
講師：江東区文化財専門員　栗原修　ほか
　江戸名所図会やにしき絵に描かれている
当時の町並みや名所旧跡について、古文書や
古地図を参考に現在の江東区と比較しなが
ら学んでいきます。
〈主な内容〉
●本所深川開発のために架けられた橋「両国橋」
●「深川霊雲院」萬年橋、神明宮、小名木川周辺
●「富岡八幡宮」①八幡宮境内の様子 ②門前町
●「永代寺山開き」「二間茶屋」 ■土曜日 ■10回 ■9：30～11：30 ■10/27～3/9 ■25名
■受講料：9,000円 ■教材費1,000円 ■会場：古石場文化センター

江戸の名所絵を読む

江戸名所図会より「新大橋 三派」

講師：発酵文化応援団　喜連川覚
　亀戸のマイスターが指導をしてくれる「亀戸まち
のマイスター」シリーズの第四弾。今回はお酒のラ
ベルとレベル、そしてマイスターだけが知る旨い酒
や美味しい季節をこっそり教えます。
■火曜日 ■3回 ■14：30～16：00 ■10/23・11/20・12/18 
■15名 ■受講料：500円 ■教材費：3,000円
■会場：亀戸文化センター（発酵文化応援団店舗）

亀戸まちのマイスター 発酵文化応援団 お酒の話

発酵文化応援団

講師：鉄道史研究家　岩成政和
　国鉄がJRとなったのは四半世紀前のことです。江東区と国鉄の歴史から、
鉄道への興味を深めます。
　鉄道博物館や国鉄の面影を残す駅を訪ね、なつかしい車両や駅の魅力を実
際に感じましょう。
10/20（土） なつかしの国鉄時代　戦前から昭和までの江東区とその周辺の国鉄線のうごき

11/10（土） 鉄路の主役たち～国鉄型車両の魅力とは
世代交代の時期になり、終焉を迎えつつある国鉄型車輛の魅力を解説

11/17（土） 実物車輛の展示の見どころ　鉄道博物館にて現地講義

12/15（土） 江東区と国鉄　千葉鉄道管理局だった江東区…国鉄の組織というもの

12/22（土） 現地講義：御茶ノ水駅界隈
国鉄時代の遺構の残る御茶ノ水駅界隈を見学し、鉄道の歴史を学ぶ

■土曜日 ■5回 ■14：00～15：30 （現地講義は午前）
■10/20～12/22 ■20名 ■受講料：2,000円 ■教材費：3,000円（入場料、交通費は別途）
■会場：砂町文化センター

よみがえる昭和ノスタルジー「国鉄」の魅力

地域理解・散策

手芸・工芸

講師： 日本手工芸指導協会レザークラフト師範　田中外美子 
　長く愛用できる革の実用品を、ご自分で作ってみま
せんか。男女ともに取り組みやすいレザークラフトの
技法を初歩から学びます。
〈主な内容〉
定期入れ、携帯ケース、手帳カバー、鞄などを制作します。
■木曜日 ■10回 ■18：30～20：30 ■11/8～3/28 ■12名
■受講料：16,000円 ■教材費：15,000円
■会場：森下文化センター

はじめてのレザークラフト

制作予定「鞄」

講師名：活動写真弁士　澤登翠
　無声映画に語りや説明をつける活動弁士の話芸を、海
外でも活躍する弁士の第一人者、澤登翠さんから学びま
す。最終日（3/3日曜）は、発表会を実施します。
〈日程〉10/16、11/20、12/11、1/15、2/19、3/3（発表会）
■火曜日（最終回のみ日曜日） ■6回■19：00～20：30 
■10/16～3/3 ■20名 ■受講料9,000円 ■教材費2,100円 
■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

講師： LLP TANOK所属 DIYアドバイザー　ほしのてつ　ほか
　電動工具を使った簡単な工作を通じてDIYの楽しさに触れ
ます。最終回ではホームセンターを訪ね、お得な活用法と魅力
を紹介します。工作指導はNHK教育テレビ「住まい自分流」を
担当した女性講師が務めます。
■水曜日、最終回のみ土曜日 ■6回
■19：30～21：00 ■11/7～12/8 ■20名 ■受講料：3,800円
■教材費：3,000円 ■会場：亀戸文化センター

DIY実践講座 ～やってみたいけど チャンスがなかった人のために～

収納棚やスツールにもなる
コの字形ボックス

講師： フィニッシングスクール 美プロデュース代表　倉千鶴　ほか
　パーソナルカラー（自分に似合う色）とは別に、NASAのデータを基に算出
する、科学的根拠のある「生命エネルギーの色」がバースカラーです。自分の色

（波長）を知り、おしゃれ度もUPする方法を学びます。
11/12（月） バースカラーってなに!? 誕生日によるバースカラー解説、診断

11/26（月） 貴方の印象をアップするパーソナルカラーとは

12/10（月） 貴方の体型をキレイに見せるにはどうしたらいいか?（骨格診断）

1/28（月） 肌診断&骨格診断を基にタイプ別ベストスタイリングの法則

2/25（月） バースカラーとパーソナルカラーのお洒落な融合方法

■月曜日 ■5回 ■14：00～15：30 ■11/12～2/25 ■20名
■受講料：8,300円 ■教材費：500円 ■会場：東大島文化センター

世界にたった一つの貴方だけの色 バースカラーのおしゃれ活用術

講師：サロン ド マツモト代表　松本美香
　健康で美しく年を重ねていく方法を、メイクやスキンケアを通じて、一緒に
学びませんか。あなたがもっと輝く方法をお伝えします。
10/27（土） 眉で5～7才若返りましょう

11/10（土） 肌のメカニズムとお手入れの3本柱

11/17（土） お手入れの3本柱と「しみ」「しわ」「くすみ」「たるみ」の老化防止対策

11/24（土） マッサージは美容の王道／生活習慣と美容の関係

12/15（土） いつものメイクここを変えればもっと輝く

12/22（土）「若魅せ」メイクのコツ

1/12（土） メイクで人生を変えられる? あなたがなりたい自分になるメイクアップ方法

1/19（土） イキイキと輝いて健康と美を手に入れるための 総復習（シークレットゲスト登場）

■土曜日 ■8回 ■10：00～11：30 ■10/27～1/19 ■20名（女性限定） ■受講料：10,000円
■教材費：5,800円 ■会場：砂町文化センター

綺麗を引き出す魔法のスキンケア&メイク

講師： ハーバートハウス認定講師　三輪さおり　ほか
　季節の食材で月に一度じっ
くり手料理を楽しみませんか。
※講師は各回異なります。
〈主なメニュー〉（予定）
● ハーブでおしゃれな 
フレンチプレート

● 野菜たっぷり 
イタリアンプレート

● 丸の魚を調理して食べよう・鮭 
チャンチャン焼、石狩鍋、 
いくら丼ほか

● 紅玉で作る アップルクランブルとコンポート
●楽しく作る 太巻き 祭りずし
〈日程〉10/14、11/18、12/16、1/20、2/3 ■日曜日 ■5回
■11：00～13：30 ■10/14～2/3 ■24名 ■受講料：5,200円
■教材費：7,000円 ■会場：総合区民センター

月に一度のおもてなしレシピ

ハーブの使い方ひとつで
家庭でもプロの味に

（左から）ポークリエット、レ
タスロール、エストラゴンマ
ヨネーズ、チーズロール、冷
製ラビオリほかデザート付

講師： 元女子栄養大学生涯学習講師　小山朝子
　「免疫力UP」「骨」「腸」

「脳の若さ」をキーワード
に、簡単で無理のない献立
を作ります。
〈主なメニュー〉
●さんまの和風ハンバーグ
●牛肉巻きステーキ
● カキとあさりを使って 

パエリア　ほか
〈日程〉10/25、11/8、11/29、12/6、1/17、1/31
■木曜日 ■6回 ■10：00～12：00
■10/25～1/31 ■30名
■受講料：6,700円 ■教材費：4,800円
■会場：総合区民センター

わたしの元気な食卓

ロールキャベツの回も
あります（イメージ）

国際理解・語学

講師：イタリア語教師・オペラ翻訳家　とよしま洋
　イタリア語の基礎的な文法を身につけなが
らイタリアの生活習慣、考え方に触れ、話せる
イタリア語を目指したレッスンを行います。
■水曜日 ■18回 ■19：00～20：30 ■10/17～3/27 
■30名
■受講料：18,000円 ■教材費：900円
■会場：森下文化センター

ABCからのイタリア語基礎講座

授業風景

講師： 元駐インド大使、 
（公財）日印協会理事長 
平林博　ほか

　今年は、日本とインド国交樹立
60周年です。若いパワー溢れる
インド、経済発展の目覚しいイン
ド。この講座でインドの文化全
般を、楽しく学んでみませんか。
■金曜日 ■6回 ■19：00～20：30
■11/2～1/25 ■25名 ■受講料：5,700円 ■教材費：100円 ■会場：豊洲文化センター

インドを楽しむアラカルト
11/2（金） 親日国インド紹介　世界遺産

11/16（金） インドの宗教事情（1）
インドにおける宗教と生活

11/30（金） インドの宗教事情（2）
ターバンを巻く宗教　シク教とは?

