
　殺陣（たて）とは、映画や時代劇で
戦いを表す演技です。相手と呼吸を
合わせ、美しく豪快に刀を振る、非
日常の時間を楽しみましょう。基本
動作からのレッスンですのでどな
たでもご参加いただけます。
土曜日■9回■10：00～11:30
6/9～9/15■20名
受講料：16,000円■教材費：500円
※木刀が必要です。レンタルあり
会場：古石場文化センター

殺陣にチャレンジ！入門編

ダンス・健康

【申込期間】4/10（火）～4/24（火）応募者多数の場合抽選
講師：芸道殺陣「高瀬道場」主宰　高瀬将嗣

あなたも剣士に！

4月から
  募集！

英会話講座のご案内＆お申し込み方法　まずは無料ガイダンスにご出席ください

〈日程〉5/13、6/10、7/8、9/9、10/21
日曜日■前期5回■10:30～12:00
5/13～10/21
親子10組（定員17組）首が座ってから1歳半まで
の乳児と保護者（パパとママは、お一人でもお二
人でも可）
受講料：7,800円■教材費：100円
会場：東大島文化センター

講師：日本ベビーダンス協会認定講師　宍戸道代

こども・親子

パパとママと一緒にベビーダンス　　　通年講座

レッスン風景 　ヨーロッパとアジアの文化が
微妙に融合し、繊細な独自の生
活文化を作り上げたベトナムの
文化全般を学びます。
金曜日■6回■19:00～20:30
5/11～7/20　
10名（定員25名）
受講料：5,700円■教材費：100円
会場：豊洲文化センター

お申し込み （先着順）受
講
す
る
講
座
を
決
定

出
席
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
選
択

はじめての英会話
（日本人講師クラス）

★内容　
簡単な筆記と面接

基礎英会話
～ディスカッション
（ネイティブ・スピーカー講師クラス）

★内容　
リスニング30分
文法30分

日程 10:30～ 19:00～

4/10㈫ ①森下文化センター ②東大島文化センター

4/11㈬ ③古石場文化センター ④森下文化センター

4/12㈭ ⑤東大島文化センター ⑥砂町文化センター

4/13㈮ ⑦砂町文化センター ⑧古石場文化センター

日程 時間 会場

4/10㈫ ⑮10:00～ ⑯18:45～ 亀戸文化センター

4/11㈬ ⑰10:00～ ⑱18:45～ 東大島文化センター

4/12㈭ ⑲10:00～ ⑳18:45～ 古石場文化センター

4/13㈮ ㉑10:00～ ㉒18:45～ 豊洲文化センター

クラス 受講料(前期分） 
教材費 火 水 木 金 土

はじめての英会話 
（前期15回　定員20名）

12,200円 
2,900円

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 
（前期17回　定員20名）

19,000円 
4,300円

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 東大島・午前①

中級英会話 
（前期17回　定員20名）

19,000円 
4,300円

東大島・午前① 
森　下・夜間⑤ 
豊　洲・夜間⑦

古石場・午前① 
亀　戸・午前① 
東大島・夜間⑦ 
砂　町・夜間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 
（前期17回　定員15名）

21,000円 
4,300円

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

東大島・午後③

ディスカッション 
（前期17回　定員15名）

21,000円 
400円 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 
砂　町・夜間⑤

クラス一覧 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ガイダンス申し込み

実施日の前日まで
※当日のお申し込みはお問い合わせください

窓口・電話・FAX・
はがき・インターネット

http://www.kcf.or.jp
※申し込み確認の返信はいたしません。

　はがき、FAX記入例
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 

はじめての英会話
　簡単な筆記と面接

基礎英会話～
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

応募者には郵送にて
ご連絡します。
応募者多数の場合は
抽選となります。

手続き期間
4/17（火）～
　　4/24（火）

開 講
5/8（火）より
順次開講

追加募集ガイダンス 4/22（日） 
●はじめての英会話13:30～ ●基礎～ディスカッション15：30～ 会場・お申し込み：亀戸文化センター 

実施するセンターの窓口
または電話で

お申し込みの際に伺うこと
❶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

★4/10から募集する「殺陣にチャレンジ！入門編」（古石場
文化センター）と「亀戸まちのマイスター～船橋屋と亀戸天
神ツアー～」（亀戸文化センター）は先着順ではありません。
4/10（火）～4/24（火）を申込期間とし、応募者多数の場合
は抽選となります。結果は郵送でお知らせします。

受｜講｜手｜続｜き

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。

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。　　　　 については前期分の回数・期間・受講料・教材費を記載しています。後期につい
ては講座内でお知らせします。

● 　　　　 は昨年度、またはそれ以上前から開講している講座です。欠員の補充募集となります。
● 　　　　 は、講師、受講生が中心となって運営する講座です。文化センターが事務的なサポートをしながら実施します。
● 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。また、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。

● 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。
● 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伺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。

1森下文化センター 

☎5600-8666
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

2古石場文化センター
☎5620-0224
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

3豊洲文化センター
☎3536-5061
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

4亀戸文化センター
☎5626-2121
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

5東大島文化センター
☎3681-6331
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

6砂町文化センター
☎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
〒136-0073　江東区北砂5-1-7

7総合区民センター
☎3637-2261
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

【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

一般講座（英会話講座以外）のお申し込み　先着順で受付中！

受
講
ク
ラ
ス
申
し
込
み

　　

（約2時間）

ガイダンス出席 受講クラスの
決定 4/15（日）

手続き書類を郵送します。
各施設 電話番号・交通案内

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

春の講座春の講座 受講生募集中!受講生募集中!
4

ベトナムを楽しむアラカルト

国際理解・語学

講師：城西国際大学教授　ダオ フー ジュン　ほか

　亀戸の名店・船橋
屋の歴史を学び、縁
の深い亀戸天神社を
めぐる1回講座です。
船橋屋の茶菓子も味
わいます。

〈日程〉
①6/13、②7/11、③8/22
水曜日■1回（上記3日のうちいずれか）10:00～11:30
各回10名■受講料：100円
会場：亀戸天神社・船橋屋本店（亀戸文化センター）

亀戸まちのマイスター
～船橋屋と亀戸天神ツアー～
くず餅に学ぶ老舗のこころ

地域理解・散策

田河水泡と弟子たち～そのユーモアの世界と系譜～

　江東区ゆかりの漫画家・田河水泡と弟子たちの人と作品を取り上げます。

日曜日■5回■14:00～15:30■5/20～9/16■20名（定員30名）■受講料：5,000円
教材費：なし※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

