講義
として、近代名建築を見学に出かけます。

水
8

講義19:00～20:30
外出13:00～16:00
10/22～2/8

※見学会は日曜日
になります。

25

6,700円
500円

（見学日は
別途実費）

砂町
砂町生まれの超特急～汽車会社と新幹線
【200352】 新規講座

鉄道史研究家 岩成政和

今から50年前、江東区には日本を代表
する名門の鉄道車両工場がありまし
た。砂町の、都電が脇を走るあの塀の向
こうでは、こどもたちのあこがれの車
両たちが続々と生まれていたのです。

土
4

14:00～15:30
11/1～12/13 30 2,000円

2,500円

砂町
砂町再発見【200351】 新規講座

深川東京モダン館副館長 龍澤潤

北砂・南砂・東砂…エリアごとに歩きな
がら、砂町の歴史について一緒に考え
てみませんか。私たちの住む江東区・砂
町地域の魅力を「再発見」しましょう。

水
5

14:00～15:30
1/21～3/11 20 5,400円

300円

総合区民

松平定信と江東～定信関連史跡と江東区
の展示施設をあるく～【200322】 新規講座

江東区文化財保護審議会委員 北原進
國學院大學講師 高澤憲治

(アシスタント：自主グループ 江戸をたずねる会)

白河1丁目の霊巌寺にねむる松平定信
の人となりやその政策を学び、関連史
跡を散策します。併せて江東区の歴史
や文化を知ることのできる展示施設
へ足を延ばします。

金
6

14:30～16:00
(講義回)

13:30～16:00
(散策回)

10/24～11/28

25 5,000円
800円

国際理解・語学
森下
古石場
東大島

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。　※補充募集です。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。
☆総合区民センターはプレディスカッションのみ実施します。

基礎英会話
東陽町・

森下・古石場・
豊洲・亀戸・
東大島・
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
ビジネスパーソンのためのやさしい基礎英語
実践英語コミュニケーション・ブラッシュアップコース

東陽町

英文法を学ぶ
～正確な英語を身につけるために～
【200213】 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
10/11～12/13 50 6,000円

2,000円

東陽町
公式問題集で学ぶ 
TOEICⓇTEST講座【200214】 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
てTOEICで自己ベストのスコアを出す
ことと、自分自身にあった継続できる学
習法を体得することを目指します。

土
10

11:00～12:30
10/11～12/13 50 6,000円

4,000円

森下 初級韓国語会話【200268】
ディラ国際語学アカデミー株式会社派遣講師

経験者対象クラス。ハングル文字の読
み書きができ、挨拶や自己紹介、定型表
現を話すことができる方が対象です。

金
17

19:00～21:00
11/7～3/13

若干名
（20）

16,000円
2,500円

森下
中国語会話（協力講座）【200263】
ディラ国際語学アカデミー株式会社派遣講師 張小兵

経験者対象クラス。ピンインの読み書
きができ、あいさつや自己紹介、定型表
現を話すことができる方が対象です。

火
14

19:00～21:00
11/4～3/17

若干名
(20)

20,000円
3,500円

亀戸
世界紀行～月一回の諸国漫郵【200311】

郵便学者 内藤陽介

旅気分を楽しむ講座です。風景写真と
ともに、郵便資料や切手から歴史などを
ひもときながら、各国・各都市の魅力を
再発見。毎回写真ハガキをプレゼント。

金
6

14:00～15:30
10/31～3/20

8
(30)

5,500円
350円

亀戸
トラベリング・コリア 
～テーマで訪ねる韓国～【200308】
コリアン・フード・コラムニスト 八田靖史 ほか

毎回、地方の銘酒・近代建築・市場探訪・電
車などをキーワードに、韓国の地方旅行を
楽しむお役立ち情報が満載の講座です。

土
8

14:00～15:30
10/11～2/21

10
(50)

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

砂町
映画に学ぶ英語表現 ※1 
～字幕なしにチャレンジ～【200349】 新規講座
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

「映画」を教材に、生きた英語表現を学
びます。あなたも字幕なしの映画鑑賞
にチャレンジしてみませんか。

土
10

13:00～15:00
11/15～2/14 15 14,000円

1,500円

砂町
OMOTENASHI英会話 ※1 
～観光ガイドをめざそう～【200350】 新規講座
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