12/14（金） カレーの本場　インドの食の話あれこれ

1/11（金） 進化し続けるインド映画～世界一の製
作本数を誇るインド映画の現在～

1/25（金） インドでのビジネスと生活

講師：東京大学大学院情報学環教授　山本博文　ほか
　大奥の女中はどんな暮らしをしていた? 吉原遊郭と遊女の
生活、長屋で暮らし、病の夫を支えた妻は…。時代劇には描
ききれない女性たちの姿を、史料をもとに追いかけてみまし
ょう。名残をたどる外出講義（吉原周辺など）もあります。
■水曜日 ■5回 ■19：00～20：30（11/7、11/21、12/12） 
■13：00～14：30（11/28、12/19 ※外出講義）
■11/7～12/19 ■20名 ■受講料：5,700円 ■教材費：300円
■会場：亀戸文化センター

江戸の女たち ～女ごころの記憶～

風俗三十二相「むまそう」
永井宏幸氏提供

講師：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。運動経
験や年齢に関係なく受講できます。
■火曜日 ■8回 ■10：00～11：30 ■11/20～3/5 ■30名
■受講料：9,000円 ■教材費：なし ■会場：総合区民センター

女性のための健康法Ⅱ ～陰陽ストレッチエクササイズ～

講師 Mana

ダンス・健康

講師： NPO法人心とからだの研究会理事 
日向寺みどり

　気の流れを促し、免疫力を高め集中
力を養います。体の芯から健康で美し
くなり体質改善を目指します。
■木曜日 ■10回 ■10：30～12：00 ■10/25～3/7 ■30名
■受講料：9,000円 ■教材費：500円 ■会場：森下文化センター

心と身体の調和をはかる気功健康法

成果発表会の様子

鑑賞・教養

講師：元・松竹小津組プロデューサー　山内静夫　ほか
　来年は映画監督・小津安二郎の生誕110周年。この機会に改めて小津監督の
人物像やその功績について、さまざまなテーマで振り返ります。
10/20（土） 小津の生誕地 深川 全国小津安二郎ネットワーク顧問 長谷川武雄

11/17（土） 小津監督のオシャレ話 全国小津安二郎ネットワーク副会長 築山秀夫

12/15（土） 世界のOZU～『東京物語』を中心に～ 映画評論家 貴田庄

1/19（土） こだわりのローポジション 日本撮影監督協会理事長 兼松熈太郎

2/16（土） 小津の交友録 元・松竹小津組プロデューサー 山内静夫

■土曜日 ■5回 ■14：00～16：00 ■10/20～2/16 ■30名
■受講料：7,000円 ■教材費：200円 ■会場：古石場文化センター

今、小津安二郎を語ろう

講師：管理栄養士　白田久美子
　スポーツをする人、痩せたい人、より健康になりたい人、まずは1か月間の栄養管
理にチャレンジしましょう。きちんとした食事をとることでより健康になれるはず
です。知っているようで知らない栄養の基礎知識が身につきます。
〈主な内容〉 ●食事と運動 ●間食と外食との付き合い方
●免疫力を高める生活習慣のポイント ●血管年齢を若く保つコツ
■木曜日 ■5回 ■19：00～20：30 ■11/1～11/29 ■25名
■受講料：4,700円 ■教材費：1,000円 ■会場：豊洲文化センター

体年齢を若く保つ! 食生活 ～自分にあった方法をみつけてみませんか～

バランスのとれた
献立（イメージ）

講師：ノンフィクション作家　松浦晋也　ほか
　今年は、宇宙開発とロケット開発の父糸川英夫博士生誕100周年目であり、日
本で金冠日食を観測できた記念すべき年です。この講座では、糸川博士の実績
や日本の宇宙開発、太陽系内の天体など宇宙科学について学んでいきます。
〈主な内容〉 ●日本独自の有人輸送システム ●はやぶさ物語 ●太陽観測
■水曜日 ■10回 ■19：00～20：30 ■10/24～3/6 ■30名
■受講料：8,500円 ■教材費：500円 ■会場：古石場文化センター

糸川博士生誕100周年記念講座 宇宙開発・宇宙科学の魅力

糸川英夫博士

講師： （財）日本宇宙フォーラム主任調査員　渡辺勝巳
　現在、国際宇宙ステーションに長期滞在中の星出宇宙飛行士
をはじめ、これまで人類が宇宙へと旅立ち、繰り広げてきた数々
のドラマと、宇宙旅行などのこれからの展望を解説します。最終
日（1/24午後）は、筑波宇宙センター見学ツアーに参加します。
■木曜日 ■4回 ■19：00～20：30 ■11/8～1/24 ■20名 ■受
講料：5,000円 ■教材費：300円 ■会場：東大島文化センター

宇宙に進出する人類 ～宇宙飛行士の軌跡から宇宙旅行時代へ～

月面歩行（NASA提供）

講師：PCインストラクター　謝花良次　ほか
　ご自分のノートパソコンで学習するパソコン講座です。今回はパソコンの基
礎を覚え、「マイクロソフトワード」を使って年賀状を作成します。インターネ
ット検索のコツを解説する講義の回も設定しました。ワード2010で解説を行い
ますが、2007版の方も受講
できます。
■土曜日 ■8回
■10：00～11：30
■10/20～12/22
■20名 ■受講料：6,500円
■教材費：1,500円
■会場：砂町文化センター

初歩からはじめるノートパソコン ～マイクロソフトワードで年賀状作成～

10/20（土） パソコンの基礎：PCの起動・終了・電源の入れ方、切り方

10/27（土） パソコンの基本操作：マウス操作 キーボード操作

11/10（土） 文字入力と編集：ワードの基礎 日本語入力の基本

11/17（土） 年賀状を作ってみよう：ワードで年賀状作成にチャレンジ

11/24（土） 年賀状を作ってみよう：絵や写真を取り込んで貼り付ける

12/1（土） 年賀状を作ってみよう：オリジナルのマイ年賀状完成

12/15（土） 講義：インターネット検索のコツ

12/22（土） まとめ

講師：イヤホンガイド解説員　ほか
　芸術の秋、事前レクチャー付の鑑賞講座です。初めての方もお気軽にご参加ください。

日時 会場 公演

10/14（日） 15：00開演 ティアラこうとう ★ オーケストラ with バレエ「ハンガリー舞曲」
出演：東京シティ・フィル、東京シティ・バレエ団

11/18（日） 12：00開演 国立劇場　大劇場 歌舞伎公演「通し狂言浮世柄比翼稲妻」
出演：松本幸四郎、中村福助　ほか

12/24（月・祝） 15：00開演 ティアラこうとう ★ バレエ　第27回くるみ割り人形

1/19（土） 13：00開演 国立演芸場 寄席　1月中席

2/17（日） 11：00開演予定 国立劇場　小劇場 文楽　2月公演第一部

■土・日・月曜日 ■7回 ■10/13～2/17 ■25名 ★公演前日にレクチャーあり
■受講料：4,000円 ■教材費：21,000円 ※チケット代含む ■会場：総合区民センター

気軽に体験シリーズ オーケストラ・歌舞伎・バレエ・寄席・文楽

講師： 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団楽団長　志田明子　ほか
　東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団の全面的協力のもと、クラシックコンサートを気軽により
楽しく鑑賞できるように構成した内容です。また、生活の中に活かしたクラシック音楽の提案もします。
〈主な内容〉 ●オーケストラの編成や歴史について ●指揮者や楽器のしくみと役割
●舞台裏の見学とステージマネージャーの役割
●オーケストラ演奏会鑑賞、ミニコンサート鑑賞
■火曜日 ※演奏会の鑑賞は土曜もしくは日曜日 ■7回 ■11/6～3/24 
■18：45～20：30 ※演奏会の鑑賞日を除く ■30名
■受講料：9,000円 ■教材費：4,000円 ※チケット代を含みます。
■会場：古石場文化センター

クラシック音楽をもっと気軽に楽しもう ～はじめて鑑賞する方、もっと深く知りたい方へ～

東京シティ・フィル定期演奏会より

江戸っ子の食と文化
～江戸の味を辿る 講義と調理と試食～

講師： 江戸料理「なべ家」主人 福田浩、江戸文化研究家 車浮代
　江戸時代の料理本をひも解きながら当時の料理を再
現します。日本料理の良さが見直されている昨今、当時
の料理は栄養学的に見ても合理的でした。古人の豊かな
知恵と優雅な風味、ひとつの素材の味をさ
まざまに引き出した江戸料理の「粋」を味
わいます。講師に江戸料理研究の第一人
者・福田浩氏と、江戸文化研究家の車浮代
氏を迎えます。
〈主な内容〉 ●講義 江戸料理の調味料・調理法など
●調理実習 江戸料理の再現
●試食（外出講義）「老舗の味を辿る」天ぷら（予定）
〈日程〉10/23、11/6、11/13、11/20、1/15
■火曜日 ■5回 ■10：00～12：00 ※外出講義は時間変更
■10/23～1/15 ■20名 ■受講料：6,500円 ■教材費：
6,000円 ■会場：総合区民センター

八杯豆腐

趣味・実用

講師：平塚市美術館館長代理 兼 学芸主管　土方明司　ほか
　いまもなお人々を魅了する作品が多く残る大正美術。自由な社会風潮の中
で活躍した作家を中心に取り上げながら、作品の魅力を再発見します。
11/10（土） 新しい潮流…二科会の油画／平塚市美術館館長代理 兼 学芸主管 土方明司