講師：漫画家・のらくろトリオ　永田竹丸・山根青鬼　ほか

　東京国立博物館平成館で開催中の展覧会（会期：～6/10）の見所を現代美術
など新たな視点でご案内します。
火曜日■4回■14:00～15:30
5/8～5/29※最終日は見学
10名（定員25名）■受講料：5,800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：東大島文化センター

「特別展 ボストン美術館 日本美術の至宝」を味わう
講師：美術ジャーナリスト　村田真　ほか

　初心者を対象にフランス語の基本を学び
ます。
※申し込みされた方は初回日に見学し、レベ
ルを確認していただきます。
金曜日■10回■19:00～20:30
6/1～10/19■10名（定員20名）
受講料：22,100円■教材費：2,900円
会場：東大島文化センター

講師：アテネ・フランセ派遣講師　ジュリアン・ビエルカ

　カメラを通して、亀戸を
再発見しましょう。
〈主な内容〉
●撮影技法の基礎
●撮影会（亀戸・東京スカイ
ツリー・食べ物をおいしそう
に撮る・ミニ展示会　など）
2･4木曜日■前期10回
13:30～15:30
4/26～9/27　
10名（定員15名）
受講料：14,000円　
教材費：2,000円
会場：亀戸文化センター

写真展を開催しよう！
初心者のための「亀戸デジカメ倶楽部」

講師：東京ビジュアルアーツ講師　杉野仁孝

〈主な内容〉
●「謎の島」中央防波堤埋立地見学
●現在の豊洲と水辺のまちづくり
●東京臨海副都心～変貌する江東区の埋立地～
火曜日■6回■19:00～20:30■5/15～7/24　
10名（定員20名）■受講料：5,200円■教材費：500円　
会場：豊洲文化センター

～高層ビルの先に見えるもの～
豊洲から見る江東現代史

　戦後から現代
までの、復興と発
展の歴史をたど
ると共に、未来へ
の展望を実地見
学も行いながら
考えましょう。

講師：前東京みなと館館長　大野伊三男　ほか

　宮沢賢治の代表的な作品を、さまざまな手法で味わってみませんか。
〈主な内容〉
●紙芝居で楽しむ宮沢賢治
●花巻弁で作品鑑賞　
●賢治作品と音楽（詩・永訣の朝）ほか
●音楽とともに楽しむセロ弾きのゴーシュ
（朗読とチェロ演奏）
2・4金曜日■前期8回■13:30～15:00
5/11～9/28■8名（定員20名）■受講料：9,700円
教材費：200円■会場：亀戸文化センター

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

講師：宮沢賢治学会イーハトーブセンター代表　杉浦静　ほか
　美術、戦争、震災、デモクラシーなど特色あ
るテーマから大正時代を見ていきます。竹久
夢二美術館も見学します。
〈日程〉
5/9、5/23、6/6、6/9（土）、6/20
水曜日■5回■19:00～20:30
10名（定員20名）■受講料：7,000円
教材費：300円※美術館入館料は現地で実費徴収
会場：砂町文化センター

大正100年記念 大正時代とはどんな時代だったのか
講師：首都大学東京准教授　源川真希　ほか

〈主な内容〉
●江戸料理・庶民の食を知る（講義）　
●再現・江戸の味（調理実習）
〈日程〉5/15、6/19、7/17、7/31、9/18■火曜日■5回
10:00～12:00■5/15～9/18■10名（定員20名）
受講料：6,400円■教材費：5,600円
会場：総合区民センター

江戸料理をまなぶ～調理実習と講義～

5/11(金）ベトナムの近代化と諸外国
5/25(金）ベトナムの多民族社会と文化

6/8(金） ベトナムの食文化  
家庭料理及び地域による食文化の違い

6/22(金）ベトナムの音楽  タイグエンの竹琴｢トルン｣の魅力
7/6(金） ベトナムの工芸～過去と現在～

7/20(金）ベトナム観光の魅力 ベトナム旅行を100倍楽しむ方法

5/20（日）漫画史における「のらくろ」～水泡のユーモア世界～講師：漫画・諷刺画史研究家　清水勲
6/17（日）長谷川町子美術館見学　　　　　講師：長谷川町子美術館学芸員　橋本野乃子

7/15（日）田河水泡の弟子たち①愛弟子が語る田河水泡講師：漫画家・のらくろトリオ　永田竹丸・山根青鬼

8/19（日）田河水泡の弟子たち②杉浦茂の世界講師：漫画家　みなもと太郎・マンガ愛読家　嶌津よたろう
9/16（日）田河水泡の弟子たち③漫画家・滝田ゆう　　講師：元「小説新潮」編集長　校條剛

5/8（火） なぜ今「美術館展」ラッシュ？

5/15（火）特別展で押さえたい作家「若冲・蕭白」

5/22（火）現代作家から見たボストン美術館の日本美術（ゲストアーティスト・山口晃）

5/29（火）特別展見学（東京国立博物館 平成館）

木曜日■3回■10:00～12:00■5/10～6/14
10名（定員25名）■受講料：2,000円
教材費：700円■会場：亀戸文化センター

粋なエンディング
講師：相続手続支援センター代表　半田貢

木曜日■5回■14:00～15:30
5/10～7/12
5名（定員20名）
女性限定■受講料：8,300円
教材費：500円
会場：東大島文化センター

もう「着る服がない！」って言わない 大人の着こなし術
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

暮らしに活かすアロマ＆ハーブ
講師：ハーバートハウス認定講師　三輪さおり

　住所録や家計簿を作成し、パソコンを生活に役立てましょう。エクセル2010
で解説を行いますが、 2007版の方も受講できます。毎回パソコン持参です。
土曜日■10回■10:00～11:30■5/12～7/21■5名（定員20名）
受講料：8,000円■教材費：1,500円
■会場：砂町文化センター

ノートパソコンで覚えるマイクロソフトエクセル
講師：PCインストラクター　謝花良次　ほか

〈日程〉5/13、6/10、7/8、9/9、10/14、11/18
日曜日■6回■10:00～11:30見学は別途案内■5/13～11/18
5組（小学3年生以上と大人）※大人だけの参加も歓迎（定員20組）
受講料：4,500円■教材費：300円※入園料別途
■会場：古石場文化センター

