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春の講座春の講座 受講生募集中!受講生募集中!
3

A お申し込み方法は■D面をご覧ください。申込期間：3月10日（土）～24日（土）

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
　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。
〈主な内容〉
・グループワークによるシナリオ作成
・音声ガイドナレーション練習
・上映発表会
水曜日■11回■14:00～16:00■5/9～7/18
20名■受講料：6,500円■教材費：100円
会場：古石場文化センター

講師：日本マタニティビクス協会認定ベビーインストラクター　土手浩恵　ほか 
　赤ちゃんと一緒に文化センターへ来てみませんか。
お楽しみカリキュラムがいっぱいです。
〈主な内容〉 ・かんたんエクササイズ
・音とリズムで遊ぼう　・ふれあいお話し会
2・4月曜日■6回■10:30～11:30■5/14～7/23
親子20組■受講料：2,000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

ママとベビーのはじめのいっぽ

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、一味違ったコ
ミュニケーションを図り、
親子の絆を深めましょう。
※ こどもに絵画技術を教える内
容ではございません。
※こどもだけの受講はできません。
〈主な内容〉 ・新聞紙でなにができるかな
・天井に届くスカイツリーをつくろう
〈日程〉 5/27、6/17、7/15、8/19
日曜日■4回■10:30～11:50■5/27～8/19
親子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：相続手続支援センター代表　半田貢
　ご自身の過去、現在を見つめ直し、エンディングノートを書いてみませんか。
今までの人生、これからの人生を悔いなく有意義に過ごすために。
木曜日■3回■10:00～12:00
5/10～6/14■25名
受講料：2,000円■教材費：700円
会場：亀戸文化センター

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
　クローゼットに服はあるのに、着る服がない。
講師の解説のもと、自分にあった服の選び方や着
こなし方を学びます。

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

講師：Berry=Berry代表　高野美子
　旬の素材を使ってバラエティーに
富んだ料理を作ります。
〈主なメニュー（予定）〉
・春のスープ、桜鯛のグリル
・季節野菜のバーニャカウダ
・夏野菜のエスニックカレー
・会席のアイデア～初秋の一汁三菜
・秋の行楽弁当とおいしい味噌汁
〈日程〉 5/11、5/25、6/8、7/6、7/20、8/24、9/7
金曜日■7回■18:30～20:30■5/11～9/7■30名
受講料：8,200円■教材費：8,400円
会場：総合区民センター

粋なエンディング

もう「着る服がない！」って言わない
　大人の着こなし術

～だしが決め手～春・夏野菜のレシピ

講師：創玄書道展審査会員　中村瑛華
　書道の基本「はね」「とめ」
はもちろん、時にはポスト
カードなどへ自由に文字を
書く練習もします。
土曜日■前期10回
10:00～11:30
5/12～10/27
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 通年講座

講師：実践女子大学生活科学部長　大久保洋子
　東京に蕎麦屋が多いのはな
ぜか？　江戸っ子はどんな味
が好きだったのか？　江戸の味
を講義と実習から学びます。
〈主な内容〉 ・江戸料理・庶民の
食を知る（講義） ・江戸町人文化
をまなぶ（見学） ・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■20名
受講料：6,400円■教材費：5,600円
会場：総合区民センター

講師：酒ごはんコーディネーター・きき酒師　新倉ごま
　日本酒にピッタリ合う料理を、
利き酒師の講師が伝授します。
〈主な内容〉 ・講義2回…簡単な日
本酒の知識・テイスティングのコ
ツ、軟水硬水　ほか
・料理実習4回…豆腐を使ったおつ
まみ、柑橘類を使った前菜　ほか
〈日程〉 5/12、6/9、7/7、7/14、
9/8、10/6
土曜日■6回■13:30～15:30■5/12～10/6
24名■受講料：7,700円■教材費：7,000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～

酒の肴と利き酒
～日本酒にあうおかず作りと日本酒の味わい方～

講師：科学ジャーナリスト　瀧澤美奈子　ほか
　見学や体験教室を通して、こどもの学習意欲や探究心の向上を目指します。
〈主な内容〉 ・講座「地球外生物は存在するのか」
・観察「ビーチコーミング、海の宝物」
・電気工作「電気じゃんけんを作ろう」
〈日程〉 5/12、6/9、7/7、8/4、9/8
土曜日■前期5回■14:00～16:00■見学時変更有
5/12～9/8■親子15組（小学3年生以上）
受講料：6,000円■教材費：4,000円
会場：古石場文化センター

～たいけん はっけん ぼくのまち～ 親子で学ぶ理科・社会 通年講座

講師：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。
〈主な内容〉
・ことばの訓練
・スティックのトレーニング
・ブラインドウォーク
・ハウスツアーなど
日曜日■前期10回
10:00～11:10
4/22～9/16■15名（小・中学生）■受講料：7,500円
教材費：200円■会場：亀戸文化センター

こどものための演劇教室 通年講座

講師：元女子栄養大学生涯学習講師　小山朝子
　ひと手間を意識して味も時
間も充実するメニューをバラ
ンスよく作りましょう。
〈主なメニュー〉 
・スコッチエッグ
・さっぱりちらし寿司
・煮魚　ほか
〈日程〉 5/24、6/7、6/28、7/12、9/6、9/20
木曜日■6回■10:00～12:00■5/24～9/20
30名■受講料：6,700円■教材費：4,800円
会場：総合区民センター