12/15（土） 東京国立近代美術館見学／美術ジャーナリスト 村田真

1/12（土） 前衛の実験…MAVOからシュルレアリスム／女子美術大学非常勤講師 足立元

1/26（土） 西洋の風を日本に…洋画家たちのフランス留学体験／ブリヂストン美術館学芸員 貝塚健

2/2（土） 大正期の日本画…再興日本美術院を中心に
／ 東京文化財研究所企画情報部近・現代視覚芸術研究室長 塩谷純

■土曜日 ■5回 ■14：30～16：00 ■11/10～2/2 ■25名 ■受講料：6,500円 
■教材費：200円 ※美術館入館料は現地で実費徴収します。 ■会場：森下文化センター

大正という時代の美術

講師：國學院大學神道文化学部教授　中西正幸
　およそ1300年にわたって行われている、20年に一度神
座を遷す儀式（遷宮）が、平成25年に予定されています。
遷宮に向けて注目が集まる伊勢神宮について学びます。
■金曜日 ■5回 ■10：30～12：00 ■10/19～12/14
■25名 ■受講料：5,400円 ■教材費：200円 ■会場：豊洲文化センター

遷宮を迎えて ～伊勢神宮の祭祀と歴史～ 10/19（金） 伊勢神宮について

11/2（金） 祭祀について

11/16（金） 式年遷宮について

12/7（金） 造営と神宝について

12/14（金） お伊勢参りについて

お寺体験隊! ディープな世界に出かけよう
講師： 大正大学仏教学部長　勝崎裕彦　ほか
　ここ数年、若い女性を中心に仏像やお寺など、日
本古来の文化の学びが静かなブームです。講座で
は、区内のお寺を訪問し、お坊さんにお話を伺い、坐
禅や写仏などを体験します。また、自分の手で世界
に一つの仏像（円空仏）を彫り上げます。
10/20（土） オリエンテーション：大正大学仏教学部長　勝崎裕彦

11/17（土） お寺の由来、歴史に触れながら体験しようⅠ ◎圓珠院

12/15（土） お寺の由来、歴史に触れながら体験しようⅡ ◎冝雲寺

1/19（土） お寺の由来、歴史に触れながら体験しようⅢ ◎雲光院

3/2（土）「世界にひとつ̶自分だけの円空仏を彫ってみよう」
 からくさ彫刻学苑 苑長 大川幸太郎

■土曜日 ■5回 ■14：00～15：30 ■10/20～3/2 ■20名
■受講料：6,700円 ■教材費：2,000円（交通費は別途）
■会場：砂町文化センター　ほか

文学・歴史

講師：東海大学准教授　堀啓子
　西洋の影響を消化しながら日本独自の文化を培っていった明治
時代。西洋文学の翻訳を通して日本文学の変革をなした時代でもあ
りました。日本近代文学の原点に触れます。
〈主な内容〉
●尾崎紅葉「不言不語」（原作アメリカ）　●黒岩涙香「白髪鬼」（原作イギリス）
●小栗風葉「青春」（原作ロシア）　●三遊亭円朝「牡丹燈籠」（原作中国）
●外出講義：早稲田周辺予定　ほか
■木曜日 ■5回 ■14：00～15：30 ■11/29～3/21 ■25名 ■受講料：5,400円 ■教材費：100円
■会場：豊洲文化センター

日本近代文学事始メ ～明治翻訳文学編～

尾崎紅葉「不言不語」口絵

講師：元白泉社編集長・社長　小長井信昌　ほか
　「ガラスの仮面」「スケバン刑事」等を誕生させた名物編集長
が、少女マンガの魅力を語ります。
〈講師プロフィール〉 『おもしろブック』『りぼん』を経て『別冊マーガ
レット』編集長として活躍。白泉社の創立に参加し『花とゆめ』『LaLa』

『MOE』『ヤングアニマル』等を創刊。
〈主な内容〉
●「私の編集者人生」聞き手：ヤマダトモコ（マンガ研究家・日本マンガ学会理事）
●「マンガ家と語ろう①」ゲスト：成田美名子（マンガ家）
●「マンガ家と語ろう②」ゲスト：美内すずえ（マンガ家）、笹生那美（元・マンガ家）
■日曜日 ■3回 ■14：00～16：00 ■12/16～2/3 ■40名
■受講料：5,000円 ■教材費：なし ■会場：森下文化センター

永遠の少女マンガ ～名物編集長が語る少女マンガ史～

美内すずえ「ガラスの仮面」（白泉社HC）

講師：中川船番所資料館　久染健夫　ほか
　亀戸が始発となっている東武電車を使って、気軽
に歴史散策ができる浅草や向島をご案内します。講
師は、NHK『ブラタモリ』にも出演した久染健夫で
す。最終回には寺院などを巡りながら東京スカイツ
リーまでの散歩を楽しみます。
■火曜日 ■4回 ■14：00～16：00 ■10/23～12/4 ■20名 
■受講料：3,000円 
■教材費：500円 ■会場：亀戸文化センター

亀戸発! ～東武電車と東京スカイツリー®と下町散歩～

散策風景

講師：イラストレーター　中村みつを
　東京には近郊にのみ山があると
思われますが、都心にも江戸時代に
名山と評された標高の低い山が多
く点在します。講師の解説のもと、
都内の山登りと街歩きを通して新
たな発見をしましょう。
■日曜日 ■5回 ■13：30～15：00 ■10/28～2/10 ■25名 ■受講料：5,500円 ■教材費：1,000円
■会場：東大島文化センター　ほか

お江戸超低山さんぽ

10/28（日） 講義：都心の超低山について
散策：亀戸浅間神社 富士塚（江東区）

11/11（日） 散策：品川富士（品川区）

12/9（日） 散策：擂鉢山（台東区）

1/13（日） 散策：浅間山（府中市）

2/10（日） 散策：かに山（調布市）

講師：作家・本格ミステリ作家クラブ会長　辻真先
　さまざまなゲストをお迎えして、ミステリの色々な面にス
ポットを当てます。“ミステリ作家によるミステリの解説”と
いう贅沢な時間をお過ごしください。
〈主な内容〉 
● 「日本のミステリの歴史」
●「海外のミステリ」ゲスト：山前譲（ミステリ研究家）
● 「マンガ・アニメの中のミステリ」ゲスト：唐沢俊一（作家・評論家）
● 「ミステリの現在」ゲスト：東川篤哉（作家）
■金曜日 ■5回 ■19：00～20：30 ■10/19～2/15 ■25名
■受講料：7,500円 ■教材費：200円 ■会場：森下文化センター

辻真先が案内するミステリの世界

「謎解きはディナー
のあとで」東川篤哉

（小学館）

刑事法の基礎の基礎 ～もし裁判員になったら～
講師：弁護士　武内秀明
　裁判員制度が始まって3
年、自分がもし選ばれたら、
被告人の罪を決めなければ
ならないとしたら、と不安に
思っている方のための「刑事法 超入門講座」です。法
律とは無縁、というわけにはいかなくなった今、改め
て法律や裁判についてゼロから学ぶチャンスです。
〈主な内容〉
●「法律って何? 裁判って何? 法律・裁判を知ろう」
●「これだけは知っておこう、犯罪と刑罰とは?」
●裁判所での裁判の傍聴
■木曜日 ■5回 ■18：30～20：00 ※最終日は12：50～
15：30 ■10/25～12/20 ■24名 ■受講料：5,000円
■教材費：100円 ■会場：総合区民センター

講師：美術ジャーナリスト　村田真　ほか 
　東京都美術館リニューアル記念として開催され
る「メトロポリタン美術館展」（会期10/6～1/4）の
見どころを解説。ゲストを招いてのクロストークあ
り。最終回は展示を見学します。
11/6（火） メトロポリタン美術館とは ～ニューヨークの「美の殿堂」～

11/13（火） 西洋美術のなかの「自然」

11/20（火） 西洋美術4000年 ～古典、近代、現代～

11/27（火） アーティストトーク（ゲスト：原田マハ/作家）

12/4（火） 展示見学・解説（東京都美術館:台東区上野公園）

■火曜日 ■5回 ■14：00～15：30 ■11/6～12/4 ■25名 
■受講料：6,800円 ■教材費：300円
※美術館入館料は現地で実費徴収します。
■会場：東大島文化センター

「メトロポリタン美術館展」を味わう

講師：江東区文化財専門員　斉藤照徳　ほか
　江戸時代から共に発展してきた深川・本
所。歴史あるこの地域をテーマごとに街歩き
します。今回は、忠臣蔵・歌舞伎・建築・文学と
いったテーマをとりあげます。
〈主な内容〉
● 本所・深川概論、文学散歩、忠臣蔵散歩、 

建築散歩、歌舞伎散歩
■水曜日 ■5回 ■14：00～16：00
■10/17～2/13 ■25名
■受講料：4,000円 ■教材費：200円 ※保険代は別途徴収します。
■会場：森下文化センター

本所・深川散歩 ～秋冬編～

過去の散策風景

音楽・演劇

講師：二期会会員　山本ひで子
　荒城の月や浜辺の歌など、親しみやすい曲から芸術歌曲まで、
正しい発声で言葉をはっきり美しく発音し表現して歌うことを学
びます。レッスン最終日は発表会を予定しています。
■土曜日 ■12回 ■18：00～19：30 ■11/10～3/23 ■22名
■受講料：14,500円 ■教材費：500円 ■会場：豊洲文化センター

日本歌曲を歌おう

講師 山本ひで子

講師：ミュージシャン・作曲家　きりばやしひろき
　昔、弾こうとした人はもちろん、初めての方も歓迎します。
楽器はすべてご用意しますので手ぶらでご参加ください。
〈主な練習課題曲〉 ●乾杯　●雨あがりの夜空に
●I Just Called To Say I Love You
■土曜日 ■3回 ■13：30～16：30 ■10/13、11/10、12/1 ■20名
■受講料：12,000円 ■教材費：なし ■会場：豊洲文化センター

楽器挫折者救済講座 ～アコースティックギター弾き語り体験～

講師 きりばやしひろき

講師：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、大きな紙にお絵かきをし
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。こどもだけでの受講はできません。
■日曜日 ■4回 ■10：30～11：50 ■11/4～1/27 ■親子10組
■受講料：10,100円 ■教材費：400円 ■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～

大きなタワーをつくってみよう!