～おとなもこどもも～Z
 ず ー  

OOっと大好き！動物園
講師：東京動物園協会動物解説員　ほか

【申込期間】
4/10（火）～4/24（火）
応募者多数の場合抽選

くず餅の老舗「船橋屋」本店

通年講座

亀戸はスカイツリーの
ビューポイントがたくさん

造船の街だった
頃の豊洲

フランス語会話 入門編　　　　　通年講座 協力講座

観賞・教養

〈主な観劇内容〉
●歌舞伎鑑賞教室「俊寛」（国立劇場）
●東京シティ・バレエ団「真夏の夜の夢」
（ティアラこうとう）
●新宿　末廣亭、深川江戸資料館
〈日程〉5/22 10:00～、
5/29 12:00～、6/9 10:00～、
6/26 12:30～、7/7 18:00～
火・土曜日■6回■5/22～7/7
10名（定員25名）■受講料：4,200円
教材費：12,000円（鑑賞チケット代含む）■会場：国立劇場 ほか（総合区民センター）

気軽に体験　寄席・歌舞伎・バレエ
講師：立正大学名誉教授　北原進　ほか

東京シティ・バレエ団「真夏の夜の夢」©寺田真希

通年講座

紙芝居「風の又三郎」

竹久夢二・画「mai」大正15年
（竹久夢二美術館所蔵）

　チェアロビクス®とは椅子を使っ
た運動です。体内の筋肉コアを鍛え、
ゆっくりした動きで身体の左右バラ
ンスを整えます。男女年齢問わず参加
できます。
木曜日■18回■19:00～20:00
5/17～9/27■20名（定員30名）
受講料：17,000円■教材費：1,000円
会場：豊洲文化センター

椅子を使った骨盤体操「チェアロビクス®」～身体の歪みを整えよう！～
講師：健康運動指導士・フィットネストレーナー福島多香恵

教室風景

　気軽に手軽にできるストレッチ方法をご紹介します。
週1回のリラックスタイムです。
火曜日■10回■13:30～15:00■4/24～9/18
12名（定員20名）女性限定
受講料：14,800円■会場：亀戸文化センター

講師：ヨガ・ボディケアトレーナー　小沼マナミ

体すっきり　お手軽ストレッチ講座 　　　　　　　通年講座

趣味・実用

田楽大根　梅仁和え大根

5/10（木）エンディングノートの書き方
5/24（木）遺言のすすめ
6/14（木）セカンドライフの準備

5/10（木）「似合う色」と「形」を見つけましょう
5/24（木）着やせ、バランス、着こなしのルールを学びましょう
6/7（木） どんな印象にみせたいのか？　明確にしましょう

6/21（木）たった9アイテムで27通りのコーディネート術を身につけましょう
7/12（木）イメージボード作成とファッションチェックで仕上げましょう

〈日程〉5/30、6/13、6/27、7/11、7/25、9/5
水曜日■6回■19:00～20:30
10名（定員20名）■受講料：7,500円
教材費：3,500円■会場：砂町文化センター

　化粧水や
クリーム等
を作ります

〈日程〉5/27、6/17、7/15、8/19
日曜日■4回■10:30～11:50
親子3組（定員10組）■受講料：10,200円
教材費：600円■会場：砂町文化センター

こどもとアート～造形でつくる親子のかたち～
講師：東京学芸大学准教授　石井壽郎

　表現の手段として行う造形を
通して親子の絆を深めましょう

木曜日■15回■16:30～18:00■5/17～10/11
小学生20名（定員50名）■受講料：11,000円
教材費：1,000円■会場：森下文化センター

「キッズチアダンス～ソングリーディング～」　　　　　
講師：㈱WING DANCE PROMOTION　小髙智織

通年講座 継続講座

イベントに参加した時の様子

隔週土曜日■前期10回■10:00～11:30
5/12～10/27■4名（定員20名）（小・中学生）
受講料：10,500円■教材費：500円
会場：森下文化センター

こども書道教室　　　
講師：創玄書道展審査会員　中村瑛華

通年講座

講師：中村瑛華

動物園見学もあります
©さとうあきら（写真家・第4回講師）

　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。
隔週土曜日■10回■14:00～16:00■5/12～10/27
10名（定員20名）■受講料：14,000円■教材費：1,000円
会場：森下文化センター

「プロに学ぼう！マンガ道場」　　　　　　　　　　
講師：漫画家　江波じょうじ

絵画

通年講座 継続講座

講師作品

4月から
  募集！

区民参加・ボランティア

　目の不自由な方の映画鑑賞を音声で手助けするのが映画音声ガイドです。
動作や場面状況を、セリフの邪魔にならないよう配慮してシナリオ化し、上映
時にナレーションを流します。
水曜日■11回■14:00～16:00■5/9～7/18
5名（定員20名）■受講料：6,500円
教材費：100円■会場：古石場文化センター