日本を訪れる外国人観光客をサポー
トできるよう、観光客からの質問があ
りそうなケースを中心に英会話を学
びます。英検3級レベルの講座です。

土
10

10:30～12:00
11/15～2/14 20 12,000円

3,100円

鑑賞・教養

東陽町
現代の日本酒文化を探る～現代の造り
手、人気蔵のこだわり～【200217】 新規講座

名誉酒匠、漫画家 高瀬斉

日本酒の味を左右する主原料の深い話
や、伝統を守りつつ進化する現代の酒蔵
などから日本酒文化を探ります。外出講
義では蔵見学、地酒にこだわる居酒屋で
試飲、試食を行います。20歳以上対象。

講義
火
外出
土
8

19:00～20:30
10/28～1/27
外出12/20、1/10

25 8,000円
3,500円

東陽町 芸術鑑賞講座「文楽」【200211】
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、現地で文楽出演者などによる
公演の解説と文楽鑑賞を行います。

日
2

12:40～14:00
（12/14）
9:40～10:30
（2/22）

若干名
(50)

2,200円
11,000円

森下
日本の仏像史【200254】 新規講座

美術史家 北進一

私たちの記憶に残る仏の美、勇姿、寛容
…。仏像が伝来してから江戸時代まで
の、日本における造仏の歴史をたどり
ます。東京国立博物館で行われる「みち
のくの仏像」展の見学を2月6日に予定
しています。※観覧料、保険料は別途。

月
9

月 14:00～15:30
10/27～3/9
※2/6の外出のみ
金 14:00～15:30

25＊ 10,000円
300円

古石場

時代を映すスクリーン・ミュージック
【200313】 新規講座

文筆家 小林淳
無声映画伴奏者 湯浅ジョウイチ ほか

音楽は映画作品を演出する重要な要素
です。今年は「ゴジラ」の作曲家・伊福部昭
と「七人の侍」の作曲家・早坂文雄の生誕
100年にあたるメモリアルイヤー。これ
を機会に映画音楽に触れてみませんか。

土
5

14:00～16:00
11/1～3/14 30 7,000円

200円

古石場
古代オリエント美術の魅力 
～古代エジプトを中心に～【200314】新規講座

古代エジプト研究家 松本弥

古代エジプトの美術や表現の意味、何
のためにそれを残したのか、古代エジ
プト人の思いに触れて、古代美術の奥
深さをご一緒に楽しみましょう。博物
館見学もあります(入館料別途徴収)。

月・日
6

19:00～20:30
3/29のみ日中
10/27～3/29

30 5,700円
300円

古石場
大人の空想科学【200317】 新規講座

空想科学研究所主任研究員 柳田理科雄

マンガやアニメで起こった事象を科学的に
検証する『空想科学読本』シリーズの著者
がマンガの名場面などを大人ならではの
視点から考察していきます。

金
5

19:00～20:30
10/31～2/27 25 5,600円

200円

古石場

日本刀 その研ぎ澄まされし美
【200318】 新規講座

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

地球上最強の刀剣とも謳われる日本刀。
信仰の対象、権威の象徴としての側面と
ともに、その刀身本来の美しさの魅力を
考察していきます。刀剣博物館見学もあ
ります（入館料別途徴収）。

水・日
4

19:00～20:30
1/18のみ午後
11/19～2/18

25 4,500円
200円

豊洲
お肉のはなし【200329】 新規講座
全国食肉事業協同組合連合会専務理事 小林喜一

美味しい肉はどんな肉？普段から食し
ている肉について、知っているようで知
らない、さまざまな知識や魅力を試食を
交えながら食肉の専門家から学びます。

金
4

19:00～20:30
10/31～11/21 25 3,500円

なし

豊洲

人生がきらめく 快眠メソッド60 
～元気になる！やさしくなる！ひらめきを生む！～
【200330】 新規講座

快眠セラピスト／睡眠環境プランナー 三橋美穂

寝室の環境を整えることや眠りへの
準備などを学び、一日の疲れを睡眠で
リセットできるコツを学びます。

木
5

19:00～20:30
10/30～11/27 25 6,500円

200円

豊洲
豊洲おもしろゼミナール 
【200331】 新規講座

東京有明医療大学教授 坂井友実 ほか

健康に役立つ話から、舞台芸術の楽し
み方まで、幅広く学びます。地域の大
学・企業・諸機関の協力で実施します。
日本科学未来館の見学もあります。
※教材費に入館料を含む。