講師： NPO法人RTA協会認定スクール 
「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。
※対象は、平成24年10月19日現在で生後2か月～1才までの赤
ちゃんと母親。男性の参加はできません。
〈主な内容〉
●足裏リフレで消化吸収UP ●夜泣き軽減、便秘解消 ●仙骨温めリラックス
■金曜日 ■5回 ■10：30～11：30 ■10/19～11/16 ■親子15組
■受講料：5,200円 ■教材費：800円 ■会場：砂町文化センター

ベビーマッサージ ～ママの手は魔法の手～

講師 小池浩代

講師： Berry＝Berry　フードコーディネーター　小栗れいこ・高野美子・佐々木夏子
　お誕生日や節句のお祝いなど、特別な一日を彩るレシピを中心に
親子で楽しみながら調理・試食します。
〈主なメニュー（予定）〉 ●ハンバーグ・ほうれん草のバターソテー
●鯛めし&松風焼き&たたきごぼう ●はまぐり寿し ほか
〈日程〉10/7、11/11、12/9、1/13、2/24、3/10 ■日曜日 ■6回
■14：00～16：00 ■10/7～3/10 ■12組24名 ■受講料：10,000円（1組2
名） ■教材費：12,000円（1組2名） ■会場：総合区民センター

親子でクッキング ハレの日ごはん

ハンバーグ・ほうれ
ん草のバターソテー

こども・親子

講師： プアナニ髙橋フラスタジオ主宰 
プアナニ髙橋　ほか

　優雅なハワイアンミュージックに乗って美しく踊
りましょう!子連れOKのママクラスと5歳以上のこど
もクラスの2つをご用意。発表会はありませんのでお
気軽にご参加ください。
※9/12（水）一日体験教室を開催します。（要申込み、先着順）①15：15～15：45、②16：00～16：30
■水曜日 ■6回 ■①15：15～15：45、②16：00～16：30 ■10/10～12/5 ■各15名
■受講料：①、②とも6,000円 ■教材費：なし ■会場：古石場文化センター

ママとキッズのはじめてのフラ
①子連れOKママクラス ②ケイキ（こども）フラクラス

めざせフラガール!

A 平成 24 年 9 月 9 日発行　第 364 号（毎月 1 回発行） お申し込み方法はD面をご覧ください。申込期間：9月9日（日）～26日（水）

講座特集号

発行／公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団　編集／江東区文化センター
仮事務所／〒135-0004 東京都江東区森下3-12-17（森下文化センター内）
　　　　　TEL.3846-6601 FAX.3646-8369

9
2012

秋
か
ら
始
ま
る

新
規
講
座
募
集
! !



ホームページ http://www.kcf.or.jp もご覧ください。 B平成 24 年 9 月 9 日発行　第 364 号（毎月 1 回発行）

公文だから安心! と幅広い世代の方が学んでいます！

公文書写　亀戸文化センター教室
入会金3,500円、月謝大人4,200円、こども3,150円
〒136-0071江東区亀戸2-19-1カメリアプラザ6F
亀戸文化センター（亀戸駅徒歩1分）
毎週水曜日13：00～17：00　18：00～21：00

☎090-9343-8783　石原

ペン習字・かきかた・筆ペン・毛筆

無料体験あり

公文書写教室では日常生活で役立つ書写力が身につきます。★きれいな文
字を学びたい…という憧れをお持ちの方、ぜひ夢を叶えましょう。身に
ついた美しい文字は一生の財産です。お気軽にどうぞ！

クレッシェンド音楽教室

豊洲
教室

ピアノは、読譜力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ています。
一音会式絶対音感トレーニングも取り入れています。

http://cresc-ms.com

ピアノ（月～土）3 才～大人
リトミック（月～土）1 才～6 才

☎03-6220-0326
豊洲プチマルシェ通り教室、ピアノ体験募集中!

ピティナ《豊洲CANALステーション代表》 　
新年度ピアノ＆リトミック
クラス生徒募集中。
説明会と無料レッスン受付中。

懐かしい曲を題材に楽しく優しくボイストレーニング♪

指導■八木正承〔日本演奏連盟〕・声楽家
活動■第２・４火曜日【10:30～12:00】

会費■月額3000円・入会金3000円
会場■ティアラこうとう 第5練習室、他
お問合せ■3550-9355/080-5387-0471
メール■info@muse-accompany.org

江東・童謡、唱歌、抒情歌を歌う会

〔9月11日・25日/10月9日・16日・23日/11月27日 各火曜日〕
見学・体験歓迎 ! 初回は無料です。ぜひお越しください。

ミューズ・アカンパニー 検　索［ HP ］

聖山会水墨画教室

直接指導　全日本水墨画会　会長　塩澤玉聖

NHK趣味悠々に出演された塩澤先生が初心者には筆遣い、調墨等の
基本描写を初歩から直接指導されます。
自然の美しさ、豊かな情感の表現方法等を習得し楽しく作品を制作します。
日本の文化、墨の濃淡の美しさである水墨画を一緒に学びませんか。

＜略歴＞日本美術家連盟会員
　　日本水墨画アカデミー会長。聖山会会長。
　　朝日カルチャーセンター他、各文化センターの講師
　　NHK趣味悠 「々はじめての水墨画」の講師として出演（2008年8月～10月）

＜著書＞玉聖水墨画集（日貿出版社刊）
　　水墨画・花の基本描法（上・下）（日貿出版社刊）
　　水墨画で描く美しい風景（日貿出版社刊）
　　初歩からの水墨画（日貿出版社刊）

● 場所　東陽町教室（改修工事のため、東大島文化センターにて）
　 日時　毎月　第1･3火曜日　PM2:00～4:00　年20回

柳瀬 ☎連絡先 03-3641-9344

● 場所　東大島教室（江東区東大島文化センター）
　 日時　毎月　第1･3木曜日　PM2:00～4:00　年18回

宮原 ☎連絡先 03-3682-0182

● 場所　豊洲教室（江東区豊洲文化センター）
　 日時　毎月　第2･4木曜日　PM2:00～4:00　年18回

三浦 ☎連絡先 047-342-3598

下記の教室で先生の直接指導が受講できます。見学可。

ホームページにも出ています。http://www.gyokusei.com※講師募集中※講師募集中 9,500

基礎クラス他
千葉光輝・稲毛道子（文部省所管認定登録教室）

レンブラント・ファン・レイン『フローラ』1654年頃
Gift of Archer M. Huntington, in memory of his father, Collis Potter 
Huntington, 1926（26.101.10）
Image© The Metropolitan Museum of Art
「メトロポリタン美術館展」を味わう（東大島）

講師：松本美香
綺麗を引き出す魔法のスキンケア

＆メイク（砂町）

たまごふわふわ
江戸っ子の食と文化～江戸の味を辿る 

講義と調理と試食～（区民）

講師作品
スケッチ教室（砂町）

仮想空間「アビス海文台」
～たいけんはっけんぼくのまち～
親子で学ぶ理科社会（古石場）

講座の様子
こどものための演劇教室（亀戸）

松本幸四郎・中村福助
気軽に体験シリーズ

オーケストラ・歌舞伎・バレエ・寄席・文楽（区民）

お申し込み
期間

9月9日（日）
～26日（水）

お申し込み 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
江東区文化センター ☎3846-6601
※ 江東区文化センターは大規模改修工事のため、平成25年7月末まで休館中で