映画音声ガイド制作ボランティア養成講座
講師：バリアフリー映画鑑賞推進団体　シティ・ライツ副代表　美月めぐみ　ほか

　あなたの声
が映画と観る
人の心をつな
ぎます

講師：ジュリアン・ビエルカ

4/15（日）以降
受付可能クラス分

追加募集ガイダンス
実施決定！

講師：実践女子大学生活科学部長　大久保洋子

通年講座

継続講座
協力講座

講師：小沼マナミ

A 平成 24 年 4 月 10 日発行　第 359 号 ホームページ http://www.kcf.or.jp もご覧ください。



このマークは自主グループの写真を掲載しております。

自主グループ会員 募集

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

タイ語教室（※）
東京外国語大学講師 ナタヤ・ヤマカノン

木 
夜間 090-3228-9129 関口

硬筆砂文会 
文部科学省認定社会通信教育講師　大原一紗

2・4火 
午前

3642-0298 山田
（17：00～20：00）

江風書道会
日展会友・毎日展審査会員　森桂風

水 
午前 090-2164-6811 平川

煌書会 
日展会友・毎日展審査会員　加藤煌雪

火 
夜間 5626-6081 大森

初めての油絵教室
画家　齊藤光晴

水 
夜間 3648-9821 宮島

絵画サークル 芽次知（めじち） 
画家　齊藤光晴

水 
午後 3699-4933 播摩

スケッチ教室 ワインの会 
サロン・ド・パリ会員　菅野たみお

金 
夜間 3683-9420 清水

穂有会俳画山岸教室たんぽぽ会
全日本俳画穂有会師範　山岸美佐子

2金 
午後 049-264-7810 山岸

嵯峨御流生花自主教室 
メンバーのみで活動

木 
夜間 3681-7056 室井

グラスアート　とんぼ玉をつくる 
とんぼ玉作家

1・3・5金 
夜間 直接見学に来てください。

さざんかグループ（アートフラワー） 
アートフラワー、フラワーデザイン講師 向山晴子

火 
午後 3699-1416 馬場

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

刺繍小物教室
江東手工芸協会講師　伊藤浩子

火 
午後 3640-3745 小関

口笛サークル　砂町バンビ 
日本口笛奏者連盟名誉会長　高橋一眞

2・4金 
夜間 090-2665-5045 滝

ドラムを叩こう!
ドラム講師　三根生啓

2・4月 
夜間 070-5550-7811 斉藤

ケーナ ワイラ デ 砂町
ケーナ・サンポーニャ奏者　菅沼ユタカ

1・2・4水 
夜間 070-5668-9059 飯田

砂町実践カラオケ教室
作曲家　田中健一郎

2・4金 
午後 3644-7681 香川

プアナニ髙橋ハワイアンフラ砂町
全日本フラ協会理事　プアナニ髙橋ほか

金 
午後 3645-6458 宍倉

ソウル＆ディスコダンシング 
JIN DANCE FACTORY 代表 JIN（相馬仁）

隔水 
夜間 080-5642-4690 髙橋

わいわいフォトクラブ
㈳日本写真家協会（JPS）会員　田原栄一

2火 
午後 3646-2932 杉本

写真クラブフォトロ
写真家　宮本和義

4火 
午後 3647-3794 宮内

砂町デジカメ倶楽部
写真家　中村文夫

2・4月 
夜間 090-6182-1372 塚田

※「タイ語教室」は経験者対象です。まずは見学においでください。

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

絵手紙あゆみの会
日本絵手紙協会公認講師　向井艶子

水
午後 3644-7406 吉川

川名ニットサークル 
日本編物文化協会手編指導員　川名よし子

水 
夜間 3645-7767 岩見

MOAIクラブパッチワーク 
MOAIクラブ本部講師　三橋八重子

木 
午前 3637-2723 星

おりがみの会 
四季の折紙講師　大村保雄

金 
午前 3615-5668 根津

はな人形教室 
創作人形協会講師　田中カツ子

木 
午後 3630-3858 西垣

木曜フォトクラブ 
日本写真家協会理事　鍔山英次

木 
夜間 3685-4448 峰川

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

書道サークル芳園会
毎日書道展会員　帯向芳園

隔木
夜間 5638-0734 柏原

書道を通じて親睦を深めます。漢字・仮
名の基礎から暮らしに生かせる書を学
びましょう。

みんなの日本語 
日本語講師　小倉富士子ほか

火 
午前・午後 3685-2552 小倉

日本語で話そう 
日本語講師　興ヒロミほか

木
夜間 5679-3308 興

Rob's Club（英会話中級）
英国人講師

日 
午前・午後

090-5425-3903 中江
http://hw001.spaaqs.ne.jp/
dragon-n/

香耀会（書道）
毎日書道展審査会員　花村林香

木 
午前 3645-5459 鈴木

安西絵画工房 
芸大大学院卒 洋画家　安西大

金 
夜間 3647-4811 布川

彩の会（絵手紙） 
日本絵手紙協会公認講師　松波けい子

火 
午後 090-6160-6334 黒川

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

笑顔の会（絵手紙）
日本絵手紙協会公認講師　古保淳子

3水 
午後 3619-5250 吉浜

江戸の針
ちりめん細工「江戸の針」主宰　三好裕子

2・4水 
午前・午後 3645-7507 三好

オリジナルビーズアクセサリー教室 
文化服装学院特別講師　大滝あやこ

2・4水 
午後 090-4948-9739 大滝

芝居仲間いづみ 3月 
夜間 3638-5003 松原

グループ kito
作家・脚本家　竹内日出男

隔月1 
不定期 
夜間

3536-4456 山中
FAXでお申し込みください

ヨガピラティスまりの会 
YPS国際認定講師　　飯髙真理子

木 
夜間 080-1056-2426 飯髙

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

原文で読む源氏物語 
静岡大学人文学部准教授　袴田光康

第1・3月
夜間 3646-2118 石田

紫式部によって描かれた平安貴族の華
やかで雅やかな世界に浸り、読み解いて
いきます。

 
女性の体の歪みをとるストレッチ体操 
陰陽ストレッチエクササイズ
陰陽ストレッチエクササイズプログラムディレクター マナミ

月2回土
夜間

yinyang527@gmail.com
山谷

骨盤や全身の筋肉バランスを整えるス
トレッチ体操です。リンパ・デトックス効
果で健美な体を目指していきます。

亀戸まちのサポーター会議 月1不定期 
午後

090-5774-1064 桑原
takako.kuwa@gmail.com

遊び心の書
こだま書の教室主宰　山崎祥

しょう

馨
けい
月2回火 
夜間 3643-6671 江川

水彩画教室 豊増
ハプスブルク芸術友好協会会員　豊増良雄

1・3月 
午後

5548-1375 豊増
yosit28567@ezweb.ne.jp

福包の会（絵手紙） 
日本絵手紙協会公認講師　古保淳子

1水 
午後 090-5787-8887 山之口

砂町文化センター 〒136-0073　江東区北砂5-1-7
☎3640-1751　FAX.5606-5930

［交通案内］ 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

総合区民センター 〒136-0072　江東区大島4-5-1
☎3637-2261　FAX.3683-0507 ［交通案内］ 都営地下鉄新宿線西大島駅から徒歩1分

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 ［交通案内］ JR総武線／東武亀戸線亀戸駅北口より徒歩2分