水
5

14:00～15:30
10/29～2/25 25 4,200円

600円

東大島
暮らしに役立つ！身近な法律 
【200337】 新規講座

弁護士 白木麗弥

相続や遺言など、日常生活にはたくさ
んの法律問題が潜んでいます。知って
いればあなたの生活に役立つ法律を
事前に学んでおきましょう。

木
5

19:00～20:30
10/16～12/11 25 4,300円

300円

砂町
ロシア音楽への招待【200348】 新規講座

桐朋学園大学音楽学部教授 西原稔   
独特の重い抒情性を特色とするロシア
音楽がどのように形成されていったのか
を、講義と実演を交えて考えていきます。

土
5

14:00～16:00
11/29～3/14 30＊ 7,500円

200円

総合区民

わくわく!!お城入門
～講義と江戸城（東御苑）見学～ 
【200305】 新規講座

城メグリスト 萩原さちこ 

「城めぐり」を10倍楽しむための入門講
座です。より深く城めぐりが楽しめるよ
う、城鑑賞のポイントや予備知識を学び、
城の魅力を再発見します。見学は土曜日
（10：00～12：00予定）に行います。

木
5

19:00～20:30
10/9～12/4 30 5,500円

300円

総合区民

ソムリエ阿部誠とぶどう酒を楽しむ
【200326】 新規講座

2002年度全日本最優秀ソムリエ 
一般社団法人日本ソムリエ協会常務理事 阿部誠

2002年度全日本最優秀ソムリエの
阿部誠氏を迎え、テイスティングをし
ながらワインの基礎知識そして楽し
さを学びます。最終日には、阿部ソム
リエがプロデュースする東京ぶどう酒
店で交流会を行ないます。

土
5

10/4、10/18、11/1は 
14:00～15:30
11/15は 

14:00～16:00
11/29は 

18:00～20:00

20 8,500円
11，500円

文学・歴史

東陽町

深川が生んだ江戸絵画のスーパースター 
英一蝶(はなぶさいっちょう)と江戸絵画
【200216】 新規講座

千葉市美術館館長 河合正朝 ほか

英一蝶は、江戸時代元禄期に活躍した
絵師です。自ら太鼓持ちになって描い
た風俗画は、文化的価値が非常に高い
といわれます。

日
5

14:00～15:30
11/16～3/15 30 5,000円

100円

東陽町
短歌のたのしみ 
～現代短歌の鑑賞と実作～【200210】

「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

19:15～20:45
10/15～2/4

若干名
(20)

11,100円
500円

古石場
～川柳の原点『柳多留』250年を期に～ 
川柳入門【200316】 新規講座
女子美術大学特別招聘教授・川柳さくらぎ主宰 尾藤一泉

すべての事象を端的におもしろおかしく
捉える、また、俳句のようにシバリの無いコ
トバのトレーニング＝「川柳」を学んでみま
せんか。講義と実作を交えて行います。

水
6

19:00～20:30
11/26～2/4 25 6,700円

300円

豊洲
武蔵野大学連携講座 徒然草を読む
【200323】

武蔵野大学客員教授 羽田昶

「枕草子」「方丈記」と並び日本三大随筆の一
つに数えられる「徒然草」の世界にひたりま
す。作者の見聞や当時の世相描写、そこから
垣間見える独特の人生観は現代の私たちに
何を語りかけ、教えてくれるでしょう。

木
6

14:00～15:30
10/23～1/8

若干名
(25)

5,500円
300円
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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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5亀戸文化センター

〒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

8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
大島小前

6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　　砂町文化センター　砂町文化センターは平成26年9月末まで改修工事に伴い休館中

7砂町文化センター

改修工事のため、上記所在地での業務開始は10月1日（水）からとなります。
〒136-0073 江東区北砂5-1-7 ☎3640-1751
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10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

⬅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 西大島駅

歩
道
橋

「映画に学ぶ英語表現」「OMOTENASHI英会話」のお申し込みを希望され、自分の英語力のレベルを確認したい方は、上記⑦～⑳のガイダンスを受けることができます。

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

9/10（水）～9/24（水）
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。

■ ■ ■ ■ ■ ■受 講 者 の 決 定
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1日（水）～8日（水）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。
※ 砂町文化センター実施の一般講座の締め切りは、10月17日（金）です。

● 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（水）～9/24（水）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

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 12,500円 3,100円 15

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

単
科
コ
ー
ス

ビジネス
パーソン
のための
やさしい
基礎英語

ディラ国際語学
アカデミー
株式会社派遣講師

「仕事の幅を広げるために英語の基礎をしっかりと身につけた
い」、「もう少し自信をもって英語を使いたい」という方向きの英
語再入門講座です。この講座では、気軽に取り組める教材を使っ
てビジネスで必要な英語力の土台づくりをしていきます。レッス
ンは、やさしい会話で文法を自然な形で覚える、興味深い物語を
読み進める、ビジネスメールの基本を覚える、報道英語に親しむ、
さらにはジョブ・インタビューまで勉強するという、バラエティ
豊かな内容です。