す。そのため、平成24年度の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 ……………………………

館 講座名　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

音楽・演劇

豊洲
楽器挫折者救済講座 新規講座
～アコースティックギター弾き語り体験～

ミュージシャン・作曲家  きりばやしひろき

昔、弾こうとした人はもちろん、初め
ての方も歓迎します。楽器はすべてご
用意しますので手ぶらでご参加くだ
さい。

土
3

13：30～16：30
10/13～12/1 20 12,000円

なし

豊洲
日本歌曲を歌おう 新規講座

二期会会員  山本ひで子

親しみやすい曲から芸術歌曲まで、
正しい発声で言葉をはっきり美しく
発音し表現して歌うことを学びます。
レッスン最終日は発表会を予定して
います。

土
12

18：00～19：30
11/10～3/23 22 14,500円

500円

森下
森下女声コーラス

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。

火
17

18：30～20：00
11/6～3/26

10＊
（30）

14,000円
1,000円

森下
うたう・楽しむ・元気がでる
童謡・唱歌の世界

声楽家  前野邦子

誰もが耳にし、口ずさんだことがある
懐かしい童謡・唱歌を楽しみながら歌
います。

木
17

14：00～15：30
11/1～3/7

10＊
（30）

18,000円
500円

東大島
実践カラオケ教室

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
11/2～3/1

10＊
（60）

10,000円
300円

東大島
東大島女声コーラス・午前

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。最終日には成果発表会に
出演します。

土
15

10：00～12：00
10/13～2/24

10
（25） 13,500円

500円
東大島

東大島女声コーラス・夜間
日本オペラ協会会員  福山恵

金
15

18：30～20：30
10/12～2/24

10
（25）

ダンス・健康

森下

グループ・サークルサポート事業
心と身体の調和をはかる 
気功健康法 新規講座

NPO法人心とからだの研究会理事  日向寺みどり

気の流れを促し、免疫力を高め集中力
を養います。体の芯から健康で美しく
なり体質改善を目指します。

木
10

10：30～12：00
10/25～3/7 30 9,000円

500円

区民
女性のための健康法Ⅱ 新規講座
～陰陽ストレッチエクササイズ～

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
8

10：00～11：30
11/20～3/5 30 9,000円

なし

亀戸
体すっきり！お手軽ストレッチ

ヨガ・ボディケアトレーナー  小沼マナミ

手軽にできるストレッチ方法をご紹
介！週1回のリラックスタイム♪午後
のひとときを楽しく気持ちよく過ごし
ましょう！

火
10

13：30～15：00
10/2～2/26

10
（20）

14,800円
なし

東大島
ピラティス・女性クラス

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側にある筋
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
激しい動きはありません。

土
10

17：45～19：15
10/27～3/23

若干名
（20）

10,000円
1,000円

東大島
ピラティス・男性クラス

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

19：30～21：00
10/27～3/23

10
（20）

砂町
ヤング★ハワイアン

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 
10/10～2/13

若干名 
（50）

13,500円 
なし

砂町
バレトンで内面から美しいからだづくり
　　　㈱リアルインターナショナル

バレトンインストラクター  遠藤理恵子

バレエ、ヨガ、ピラティス、コンディ
ショニングの要素をバランスよく組み
合わせたエクササイズです。発汗作用
も高め、筋肉の強化と柔軟の向上に役
立ちます。 ※女性限定

金
10

19：00～20：00
11/9～3/29

若干名
（20）

14,000円
なし

区民
健康のヨガ

㈱フクシ・エンタープライズ派遣講師

渡辺美保

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

18：30～20：00
10/12～3/8

若干名 
（30）

8,000円
2,000円

趣味・実用

古石場
澤登翠の弁士にチャレンジ！ 新規講座

活動写真弁士  澤登翠

無声映画に弁士の語りで物語りを進
める映画鑑賞のスタイルは伝統的な
日本独特のものです。国内はもとより、
海外公演でも高い評価を得ている講
師の指導で、話芸を学びます。

火・日
6

19：00～20：30
10/16～3/3
※3/3は発表会

20 9,000円
2,100円

亀戸

DIY実践講座 新規講座
～やってみたいけどチャンスがなかった
人のために～
LLP TANOK所属 DIYアドバイザー  ほしのてつ ほか

「DIY」とは、Do it Yourselfの略で「自
らの手で暮らしを快適に豊かにしよ
う」というものです。工作のほか、壁へ
の掛け方など実用的なお話もします。

水
5
土
1

19：30～21：00
11/7～12/8 20 3,800円

3,000円

東大島

世界にたった一つの貴方だけの色  
バースカラーのおしゃれ活用術 新規講座

フィニッシングスクール 美プロデュース代表 
倉千鶴  ほか

バースカラーを知ることから始め、実
技を通して、自分にあったスタイリン
グ方法を学びます。

月
5

14：00～15：30
11/12～2/25 20 8,300円

500円

館 講座名　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
綺麗を引き出す魔法の
スキンケア＆メイク 新規講座

サロン ド マツモト代表  松本美香

健康で美しく年を重ねていく方法を、
メイクやスキンケアを通じて、一緒に
学びませんか。あなたがもっと輝く方
法をお伝えします。※女性限定

土
8

10：00～11：30
10/27～1/19 20 10,000円

5,800円

砂町
初歩からはじめるノートパソコン 新規講座  
～マイクロソフトワードで年賀状作成～

PCインストラクター  謝花良次 ほか

今回はパソコンの基礎を覚え、「マイク
ロソフトワード」を使って年賀状を作
成します。インターネット検索のコツ
を解説する講義の回も設定しました。

土
8

10：00～11：30
10/20～12/22 20 6,500円

1,500円

区民
江戸っ子の食と文化 新規講座  
～江戸の味を辿る 講義と調理と試食～

江戸料理「なべ家」主人  福田浩 ほか

江戸時代の料理本をひも解きながら
当時の料理を再現します。講師が江戸
料理研究の福田浩氏の回と、江戸文化
研究家・車浮代氏による回があります。

火
5

10：00～12：00
10/23～1/15 20 6,500円

6,000円

区民
わたしの元気な食卓 新規講座

元女子栄養大学生涯学習講師  小山朝子

美味しく食べることは元気の源です。
一汁二菜を基本パターンに、簡単で体
にいい食事を紹介します。

木
6

10：00～12：00
10/25～1/31 30 6,700円

4,800円

区民
月に一度のおもてなしレシピ 新規講座
ハーバートハウス認定講師  三輪さおり ほか

人気のパスタからりんごのお菓子、鮭
の下ろし方や太巻きの基本まで普段
使いもできるレシピを学びます。※講
師は各回異なります。

日
5

11：00～13：30
10/14～2/3 24 5,200円

7,000円

東大島
囲碁教室・実践編
～基礎から応用まで～

日本棋院棋士八段 佐々木正

初段を目指す5級の方から有段者まで
の総合講座です。棋譜解説と指導碁、
リーグ戦で力をつけます。

火
17

18：30～20：30
10/23～3/12

5
（25）

24,500円
300円

こども・親子

古石場

ママとキッズのはじめてのフラ
①子連れOKママクラス 新規講座

プアナニ髙橋フラスタジオ主宰

プアナニ髙橋 ほか

優雅なハワイアンミュージックに乗っ
て美しく踊りましょう！お子様連れで
もご参加できます。
※無料体験教室9/12（水）15：15～実
施。要申込み、先着順。

水
6

15：15～15：45
10/10～12/5 15 6,000円

なし

古石場

ママとキッズのはじめてのフラ
②ケイキ（こども）フラクラス 新規講座

プアナニ髙橋フラスタジオ主宰

プアナニ髙橋 ほか

5歳以上のお子様対象のクラスです。
フラダンスの基礎を楽しく学びます。
初めての習い事に最適です。
※無料体験教室9/12（水）16：00～
実施。要申込み、先着順。

水
6

16：00～16：30
10/10～12/5 15 6,000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～ 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、大き
な紙にお絵かきしたり、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。対象：4歳～小学2年生

日
4

10：30～11：50
11/4～1/27 10組 10,100円

400円

砂町

ベビーマッサージ 新規講座  
～ママの手は魔法の手～

NPO法人RTA協会認定スクール 
「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
10/19～11/16 15組 5,200円

800円

区民

親子でクッキング
ハレの日ごはん 新規講座

Berry=Berry フードコーディネーター 

小栗れいこ・高野美子・佐々木夏子

お誕生日や節句のお祝いなど、特別な
一日を彩るレシピを中心に親子で楽
しみながら調理・試食します。こどもが
好きなメニューをひと工夫!!

日
6

14：00～16：00
10/7～3/10

12組
24名

10,000円
12,000円
（1組2名）

森下
キッズチアダンス
～ソングリーディング～

㈱WING DANCE PROMOTION  小髙智織

音楽に合わせて踊るチアリーディング
にチャレンジ！有志により、イベント
への参加等も行っています。
対象：小学生男女

木
15

16：30～18：00
11/1～3/3（日）

20＊
（50）

11,000円
1,000円

森下
こども書道教室

創玄書道展審査会員  中村瑛華

基本練習のほか、アート的な作品にも
取り組みます。書道を楽しみながら、
美しい文字を身につけていきます。
対象：小・中学生

土
10

10：00～11：30
11/10～3/23

9
（20）

10,500円
500円

古石場
～たいけんはっけんぼくのまち～ 
親子で学ぶ理科社会
（独）海洋研究開発機構研究員  西村一 ほか

あっと驚く科学知識を学び、アマチュ
ア無線体験、天体望遠鏡工作と天体観
測、佐川急便新砂ニューターミナル見
学、仮想空間を体験します。対象：小学
3年生以上と保護者

土
5

14：00～16：00
11/17～3/9

5組
（15組）

6,000円
4,000円

亀戸
こどものための演劇教室

東京学芸大学名誉教授  小林志郎

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。講座内
でお友達もたくさんできます。

日
10

11：20～12：30
10/14～2/10

10
（30）

7,500円
200円 

東大島
こどものためのクラシックバレエ
石井清子バレエ研究所教師  小山田整 ほか

初心者対象クラスです。対象：平成24
年4月2日時点で、満4歳から小学4年
生まで。 ※砂町文化センター「こども
バレエ教室」との重複受講はできませ
ん。

土
15

13：00～14：00
10/27～3/9

6
（20）

11,000円
500円

砂町
こどもバレエ教室

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。対象：平成24
年4月2日時点で、満4歳から小学3年
生まで。 ※東大島文化センター「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
17