スケッチ教室　ワインの会

煌書会

グラスアート　とんぼ玉をつくる

さざんかグループ

嵯峨御流生花自主教室

絵画サークル 芽次知

原文で読む源氏物語 女性の体の歪みをとるストレッチ体操
陰陽ストレッチエクササイズ

亀戸まちのサポーター会議

ヨガピラティスまりの会オリジナルビーズアクセサリー教室 このマークは自主グループの写真を掲載しております。

このマークは自主グループの写真を掲載しております。

彩の会 MOAIクラブパッチワーク

みんなの日本語

木曜フォトクラブ

日本語で話そう 安西絵画工房

はな人形教室おりがみの会

川名ニットサークル

口笛サークル　砂町バンビ

硬筆砂文会

ソウル＆ディスコダンシング

福包の会
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花のフランス刺繍グループ

フラメンコサークル・アレグリアス

自主グループ会員 募集
◆自主グループとは、当財団の講座を卒業（終了）した後も、自主的に学習を続けているグループです。
◆日程・会費等は、各グループによってさまざまです。詳しくは、直接代表者へお問い合わせください。
◆見学もできます。代表者へお問い合わせの上、お出かけください。

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

江戸の針　東大島教室 
日本玩具博物館講師 江戸の針主宰 三好裕子

3土
午前・午後 3645-7507 三好

ちりめんや古布を縫い合わせて、動物や
植物・人形、季節にちなんだ風物などを
題材に制作します。

小名木川リバーガイド倶楽部
下町衆談主宰　小木曽淑子

3木 
午前

3640-6623 古舘
t.furutate@nifty.com

水曜クラブ（英会話）
外国人講師

金 
午前

3640-0415 井上
apel-inoue@mwc.biglobe.ne.jp

パル英会話
江東区英語会話力認定者協会会員　柴田典子

木 
午後

3638-2659 三柴
nanoshibata@ae.auone-net.jp

説説中国語
中国文武学院中国語講師　方慶紅

水 
夜間

3682-8660 木村
fuko-k@mail.goo.ne.jp

楽しくハングル
東京外国語大学客員准教授　金鐘徳

水 
午後・夜間

5600-0576 原
oyumechan@yahoo.co.jp

かな書道教室
書道玄海社会長・毎日書道展審査会員 三上栖蘭

木 
午前

3683-5657 片山
yori52@mbn.nifty.com

漢字書道教室
書道玄海社会長・毎日書道展審査会員 三上栖蘭

水 
夜間

3638-7726 秋葉
3683-5657 片山
yori52@mbn.nifty.com

蘭瑶書道会
書道玄海社会長・毎日書道展審査会員 三上栖蘭

火 
午前 3631-6079 山本

すがのたみおスケッチ教室 
サロン・ド・パリ会員　菅野たみお

土 
夜間

3699-5026 鈴木
kosyo-367bf7@bf7.so-net.ne.jp

聖山会東大島水墨画教室
全日本水墨画会会長　塩澤玉聖

1・3木 
午後 3682-0182 宮原

絵の会「カンバス」
洋画家　齊藤光晴

火 
夜間 3646-8417 岩瀬

鎌倉彫文月会 
鎌倉彫作家　松本裕代

1・3金 
午前・午後 3681-4700 松本

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

稲野辺俊子パンフラワー教室 
全日本パンフラワー協会

にしれいこメキシカンフラワースクール代表
　稲野辺俊子

2・4水 
夜間 3644-5860 稲野辺

アートフラワー「コスモスの会」
江東手工芸協会講師　向山晴子

1・3水 
午後 3636-6353 河野

東大島ウクレレ教室
日本ウクレレ協会名誉会員　山下好哉

1・3木 
夜間

090-5496-5910 清水
waiuk99@yahoo.co.jp

童謡・唱歌を歌う会
日本オペラ協会会員　福山恵

隔金 
午後

5627-5686 伊藤
hiro0512@w4.dion.ne.jp

東大島大正琴教室 
日本大正琴協会常任理事・絃容会会主 小林絃容

1・2・3火 
午後 3681-2403 田中

アイニーベリーダンス
アイニーベリーダンス主宰　松屋伊那子

日・祝 
午前 3636-7888 松屋

フラメンコサークル・アレグリアス 
鹿野由貴子フラメンコスタジオ主宰 鹿野由貴子

土 
午後 090-9342-0881 雪森

プアナニ髙橋ハワイアンフラ東大島 
NPO法人全日本フラ協会理事 プアナニ髙橋

火 
午後 3630-3939 髙橋

トモ・ダンスサークル 
JATD日本舞踏教師協会会員　日吉智子

2・4月・火 
午前 3682-3497 小山

東大島囲碁会 
日本棋院普及指導員　東條秀文

金・土・日 
午後・夜間

3682-1592 澤田
sawasoft@r9.dion.ne.jp

囲碁教室「水曜会」
日本棋院棋士八段　佐々木正

水 
午後 3646-0055 田村

写遊くらぶ
写真家　唐澤哲朗

3土 
午後 3681-7553 岡村

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

花のフランス刺繍グループ 
刺繍研究会講師　箕浦環

木 
午前・午後 3645-5937 箕浦

坂くに子のパッチワーク 
Studio Art Quilt Associates会員　坂くに子

木・土 
午前 3638-3248 坂

ぬくもり会（手工芸講師連盟）
文科省認定・編物検定審査員　老沼秀子

土 
午後 3645-7581 老沼

ボビンレースの会 
手工芸家　吉田祝子

隔木 
午後 3683-8217 大場

リフォームQ（洋裁）
アトリエQ主宰　石渡久子

2・4水 
午後 3647-5720 松本

江東うるしの会
㈳亜細亜美術交友会監事　阿部軍吉

隔土 
午後

090-1111-5747 橋爪
aiueui@mail.goo.ne.jp

深川よこぶえ会
しのぶえ奏者　中盛恒雄

1・3月 
夜間 080-5049-5954 大石

しの笛倶楽部 
しのぶえ奏者　中盛恒雄

隔火 
夜間 3624-2254 斎藤

大正琴絃容会
日本大正琴協会常任理事・絃容会会主  小林絃容

土 
午前 3533-7179 安藤

江東アコーディオンクラブ
全日本アコーディオン連盟理事　西尾正

隔日 
午後

090-9834-8310 横山
kotoaco@yahoo.co.jp

江東マンドリンクラブ 
日比野マンドリン研究会主宰　日比野俊道

水夜間 
2土午後

3630-0535 大倉
okurahan@aol.com

ボサハンコス（ボサノヴァ）
ギタリスト　西山はんこや史翁

金 
夜間

5848-3260 荒木
kaoruru@mug.biglobe.ne.jp