120
分 27,000円 1,200円 17

回
15
名

実践英語
コミュニケーション・
ブラッシュ
アップコース

さまざまな場面において自分で文章を組み立てながらアウト
プットする訓練をメインに、リスニング力の強化およびビジネス
で必要となるさまざまなシチュエーション（電話対応、ミーティ
ング、商品説明など）を扱いながら実践的なコミュニケーション
スキルを養成することを目標とします。また、スピーチ&ディス
カッションのスキルも習得できるバラエティ豊かな内容です。

120
分 27,000円 3,000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 10：30 19：00

9/19
（金）

① 古石場 
文化センター

【200372】

9/23
（火・祝）

② 森下 
文化センター

【200283】

③ 東大島 
文化センター

【200367】

9/24
（水）

④ 古石場 
文化センター

【200375】

⑤ 森下 
文化センター

【200284】

9/25
（木）

⑥ 東大島 
文化センター

【200366】

はじめての英会話
日本人講師クラス

日程 時間 会場

9/18
（木）

⑦10：00
【200368】

⑧18：45
【200369】

東大島
文化センター

9/19
（金）

⑨10：00
【200361】

⑩18：45
【200362】

豊洲
文化センター

9/20
（土）

⑪10：00
【200281】

⑫18：00
【200282】

森下
文化センター

9/21
（日）

⑬10：00
【200222】

⑭14：00
【200223】

江東区
文化センター

9/22
（月）

⑮10：00
【200373】

⑯18：45
【200374】

古石場
文化センター

9/23
（火・祝）

⑰10：00
【200359】

⑱14：00
【200360】

総合
区民センター

9/24
（水）

⑲10：00
【200370】

⑳18：45
【200371】

亀戸
文化センター

基礎～ディスカッション
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
　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

10/1（水）～ 
8（水）

レベルアップ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。
砂町文化センター実施の英会話講座は10月3日（金）締め切りです。

●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。
※ 砂町文化センターは改修工事のため、平成26年9月末まで休館中です。11月から単科コースを開講します。（A面参照）

英会話講座の特徴

各施設交通案内

単科コース
ビジネスパーソンのためのやさしい基礎英語
 日本人講師クラス
実践英語コミュニケーション・ブラッシュアップコース
 ネイティブ・スピーカー講師クラス
日程 時間 会場

9/28
（日） ○2110：00【200381】 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〉

単科コース
　リスニング30分
　文法30分
　授業内容説明

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 森　下・午前②
東大島・夜間⑤

古石場・午前②
森　下・夜間⑤ 東大島・午前② 古石場・夜間⑤

基礎英会話 古石場・夜間④ 森　下・午前②
東大島・夜間④

古石場・午前②
森　下・夜間⑤ 東大島・午前②

中級英会話

東陽町・午前②
東大島・午前②
森　下・夜間⑤
豊　洲・夜間⑧

古石場・午前②
亀　戸・午前②
東大島・夜間⑧

森　下・午前②
豊　洲・午前②
古石場・夜間④

東陽町・午後③

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⑦
豊　洲・夜間④
総合区民・夜間⑤

総合区民・午前②
東陽町・夜間⑦

東大島・午前②
古石場・夜間⑧
亀　戸・夜間⑧

森　下・午前②
古石場・午前②
森　下・夜間⑤

東大島・午前②

ディスカッション 古石場・夜間⑧ 森　下・午前② 亀　戸・夜間④
東大島・夜間⑧ 豊　洲・夜間⑤

単
科
コ
ー
ス

ビジネスパーソンのための
やさしい基礎英語 東陽町・夜間⑥

実践英語コミュニケーション・
ブラッシュアップコース 東陽町・午前①

時間  ①10：00～12：00 ②10：30～12：00 ③14：00～15：30 ④18：30～20：00 
⑤19：00～20：30 ⑥19：00～21：00 ⑦19：30～21：00 ⑧20：05～21：35クラス一覧

※ レベルアップコースと単科コースのガイダンス(レベルチェックテスト)は別々の日程、内容です。受講を希望するコース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

単科コース

ビジネスパーソンのための
やさしい基礎英語

TOEIC
300～400点程度

実践英語コミュニケーション・
ブラッシュアップコース

TOEIC
500～600点程度

レベルの目安

9/27（土）以降
受付可能クラス分 追加募集ガイダンス10/12（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24日（水）までのガイダンスにご参加ください。

砂町文化センター単科コース