15：00～15：50
10/17～3/13

若干名
（54）

12,000円
なし
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西部
ピアノ学院
TEL 3648-6315
学院長 西部京子

にしべ
♪

個人レッスン
腹式呼吸・イタリア歌曲
ソナチネ・ソナタ・ポピュラー

ホームページ開設

AM10:00～PM9:00
各￥5,000♬

♪
♬

♬
♪

♪

歌唱＆ピアノ
場所…東砂・大島教室

𠮷松布由子クラシックバレエスタジオ

大島4-19-15 南央小そば

見学・体験、随時受付（要予約）
まずはお気軽にお電話ください

３才より初心者から経験者まで、クラシックバレエを
基礎から丁寧に指導いたします。 大人のクラスもあります。

℡3636-8289

レッスン日
毎週　月・火・水・土・日

http://www.yf-ballet.jp/

Saturday long time コース英会話＋モンテッソーリ 10：00～17：00

劇団四季等で活躍されていた
経験豊かな上田明子先生が講師です。

ママと子供のプリバレエ

ストレッチ
ミュージカル

・ピアノ科
・バイオリン科
・ドラム科
・ギター科
・ウクレレ科

・ジャズボーカル科
・ベース科

コース
2才～のお友達とママで
いっしょに Let's dance ! 3,500

109
SPRINGSPRINGSPRING

かぎ針編み講座はじめました！New

（15才以上女性のみ）

13:00～16:00
（月1回.1,500円）

第2・4日曜日

パネルの本多数有り、その中から好きな作品制作、見学可、初心者歓迎

国会図書館所蔵デジタル化資料
「曽我忠臣蔵錦絵并番附集」より
歌川広重「忠臣蔵十一段目一夜討押寄」
本所・深川散歩～秋冬編～（森下）

国鉄時代の通勤型電車クモハ40
よみがえる昭和ノスタルジー
「国鉄」の魅力（砂町）

講師著書
「わたしの少女マンガ史」

永遠の少女マンガ～名物編集長
が語る少女マンガ史～（森下）

関根正二作品《姉弟》
福島県立美術館所蔵

大正という時代の美術（森下）

小津安二郎
今、小津安二郎を語ろう（古石場）

伊勢神宮 皇大神宮御正宮「神宮司庁」提供
遷宮を迎えて

～伊勢神宮の祭祀と歴史～（豊洲）

講師：辻真先
辻真先が案内する
ミステリの世界（森下）

タージマハール
インドを楽しむアラカルト（豊洲）

● 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。

館 講座名　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

地域理解・散策

森下
本所・深川散歩 新規講座  
～秋冬編～

江東区文化財専門員  斉藤照徳 ほか

江戸時代から共に発展してきた深川・
本所。歴史あるこの地域をテーマごと
に街歩きします。今回は、忠臣蔵・歌舞
伎・建築・文学といったテーマをとりあ
げます。別途保険料の徴収あり。

水
5

14：00～16：00
10/17～2/13 25 4,000円

200円

古石場
江戸の名所絵を読む 新規講座

江東区文化財専門員  栗原修 ほか

江戸名所図会やにしき絵に描かれて
いる当時の町並みや名所旧跡につい
て、古文書や古地図を参考に、現在の
江東区と比較しながら学びます。

土
10

9：30～11：30
10/27～3/9 25 9,000円

1,000円

亀戸

亀戸まちのマイスター 新規講座
発酵文化応援団 お酒の話

発酵文化応援団  喜連川覚

雰囲気のある講師のお店でお酒につ
いて月に1回、楽しく学びます。マイス
ターだけが知っている知識をこっそり
皆さまにお伝えします。

火
3

14：30～16：00
10/23・11/20・

12/18
15 500円

3,000円 

亀戸
亀戸発！ 新規講座  
～東武電車と東京スカイツリー®と下町散歩～

中川船番所資料館  久染健夫 ほか

東武電車を使って、気軽に歴史散策が
できる浅草や向島をご案内します。講
師はNHK『ブラタモリ』にも出演した
久染健夫です。

火
4

14：00～16：00
10/23～12/4 20 3,000円

500円 

東大島
お江戸超低山さんぽ 新規講座

イラストレーター  中村みつを

都心や都下にある、超低山と呼ばれる
標高の低い山を講師の解説のもと、周
辺散策も交えながら登山します。

日
5

13：30～15：00
10/28～2/10 25 5,500円

1,000円

砂町
よみがえる昭和ノスタルジー
「国鉄」の魅力 新規講座

鉄道史研究家  岩成政和

国鉄がJRとなったのは四半世紀前の
ことです。江東区と国鉄の歴史から、
鉄道への興味を深めます。

土
5

14：00～15：30
10/20～12/22 20 2,000円

3,000円

国際理解・語学

森下
グループ・サークルサポート事業
ABCからのイタリア語基礎講座 新規講座

イタリア語教師・オペラ翻訳家  とよしま洋

イタリア語の基礎的な文法を身につ
けながら、イタリアの生活習慣、考え方
に触れ、話せるイタリア語を目指した
レッスンを行います。

水
18

19：00～20：30
10/17～3/27 30 18,000円

900円

豊洲
インドを楽しむアラカルト 新規講座
元駐インド大使、（公財）日印協会理事長  平林博 ほか

今年は、日本とインド国交樹立60周年で
す。若いパワー溢れるインド、経済発展
の目覚しいインド。この講座でインドの
文化全般を、楽しく学んでみませんか。

金
6

19：00～20：30
11/2～1/25 25 5,700円

100円

森下
初級韓国語会話

ディラ国際語学アカデミー株式会社派遣講師 
キムソンミ

韓国の文化や歌を取り入れながら、学
習します。ハングル文字の読み書き・
自己紹介等ができる方が対象です。

木
17

19：00～21：00
10/25～3/7

若干名
（20）

16,000円
2,400円

亀戸
ワンダフル・コリア～食・楽・探・求～
コリアン・フード・コラムニスト  八田靖史 ほか

魅惑の韓国食文化をたっぷりご紹介！
鉄道＆バスで旅立つ実践情報も。これ
であなたも韓国旅行上級者！

水
7

14：00～15：30
10/24～2/20

8
（40）

8,000円
200円

東大島
協力講座  フランス語会話入門編

アテネ・フランセ派遣講師  ジュリアン・ビエルカ

基礎から学びます。事前にクラスを見
学し、レベルの確認後、受講となりま
す。 ※見学日9/21、10/5

金
10

19：00～20：30
11/9～2/15

5
（20）

12,600円
2,900円

森下
古石場
東大島
砂町

はじめての英会話

6館で44クラス開講!
無料のガイダンスを受けて、ご自分にあったレベルのクラスを受講できます。申込方法、クラ
ス時間割などの詳細はD面をご覧ください。
※定員を超えた場合は抽選になります。

基礎英会話
森下
古石場
豊洲
亀戸
東大島
砂町

中級英会話

プレディスカッション

ディスカッション

鑑賞・教養

森下
永遠の少女マンガ 新規講座  
～名物編集長が語る少女マンガ史～

元白泉社編集長・社長  小長井信昌 ほか

「ガラスの仮面」「スケバン刑事」等を
誕生させた名物編集長が、少女マンガ
の魅力を語ります。

日
3

14：00～16：00
12/16～2/3 40＊ 5,000円

なし

森下
大正という時代の美術 新規講座

平塚市美術館館長代理 兼 学芸主管

土方明司 ほか

いまもなお人々を魅了する作品が多く残
る大正美術。自由な社会風潮の中で活躍
した作家を中心に取り上げ、作品の魅力
を再発見します。別途入館料の徴収あり。

土
5

14：30～16：00
11/10～2/2 25＊ 6,500円

200円

森下
辻真先が案内する 
ミステリの世界 新規講座

作家・本格ミステリ作家クラブ会長  辻真先

さまざまなゲストをお迎えして、ミス
テリの色々な面にスポットを当てます。
“ミステリ作家によるミステリの解説”
という贅沢な時間をお過ごしください。

金
5

19：00～20：30
10/19～2/15 25＊ 7,500円

200円

古石場
今、小津安二郎を語ろう 新規講座

元・松竹小津組プロデューサー  山内静夫 ほか
来年に訪れる映画監督・小津安二郎の生
誕110周年を前に、深川で生まれた小津
の人物像や足跡を改めて見つめます。

土
5

14：00～16：00
10/20～2/16 30 7,000円

200円

古石場

クラシック音楽をもっと気軽に楽し
もう～はじめて鑑賞する方、もっと深く知
りたい方へ～ 新規講座
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団楽団長 

講師（ピアノ）&案内役 志田明子 ほか

東京シティ・フィルハーモニック管弦
楽団の全面協力のもと、クラシックコ
ンサートを気軽に、より楽しく鑑賞で
きるような構成で進めます。※教材費
にはチケット代を含みます。