江東ジョイスプリングス
ミュージシャン 後藤裕二・井上眞・大江文孝

木 
夜間 090-1504-9009 大友

端唄根岸
端唄根岸家元　根岸悦子

月3回金
午後・夜間 3800-9339 根岸

江東相撲甚句会 
全国相撲甚句会師範　荒俣武雄

3金 
夜間 5683-4856 森下

こうとうLUCE 
現代座演出家　愛田巡也

水 
夜間

3640-0614 堀江
koto48@hotmail.com

「楽しく歌おう! イタリアのうた」の会
洗足学園音楽大学院主任教授　捻金正雄

金 
夜間 090-9137-2443 美野輪

プアナニ髙橋ハワイアンフラ江東
NPO法人全日本フラ協会理事　プアナニ髙橋

金 
午後 3630-3939 髙橋

カルチャーダンスサークル
JATD日本舞踏教師協会会員　髙橋昌子

木・土 
午前 3630-3939 髙橋

ユリコジャズダンス
茂呂由枝バレエ＆ジャズダンスカンパニー講師 山内由香里

水 
午前 3633-3536 磯崎

ゆかりジャズダンス
茂呂由枝バレエ＆ジャズダンスカンパニー講師 山内由香里

金 
午前 3615-3140 清水

江東フォトクラブ
全日本写真協会会員　橋本勝

月1回水 
夜間 047-353-5528 塚越

江東おりがみ（東京おりがみ会） 
折紙研究家　井上文雄

1・3月 
午前・午後

3640-1634 井上
tokyoorigamikai@yahoo.co.jp

江東スピリッツ・マジシャンズクラブ
スピリット企画代表　スピリット百瀬

2水 
夜間 5609-9339 福士

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

ヴォイストレーニング＆ 
J-POPの名曲を歌おう！
東京工学院専門学校講師　カタヤマ ケイジ

2・4木
夜間

5609‐8949 ヴォイスマン
voiceman@k-katayama.com

ヴォイストレーニングでストレス解消！自信
を持って歌える曲を目指します！シニア歓迎。

寄席文字自主教室 
寄席文字橘会　橘右女次

2・4木
夜間 090-3697-1572 山本

縁起文字として喜ばれます。文字とともに
寄席の世界、江戸文化に親しみましょう。

プランタンにほんご教室
日本語講師　池田康子ほか

水・金 
午前 3630-1878 酒井

木ようびの日本語
メンバーのみで活動

木 
午前 3681-3841 白鳥

もくもく英語
外国人講師

木 
午前 5875-1956 中澤

楽しい中国語
黄文藍・小林弘典

金 
夜間 5690-5133 大沼

古代史の会
共立女子短大教授　前之園亮一

月3回木 
夜間 090-8877-4361 大塚

碩神文会（楷・行・草・隷・篆書）
日展会員　小池青皚

月2回火 
夜間 5683-7265 大須賀

かな書道清和会
毎日書道展かな部会員　小久保展代

1・3月 
午後 5683-7265 大須賀

玄陽書道会
毎日書道展審査会員・日展会友　室井玄聳

1・3金 
午後 3640-8470 山村

江東きりえの会
日本きりえ協会常任委員長　杉浦正道

2・4金 
午後 3521-3302 藤原

「ゆめとき」の会（油絵）
画家（元東京芸大非常勤講師）　松田幸三

土・午後 
日・午前

3630-1272 近藤
090-8845-3752

日本画教室
日本画家　渡辺功

火 
夜間 045-981-3278 渡辺

江彩会（水彩画）
西新宿美術研究所所長　牛嶋毅

月3回金 
夜間

047-449-5257 太田
090-2432-7001 高井

聖山会（水墨画）
全日本水墨画会会長　塩澤玉聖

隔火 
午後 3641-9344 柳瀬

パステル画を描く会
メンバーのみで活動

3月 
午後 3615-1878 板倉

東陽町フェイクスイーツ エスト 
クレイパティシエール　岡田小百合

3金 
午後

sweets201010@yahoo.co.jp
クレイパティシエール 高木

鎌倉彫文月会
鎌倉彫作家　松本裕代

1・3木 
午後 3681-4700 松本

江東バードカービング愛好会 
バードカービング指導者　中島啓文

火 
夜間 3647-0935 町田

木彫同好会
木彫講師　荒居和子

1・3月 
夜間

3645-9536 新妻
boofoowoo_61@hotmail.com

陶芸サークルひまわり
陶芸家　小田昭典・小田恭子

2・4火 
午後 3630-1367 小泉

陶花会（陶芸） 
陶芸家　栗原靖彦

木 
午後 3646-9654 野沢

江陶会（陶芸） 
陶芸家　栗原靖彦

木 
夜間 3643-2596 石川

とんぼ玉の会
ガラス工芸デザイナー　二宮紗由香

月1～2回水 
夜間 3630-8650 豊福

東大島文化センター 〒136-0072　江東区大島8-33-9 
☎3681-6331　FAX.3636-5825 ［交通案内］ 都営地下鉄新宿線東大島駅から徒歩5分

江戸の針　東大島教室 すがのたみおスケッチ教室 鎌倉彫文月会

稲野辺俊子パンフラワー教室

東大島囲碁会プアナニ髙橋ハワイアンフラ東大島 トモ・ダンスサークル このマークは自主グループの写真を掲載しております。

寄席文字自主教室ヴォイストレーニング&J-POPの名曲を歌おう！

東陽町フェイクスイーツ　エスト

江東マンドリンクラブ

江陶会

ボビンレースの会

江東おりがみ江東相撲甚句会

このマークは自主グループの写真を掲載しております。

東大島大正琴教室

江東区文化センター 〒135-0016　江東区東陽4-11-3
☎3644-8111　FAX.3646-8369 ［交通案内］ 東京メトロ東西線東陽町駅から徒歩5分

※ 江東区文化センターは7月1日㈰から大規模改修工事のため休館いたします。
休館期間中の各グループの活動場所等の詳細につきましては当該グループに
直接お問い合わせください。

江東バードカービング愛好会 陶花会

しの笛倶楽部

坂くに子のパッチワーク

こうとうLUCE
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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。

千葉光輝・稲毛道子（文部省所管認定登録教室）

第3金曜日

（15才以上女性のみ）
13:00～16:00
（月1回.1,500円）

10:00～13:00

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

かぎ針編み講座はじめました！New

Saturday long timeコース 英会話+モンテッソーリ10：00～
17：002才～年長までキャンペーン月謝19,800円（通常21,800円）

ストレッチ
ミュージカルコース

ママと子供のプリバレエ

一流講師の指導でコンクール
入賞者も多数

大好評!!

2才～のお友達とママで
いっしょにLet’s dance!

ジャズボーカル科
ベース科忙しい大人の

月2回コース

43
SPRINGSPRINGSPRING

大古ようこの羊毛フェルトLabo

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

～プロの漫画家が教える～ 
和筆で描く懐かしの昭和

漫画家　うゑださと士

第1･3火
午後 090-2934-1549 うゑだ

グラデーションを活かした、やわらかい
画風の水彩画を和筆で描いていきます。

秦セイワ錫工芸教室 
錫作家　秦 セイワ

第2･4月
夜間 080-3110-5491 秦

錫（すず）は、軟らかく水に錆びない無毒
の金属です。錫板を叩いて小皿や小物な
ど簡単に錫作品を作ります。

鬼平熱愛倶楽部
メンバーのみで活動

2・4土 
午後 3640-7094 西坂

森もり会（史跡めぐり）
学芸員　久染健夫

金 
午後 3648-6969 村瀬

MORIS-ITALIANO（イタリア語）
オペラ翻訳家　とよしま洋

木 
夜間 3846-6943 岩渕

玄聳会森下教室（書道）
創玄会常務理事　室井玄聳

火 
夜間 090-4726-1354 細井

金敷駸房のくらしの書道
毎日書道展審査会員　金敷駸房

1・3・5金 
午後夜間 3632-0761 古村

東風書道会
日展会友・毎日書道展審査会員　森桂風

土 
午前 3633-6882 渡津

交諄会（書道・篆刻） 
毎日書道展審査会員　関久治

2・4木 
夜間 3647-5265 細貝

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

ちぐ紗会（ペン習字）
文部科学省認定社会通信教育講師 大原一紗

2・4金 
夜間 3634-8976 古庄

ヴィリジャン（油絵）
メンバーのみで活動

1・3金 
夜間 3633-3612 大川

人生にゆとり　油絵の時間 
長岡造形大学非常勤講師　柏田良彰

水 
夜間 3631-6634 荒井

裏千家晴和会
茶華道会派遣裏千家教授　松澤宗晴

水・日 
午前 3633-6440 菅野

すみれ・アート（トールペイント）
米国ペインティング協会（SDP）会員 成川すみえ

2・4月 
午前 3965-9310 成川

すてきに表装
裱導会技術指導員　堀口れい子

2・4水 
午前 3645-0557 榎本

更紗会
江東区登録無形文化財保持者　佐野利夫

水 
夜間 3641-6696 横田

葉賀笑子手あみ教室
日本編物文化協会手編指導員　葉賀笑子

1・2・4金 
午前 3647-2997 葉賀

日本刺繍森下教室
石井刺繍教室　川田昌子

1・3土 
午前 3630-3923 岡島

森下うるしの会
江東区登録無形文化財保持者　前田仁

2・4土 
午後 3699-0306 張替

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

江戸和竿寿晴深川会 
江戸和竿職人　山崎寿晴

1・3土 
午後 3630-4858 小山

手描友禅の会
江東区登録無形文化財保持者　和田宣明

土 
午後 3641-0813 谷

彫祐会
江東区指定無形文化財保持者　岸本忠雄

2・4土 
午後 3641-9344 柳瀬

琉球三線愛好会　ちんだみーず
野村流古典音楽保存会　大城貞吉

水 
夜間

坂部
hija-juka@docomo.ne.jp

朗読の会　華か語（はなかご） 
劇団かっぱ倶楽部主宰　新城彰

金 
午後 047-354-1662 中村

森下ハーモニカ・ハーモニー 
日本ハーモニカ芸術協会常任理事 田邊峯光

隔金 
夜間 3846-4161 田中

ダンスエクササイズ
フリーインストラクター　加藤美里

火 
午前 3633-2657 市川

Y.ジャズダンス
ヨシエバレエ＆ジャズスタジオ講師 茂呂由香里

木 
夜間 090-2432-3360 山内

やさしいヨーガ
フリダヤヨーガ主宰　田辺裕子

水 
午前 3480-6605 田辺

外国絵本を楽しもう
立教大学講師　斎藤美加

1・3土 
午前 3646-1280 上條

ワイン講座
日本ソムリエ協会シニアワインアドバイザー 嘉村浩剛

4土 
午後 090-2206-0240 吉田

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

文章教室（800字のエッセイ）
ジャーナリスト・元朝日新聞編集委員 猪狩章

2・4木 
午前 080-8038-3626 川部

惠墨会（墨彩画）
国画水墨院副理事長　横山恵芳

1・3木 
午後 3643-7565 大槻

自由に描くパステル画教室
画家　佐藤純

金 
午後

3641-2973 伊藤
kimio110-tora@spn6.speednet.ne.jp

すまいる会（水彩色鉛筆画）
現代童画会会員　中根和美

月2回金 
午後 3615-5661 佐々木

室井玄聳書道会　古石場
日展会友・毎日書道展審査会員　室井玄聳

火 
午後 3644-2149 中山

翠千会（茶道）
表千家講師　小原宗富

月2～3回 
火・土
午後

3649-7765 小原
tomiko-rara@m6.gyao.ne.jp

紅型染古石場 
染色家　白川富枝

1・3水 
午後 5560-9015 作本

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

古石場刺繍小物教室
江東手工芸協会　伊藤浩子

1・3金 
午後 3646-5808 伊藤

ウクレレで楽しく唄おう 
ハワイアンアカデミー主宰　清水峰生

2・4水 
夜間 3641-8688 横山

唄おう! 懐かしの昭和歌謡
二期会会員　福山出

1・3木 
夜間

090-3080-3890 桑原
skuwa@ocean.dti2.ne.jp

FAギタークラブ
スペインギター研究家　吉住和宏

2・4水
夜間

3916-4910 吉住
casimiro@yahoo.co.jp

大正琴絃容会古石場華ぼたん教室
日本大正琴協会師範・絃容会講師 八和田絃容恵

2・4月 
午後 3645-4206 八和田

ザ・ドリームスクエア・ジャズオーケストラ
ポピュラー音楽家　西山健治

1・3土、
2・4日 
夜間

080-3129-2435 鴇
とき

田
た

homepage3.nifty.com/dsjo/

パパス・コーラス（男声コーラス） 
二期会会員　福山出

月3回金 
夜間

090-2236-4415 賀
よし

田
だ

gatasan@ma5.fiberbit.net

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