火・土・日
7

18：45～20：30
（コンサートは
別途案内）
11/6～3/24

30 9,000円
4,000円

古石場
糸川博士生誕100周年記念講座
宇宙開発・宇宙科学の魅力 新規講座

ノンフィクション作家  松浦晋也 ほか

今年は宇宙・ロケット開発の父、糸川英
夫博士生誕100周年の年です。この講
座ではその糸川博士の実績や日本の
宇宙開発、太陽系内の天体など宇宙科
学を学びます。

水
10

19：00～20：30
10/24～3/6 30 8,500円

500円

館 講座名　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

豊洲
体年齢を若く保つ！食生活 新規講座
～自分にあった方法をみつけてみませんか～

管理栄養士  白田久美子

スポーツをする人、痩せたい人、より健
康になりたい人、まずは1か月間の栄
養管理にチャレンジしましょう。知っ
ているようで知らない栄養の基礎知
識が身につきます。

木
5

19：00～20：30
11/1～11/29 25 4,700円

1,000円

豊洲
遷宮を迎えて 新規講座
～伊勢神宮の祭祀と歴史～

國學院大學神道文化学部教授  中西正幸

およそ1300年にわたって行われている、
20年に一度神座を遷す儀式（遷宮）が、平成
25年に予定されています。遷宮に向けて注
目が集まる伊勢神宮について学びます。

金
5

10：30～12：00
10/19～12/14 25 5,400円

200円

東大島
宇宙に進出する人類 新規講座
～宇宙飛行士の軌跡から宇宙旅行時代へ～
（財）日本宇宙フォーラム主任調査員  渡辺勝巳

宇宙飛行士の軌跡から、近年の宇宙旅
行開始まで、講義と筑波宇宙センター
見学（木曜午後）も取り入れ、宇宙と人
をテーマに学びます。

木
4

19：00～20：30
11/8～1/24 20 5,000円

300円

東大島
「メトロポリタン美術館展」を味わう 新規講座

美術ジャーナリスト  村田真 ほか
東京都美術館リニューアル記念として
開催される特別展の見所を講義やアー
ティストトークを交えて紹介します。

火
5

14：00～15：30
11/6～12/4 25 6,800円

300円

砂町
お寺体験隊！ディープな世界に出か
けよう 新規講座

大正大学仏教学部長  勝崎裕彦 ほか

オリエンテーションの後で、区内のお寺
で坐禅などを体験します。最終講座で
は自分の手で円空仏を彫り上げます。

土
5

14：00～15：30
10/20～3/2 20 6,700円

2,000円

区民
刑事法の基礎の基礎 新規講座
～もし裁判員になったら～

弁護士  武内秀明

もし裁判員に選ばれ被告人の罪を決
めなければならないとしたら、と不安
に思っている方のための「刑事法　超
入門講座」です。法律や裁判について
ゼロから学ぶチャンスです。

木
5

18：30～20：00
10/25～12/20
※12/20は12：
50～15：30 

24 5,000円
100円

区民
気軽に体験シリーズ 新規講座
オーケストラ・歌舞伎・バレエ・寄席・文楽

イヤホンガイド解説員 ほか

芸術の秋、劇場に出かけませんか。鑑
賞前のレクチャーがあるので初めて
の方もお気軽にご参加ください。

土・日
・月祝
7

10/13～2/17
※公演により時
間が異なります。
詳細A面

25 4,000円
21,000円

文学・歴史

豊洲
日本近代文学事始メ 新規講座
～明治翻訳文学編～

東海大学准教授  堀啓子

西洋の影響を消化しながら日本独自
の文化を培っていった明治時代。西洋
文学の翻訳を通して日本文学の変革
をなした時代でもありました。日本近
代文学の原点に触れます。

木
5

14：00～15：30
11/29～3/21 25 5,400円

100円

亀戸
江戸の女たち～女ごころの記憶～ 新規講座
東京大学大学院情報学環教授  山本博文 ほか

大奥の女中、吉原の遊女、長屋で暮ら
し、夫を支えた妻の姿･･･。史料をもと
に、江戸時代の女性の姿を追います。
外出講義もあります。

水
5

19：00～20：30
外出時は13：00
～14：30

11/7～12/19

20 5,700円
300円

亀戸
ただ読むだけじゃ、もったいない
賢治作品の楽しみ方

宮沢賢治学会イーハトーブセンター代表  杉浦静 ほか

多くのファンをもち、いまなお人々を魅
了し続ける「宮沢賢治」の代表的な作品
を、朗読や星図を見ながら楽しみます。

金
8

13：30～15：00
10/26～3/8

5
（20）

9,700円
200円

東大島
文章教室～600字のエッセイ～

元茨城県立医療大学講師  畦倉実

身近な生活の中から課題を取り上げ、
起承転結をふまえた文章の書き方を
学びます。

土
12

14：30～16：00
10/6～3/16

若干名
（20）

17,000円
1,500円

砂町
俳句実作講座
～じっくり学ぶ「有季定型」～

俳句結社「鶴」同人会会長・俳人協会監事  鈴木しげを

講義と受講者の句の講評を中心に、俳
句を優しく指導します。吟行や句会の
体験もあります。

土
6

13：30～15：00
10/27～2/23

若干名
（25）

6,000円
300円

書道･絵画

森下
プロに学ぼう！マンガ道場

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、マンガを描くために必要な
テクニックを学びます。

隔土
10

14：00～16：00
11/10～3/23

10
（20）

14,000円
1,000円

豊洲
江戸文字教室～勘亭流～
勘亭流家元二代目荒井三禮直門  荒井三鯉

歌舞伎の看板や番付を華麗に彩る江
戸文字～勘亭流～を習ってみません
か。

隔水
10

19：00～20：30
10/10～3/13

若干名
（25）

17,000円
6,500円

東大島
日本画教室

日本美術院院友  佐藤孝
デッサンの基礎から日本画制作に至
るまで、描き方と技法を学びます。

金
15

18：30～20：30
11/2～3/8

若干名
（25）

16,000円
1,500円

砂町
スケッチ教室

サロン・ド・パリ会員  菅野たみお

静物、人物、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
17

18：30～20：30
10/18～3/14

10
（25）

17,500円
3,500円

区民
実用書道～暮らしに生かせる書～

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、あなたの生
活に潤いを与えてくれることでしょう。

水
17

19：00～20：30
10/24～3/13

若干名
（25）

14,500円
4,500円

手芸・工芸

森下
はじめてのレザークラフト 新規講座

日本手工芸指導協会レザークラフト師範 
田中外美子

長く愛用できる革の実用品を、ご自分
で作ってみませんか。男女ともに取り
組みやすいレザークラフトの技法を
初歩から学びます。

木 
10

18：30～20：30
11/8～3/28 12 16,000円 

15,000円

森下
協力講座  こぎん刺し教室

創作こぎんSMILAUGH  萩原ひろみ
幾何学模様が美しい東北に伝わる伝統工
芸です。ブローチなどの小物を作ります。

土 
5

10：00～12：00
11/17～3/16 15 5,000円 

実費

森下
伝統工芸  江戸切子

江東区登録無形文化財保持者  小林淑郎

経験者を対象とした講座です。基本的
な文様の刻み方を練習して切子をデ
ザインします。

木 
10

18：30～20：00
11/8～2/28

若干名 
（15）

20,000円
4,000円

秋から始める
秋から見つける秋の講座の講座 受講生

募集中！

平成24年度
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英会話講座のご案内＆お申し込み方法 9/9（日）～ 9/26（水）お申し込み期間

クラス名 講　師 内　容 授業時間 受講料（後期分） 教材費 後期回数 定員

はじめての英会話
江東区英語会話
力認定者協会派
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。授業は日本人の
複数講師が行います。

90分 12,200円 2,900円 15回 20名

基礎英会話

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・
TOEIC 400-500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以上）

90分 21,000円 400円 17回 15名

出
席
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
選
択

文化センター 英会話講座の特徴
●申込時にレベルチェックを実施し、5段階レベル別クラスの中から最適なクラスで受講することができます。
●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、6館44クラスを開講します。
●E-mailでの質問受付やDVD付テキスト使用（基礎～プレディスカッション）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にした江東区英語会話力認定者協会（ESVA）が指導します。
※江東区文化センターは大規模改修工事のため平成25年7月末まで休館中です。そのため、平成24年度の講座は実施いたしません。

受
講
ク
ラ
ス
申
し
込
み

クラス 火 水 木 金 土

はじめての英会話 森　下・午前①
東大島・夜間⑤

古石場・午前①
森　下・夜間⑤

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 砂　町・午前①
古石場・夜間④

森　下・午前①
東大島・夜間④
砂　町・夜間⑦

古石場・午前①
森　下・夜間⑤

中級英会話
東大島・午前①
森　下・夜間⑤
豊　洲・夜間⑦

古石場・午前①
東大島・夜間⑦
砂　町・夜間④

森　下・午前①
豊　洲・午前①
古石場・夜間④

砂　町・午前①

プレディスカッション

古石場・午前①
亀　戸・午前①
豊　洲・夜間④
砂　町・夜間⑤

砂　町・午前①

東大島・午前①
古石場・夜間⑦
亀　戸・夜間⑦
東大島・夜間④

森　下・午前①
古石場・午前①
森　下・夜間⑤
砂　町・夜間⑤

東大島・午後③

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

授業時間　①10：30～12：00　②12：25～13：55　③１４：00～15：30　④18：30～20：00　⑤19：00～20：30
　　　　　⑥19：30～21：00　⑦20：05～21：35

クラス紹介

クラス一覧

はじめての英会話
日本人講師クラス

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
日　程 時　間 会　場
9/20（木） ⑨10：00 ⑩18：45 東大島文化センター

9/21（金） ⑪10：00 ⑫18：45 豊洲文化センター

9/22（土・祝）⑬10：00 ⑭14：00 森下文化センター

9/23（日） ⑮10：00 ⑯14：00 亀戸文化センター

9/24（月） ⑰10：00 ⑱18：45 砂町文化センター

9/25（火） ⑲10：00 ⑳18：45 古石場文化センター

9/26（水） ㉑10：00 ㉒18：45 亀戸文化センター

日　程 10：30 19：00
9/20（木） ①東大島文化センター ②砂町文化センター

9/21（金） ③砂町文化センター ④古石場文化センター

9/25（火） ⑤森下文化センター ⑥東大島文化センター

9/26（水） ⑦古石場文化センター ⑧森下文化センター

★内容
簡単な筆記と面接

★内容
リスニング30分
文法30分

9/9（日）～ 9/26（水）
ガイダンス申し込み

9/20（木）～ 9/26（水）
ガイダンス出席 受講クラスの

決定 9/28（金）

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
※申し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

（約2時間）

応募者には郵送に
て連絡。
（応募者多数の場合
 は抽選。）

手続き期間

10/2（火）～ 
10/9（火）

英会話講座は1年コースです。
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。

一般講座（英会話講座以外）のお申し込み方法 9/9（日）～ 9/26（水）
受
講
す
る
講
座
を
決
定

9/9（日）～ 9/26（水）
お申し込み

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。

手続き書類を郵送します。

落選通知はがきをお送りします。

当選の方

落選の方

10月2日（火）～9日（火）までに受講料等を各センター窓口または
銀行振込にてお支払いください。
入金の確認をもって受講の申し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。申し込みされた
方にはお知らせします。

インフォメーション
●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。
● 申し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、病気や転居等特別な事情により
やむを得ず受講できない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。

共通事項

各施設交通案内

江 東区文化センター 
江東区文化センターは平成25年7月末まで 
改修工事に伴い休館中

☎3846-6601

1 森下文化センター 
都営地下鉄大江戸線・新宿線森下駅から徒歩8分 
東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄大江戸線 
清澄白河駅から徒歩8分

　　　〒135-0004　江東区森下3-12-17
☎5600-8666　℻.5600-8677

2 古石場文化センター 
東京メトロ東西線門前仲町駅・木場駅から徒歩10分 
JR京葉線越中島駅から徒歩10分 
都営地下鉄大江戸線門前仲町駅から徒歩15分

　　　〒135-0045　江東区古石場2-13-2
☎5620-0224　℻.5620-0258

3 豊洲文化センター 
東京メトロ有楽町線豊洲駅より徒歩2分 
新交通ゆりかもめ豊洲駅より徒歩1分

　　　〒135-0061　江東区豊洲2-2-18
☎3536-5061　℻.5560-0505

4 亀戸文化センター 
JR総武線・東武亀戸線亀戸駅から徒歩2分

　　　〒136-0071　江東区亀戸2-19-1 
　　　カメリアプラザ5F

☎5626-2121　℻.5626-2120

5 東大島文化センター 
都営地下鉄新宿線東大島駅から徒歩5分

　　　〒136-0072　江東区大島8-33-9
☎3681-6331　℻.3636-5825

6 砂町文化センター 
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
　　　〒136-0073　江東区北砂5-1-7

☎3640-1751　℻.5606-5930

7 総合区民センター 
都営地下鉄新宿線西大島駅から徒歩1分

　　　〒136-0072　江東区大島4-5-1 
☎3637-2261　℻.3683-0507

【開館時間】9：00～22：00
【休 館 日】 1・2・5・6は第1･3月曜日 

3・4・7は第2･4月曜日

  　　　　ただし祝日の場合は開館

総合区民
センター

施設別講座名一覧（講座名・ジャンル・掲載面）
森下文化センター
本所・深川散歩～秋冬編～  地域理解・散策 A・C

グループ・サークルサポート事業 ABCからのイタリア語基礎講座  国際理解・語学 A・C

初級韓国語会話  国際理解・語学 C

永遠の少女マンガ～名物編集長が語る少女マンガ史～  鑑賞・教養 A・C

大正という時代の美術  鑑賞・教養 A・C

辻真先が案内するミステリの世界  鑑賞・教養 A・C

プロに学ぼう！マンガ道場  書道・絵画 C

はじめてのレザークラフト  手芸・工芸 A・C

協力講座 こぎん刺し教室  手芸・工芸 C

伝統工芸 江戸切子  手芸・工芸 C

森下女声コーラス  音楽・演劇 B

うたう・楽しむ・元気がでる 童謡・唱歌の世界  音楽・演劇 B

グループ・サークルサポート事業 心と身体の調和をはかる気功健康法  ダンス・健康 A・B

キッズチアダンス～ソングリーディング～  こども・親子 B

こども書道教室  こども・親子 B

古石場文化センター
江戸の名所絵を読む  地域理解・散策 A・C

今、小津安二郎を語ろう  鑑賞・教養 A・C

クラシック音楽をもっと気軽に楽しもう～はじめて鑑賞する方、もっと深く知りたい方へ～  鑑賞・教養 A・C

糸川博士生誕100周年記念講座 宇宙開発・宇宙科学の魅力  鑑賞・教養 A・C

澤登翠の弁士にチャレンジ！  趣味・実用 A・B

ママとキッズのはじめてのフラ ①子連れOKママクラス  こども・親子 A・B

ママとキッズのはじめてのフラ ②ケイキ(こども)フラクラス  こども・親子 A・B

～たいけんはっけんぼくのまち～親子で学ぶ理科社会  こども・親子 B

豊洲文化センター
インドを楽しむアラカルト  国際理解・語学 A・C

体年齢を若く保つ！食生活～自分にあった方法をみつけてみませんか～  鑑賞・教養 A・C

遷宮を迎えて～伊勢神宮の祭祀と歴史～  鑑賞・教養 A・C

日本近代文学事始メ～明治翻訳文学編～  文学・歴史 A・C

江戸文字教室～勘亭流～  書道・絵画 C

日本歌曲を歌おう  音楽・演劇 A・B

楽器挫折者救済講座～アコースティックギター弾き語り体験～  音楽・演劇 A・B

亀戸文化センター
亀戸まちのマイスター 発酵文化応援団 お酒の話  地域理解・散策 A・C

亀戸発！～東武電車と東京スカイツリー®と下町散歩～  地域理解・散策 A・C

ワンダフル・コリア～食・楽・探・求～  国際理解・語学 C

江戸の女たち～女ごころの記憶～  文学・歴史 A・C

ただ読むだけじゃ、もったいない 賢治作品の楽しみ方  文学・歴史 C

体すっきり！ お手軽ストレッチ  ダンス・健康 B

DIY実践講座～やってみたいけどチャンスがなかった人のために～  趣味・実用 A・B

こどものための演劇教室  こども・親子 B

東大島文化センター
お江戸超低山さんぽ  地域理解・散策 A・C

協力講座 フランス語会話入門編  国際理解・語学 C

宇宙に進出する人類～宇宙飛行士の軌跡から宇宙旅行時代へ～  鑑賞・教養 A・C

「メトロポリタン美術館展」を味わう  鑑賞・教養 A・C

文章教室～600字のエッセイ～  文学・歴史 C

日本画教室  書道・絵画 C

実践カラオケ教室  音楽・演劇 B

東大島女声コーラス・午前  音楽・演劇 B

東大島女声コーラス・夜間  音楽・演劇 B

ピラティス・女性クラス  ダンス・健康 B

ピラティス・男性クラス  ダンス・健康 B

世界にたった一つの貴方だけの色 バースカラーのおしゃれ活用術  趣味・実用 A・B

囲碁教室・実践編～基礎から応用まで～  趣味・実用 B

こどものためのクラシックバレエ  こども・親子 B

砂町文化センター
よみがえる昭和ノスタルジー「国鉄」の魅力  地域理解・散策 A・C

お寺体験隊！ディープな世界に出かけよう  鑑賞・教養 A・C

俳句実作講座～じっくり学ぶ「有季定型」～  文学・歴史 C

スケッチ教室  書道・絵画 C

ヤング★ハワイアン  ダンス・健康 B

バレトンで内面から美しいからだづくり  ダンス・健康 B

綺麗を引き出す魔法のスキンケア＆メイク  趣味・実用 A・B

初歩からはじめるノートパソコン～マイクロソフトワードで年賀状作成～  趣味・実用 A・B

こどもとアート～親子で造形コミュニケーション～  こども・親子 A・B

ベビーマッサージ～ママの手は魔法の手～  こども・親子 A・B

こどもバレエ教室  こども・親子 B

総合区民センター
刑事法の基礎の基礎～もし裁判員になったら～  鑑賞・教養 A・C

気軽に体験シリーズ　オーケストラ・歌舞伎・バレエ・寄席・文楽  鑑賞・教養 A・C

実用書道～暮らしに生かせる書～  書道・絵画 C

女性のための健康法Ⅱ～陰陽ストレッチエクササイズ～  ダンス・健康 A・B

健康のヨガ  ダンス・健康 B

江戸っ子の食と文化～江戸の味を辿る 講義と調理と試食～  趣味・実用 A・B

わたしの元気な食卓  趣味・実用 A・B

月に一度のおもてなしレシピ  趣味・実用 A・B

親子でクッキング ハレの日ごはん  こども・親子 A・B