濱和会
濱田歌謡教室主宰　濱田和歌子

木
午後 3851-6465 中島

古石場三味線クラブ
寄席囃子　太田その

月2回火
夜間

042-463-3957 せんば
080-2336-9611 田村

フルート教室　プルメリア
フルート講師　佐藤加代子

2・4月 
夜間 3636-2926 高橋

アイニーベリーダンス
アイニーベリーダンス主宰　松屋伊那子

隔月 
夜間

3636-7888 松屋
info@ainybellydance.com

新舞踊教室・こどものための童謡舞踊
細川民族舞踊研究会宗家　細川千光ほか

隔水 
午後 3641-7760 細川

下町写真倶楽部 
フォトジャーナリスト　坂田薫

3土 
午前

090-4601-6254 浜島
hamasan1109@vanilla.ocn.ne.jp

古石場ムービー倶楽部（ビデオ製作）
メンバーのみで活動

月1回土 
午前

furufurumc@hotmail.co.jp
幸田

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

カルトナージュYUKI 
ア・ラ・カルトナージュ

アカデミーコースアドバンス修了
森田有紀

月
夜間

yuki_kono@hotmail.com
森田

お気に入りの布地を使って、世界で一
つのオリジナル作品作りを楽しんでい
ます。

大古ようこの羊毛フェルトLabo 
羊毛フェルト作家　大古ようこ

金
午前

yiu47898@nifty.com
堀川

フワフワの羊毛を専用針でサクサク刺していく
と、かわいいマスコットが出来上がります。オリジ
ナルのかわいらしい作品作りを楽しみましょう。

中国語自主講座
教育委員会派遣区内小中学校日本語講師 何小京

金 
夜間 090-8102-7983 松村

楽しいハングル
大学院博士課程　李知殷

火 
夜間

090-3081-9471 續
つづき

chlgomhangul@rr.em-net.ne.jp

古文書サークル
駒澤大学非常勤講師　鈴木雅晴

2・4木 
夜間

3641-7887 石田
maishid140034@ka.baynet.ne.jp

一玄会（書道） 
日展会友・創玄書道会常務理事　室井玄聳

水 
夜間 Toyosuichigenkai@yahoo.co.jp

薫豊会書道教室
毎日書道会会員　阿部桂石

木 
夜間 3521-5327 小田原

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

豊洲篆刻同好会 
日展会員・全日本篆刻連盟副理事長　内藤富卿

1・3木 
午後 3647-0656 広川

豊洲カリグラフィーサークル
カリグラファー（JFCC）　浦田和代

月1土か日 
午前

toyosucc@yahoo.co.jp
浦田

豊洲デッサン教室
新制作協会会員　永田由利子

1・3水 
午後 3648-7027 荒井

聖山会「水墨画」豊洲教室
全日本水墨画会会長　塩澤玉聖

2・4木 
午後 047-342-3598 三浦

豊洲一期会（油絵）
江東区美術協会会員　西村潔

金か土 
夜間 3647-0719 西村

フェイク・スイーツ cafe
クレイパティシェール　氣仙えりか

隔火 
午後

yukisaeki@nifty.com
佐伯

M
ム ー ラ ン

oulin R
ル ー ジ ュ

ouge（シャンソン）
フランス語教室主宰　梅原英正

木 
夜間 takepooh6@dream.com

桑の実（二胡）
中国音楽家協会二胡研究会海外会員 桑木野宏子

月2回木 
夜間 090-4823-0173 舩

ふな

橋
ばし

大正琴コスモス
日本大正琴協会理事・絃容会会主　小林絃容

1・2・3 
土午後 3631-6023 松田

講座名　講師名 曜日
時間帯 連絡先　代表者名

ノリマダン（コリアン打楽器）
コリアン舞踊家　柳京華

土 
午後

090-4543-1471 柳
ゆー

norimadang@hotmail.com

トヨスダンスサークル
（財）日本ボールルームダンス連盟東部総局審査員 植田友善・啓子

火 
夜間 3641-0934 太田

豊洲ヨガクラブ
21鎌倉ヨガ教室指導員　林玲子

月3回水 
午後 5690-5504 中島

プアナニ髙橋ハワイアンフラ豊洲
NPO法人全日本フラ協会理事 プアナニ髙橋

金 
午前 047-485-6848 宮田

豊洲囲碁サークル
日本棋院普及指導員　東條秀文

木
夜間 3533-5762 中島

朗読グループ「座・深川」
日本演出者協会会員　由布木一平

月2回土 
午後 3521-0515 中澤

サークル花と木～植物園へ出かけよう～
緑・花文化士　綿引寿三郎

月1土か日 
午後

3533-8754
090-2201-9829 吉金

豊洲写光会（写真）
 講師は写真家に依頼

月1回日 
午後 3684-3028 鳥居

森下文化センター 〒135-0004　江東区森下3-12-17
☎5600-8666　FAX.5600-8677

［交通案内］ 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

古石場文化センター 〒135-0045　江東区古石場2-13-2
☎5620-0224　FAX.5620-0258

［交通案内］ 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

豊洲文化センター 〒135-0061　江東区豊洲2-2-18
☎3536-5061　FAX.5560-0505 ［交通案内］ 東京メトロ有楽町線豊洲駅から徒歩2分／新交通ゆりかもめ豊洲駅から徒歩1分

自主グループ会員 募集
◆自主グループとは、当財団の講座を卒業（終了）した後も、自主的に学習を続けているグループです。
◆日程・会費等は、各グループによってさまざまです。詳しくは、直接代表者へお問い合わせください。
◆見学もできます。代表者へお問い合わせの上、お出かけください。

交諄会（書道・篆刻） 人生にゆとり　油絵の時間 江戸和竿寿晴深川会

このマークは自主グループの写真を掲載しております。朗読の会　華か語

紅型染古石場 ウクレレで楽しく唄おう

パパスコーラス 下町写真倶楽部 このマークは自主グループの写真を掲載しております。

豊洲篆刻同好会

このマークは自主グループの写真を掲載しております。

和筆で描く懐かしの昭和 秦セイワ錫工芸教室

森下ハーモニカ・ハーモニー

カルトナージュYUKI

一玄会

D平成 24 年 4 月 10 日発行　第 359 号ホームページ http://www.kcf.or.jp もご覧ください。