講師：ハーバートハウス認定講師　三輪さおり
　アロマテラピーとハーブ
について学びながら、化粧
水やクリーム等を作ります。
〈主な内容〉
・ハーブティーを楽しみましょう
・バスタイムのアロマテラピー
・簡単スキンケア
〈日程〉 5/30、6/13、6/27、
7/11、7/25、9/5
水曜日■6回■19:00～20:30■5/30～9/5■20名
受講料：7,500円■教材費：3,500円
会場：砂町文化センター

安心！わが家のバランスごはん

暮らしに活かすアロマ＆ハーブ

講師：東京動物園協会動物解説員　ほか
　動物園をもっと楽しむ講座です。都内・近郊
の動物園見学もあります。
〈主な内容〉 ・今、動物園がおもしろい！
・動物解説員と歩く上野動物園
・ファインダーからのぞいた動物たちの素顔
〈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■20組（小学3年生以上と大人）※大人だけの参加も歓迎
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：板橋区立美術館館長　安村敏信　ほか
　意表をつく構図とフォルム、大胆な色使い。在
野の立場で強烈な印象の作品を残した絵師達に迫
ります。

水曜日■５回■10:30～12:00■5/16～7/11■25名
受講料：5,400円■教材費：100円
会場：豊洲文化センター

再発見・異色の江戸絵画
～我が道を行った絵師達～

講師：東京都現代美術館チーフキュレーター
　　  長谷川祐子　ほか

土曜日■６回■14:30～16:00■5/26～9/8■25名
受講料：7,800円■教材費：300円
※美術館入館料・保険代は現地で実費徴収します。
会場：森下文化センター

みる・楽しむ　現代アート

講師：日本スピーチ・話し方協会代表理事
　　  大橋照子　ほか
　小名木川の歴史や江東区の自然、
話し方の講義のほか、船上体験を通
して、リバーガイドに必要な知識を習
得します。
〈日程〉 5/10、5/17、5/26、6/7、
6/21、7/7、7/19、8/4、8/30、9/8
［講義］木曜日■19:00～20:30
［現地］土曜日■14:30～16:00■10回
5/10～9/8■25名■受講料：7,000円
教材費：2,100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
　赤ちゃんを抱っこしながら、音楽に合わせて踊りま
す。対象は、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）です。
〈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17組■受講料：7,800円■教材費：100円■会場：東大島文化センター

小名木川リバーガイド養成

パパとママと一緒にベビーダンス 通年講座

講師：脚本家　山田太一　ほか
　「二十四の瞳」「カルメン故郷に帰る」など
の名作を残した巨匠･木下惠介の魅力に迫り
ます。
〈主な内容〉 
・松竹の伝統「大船調」と木下作品
・ 木下組の助監督が語る思い出
・ 木下映画の名優たち～高峰秀子・佐田啓二など～
土曜日■5回■14:00～15:30
5/12～9/15■30名
受講料：6,000円■教材費：100円
会場：古石場文化センター

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
　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■20名
受講料：9,700円■教材費：200円■会場：亀戸文化センター

講師：首都大学東京准教授　源川真希　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■5/9～6/20■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します。
会場：砂町文化センター

～生誕100年～映画監督　木下惠介

ただ読むだけじゃ、もったいない  賢治作品の楽しみ方 通年講座

大正100年記念　大正時代とはどんな時代だったのか

講師：漫画家・のらくろトリオ　永田竹丸・山根青鬼　ほか
　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■30名
受講料：5,000円■会場：森下文化センター

講師：俳句結社「鶴」同人会会長　鈴木しげを
　恒例の実作講座を通年で実施します。俳句が初めての
方にも優しく指導します。吟行や句会の体験もあります。
土曜日■前期6回■13:30～15:00■4/28～7/14
25名■受講料：6,000円■教材費：300円
会場：砂町文化センター

講師：東京家政学院非常勤講師・前明治大学兼任講師　水谷類
　日本人の精神世界を、思想・宗教・文化・美術史などの視点から多角的に
みていきます。

木曜日■7回■18:30～20:00■4/26～7/19■24名
受講料：7,100円■教材費：300円■会場：総合区民センター

田河水泡と弟子たち～そのユーモアの世界と系譜～

俳句実作講座～じっくり学ぶ「有季定型」～ 通年講座

地獄極楽考～民俗学と歴史学から見た死後の世界～

5/26（土）現代アートのみかた　講師：東京都現代美術館チーフキュレーター　長谷川祐子

6/23（土）アートウォーク①　東京都現代美術館 ～清澄白河界隈 　講師：美術作家　白濱雅也

7/7（土）自由な表現への入口講師：女子美術大学非常勤講師　足立元

7/14（土）アートウォーク②　亀戸水神～鳩之街（向島）界隈講師：現代美術製作所ディレクター　曽我高明

7/28（土）ギャラリストが語る　現代アートの楽しみ方講師：ギャラリスト　小山登美夫

9/8（土）アートウォーク③　深川番所～丸八倉庫ギャラリー講師：美術ジャーナリスト　村田真

5/16（水） ｢敗亡の家に生まれて憂世を描く」浮世絵の元祖 岩佐又兵衛

5/30（水） ｢名門大名酒井家に生まれたけれど」酒井抱一と江戸琳派～光琳･抱一･其一

6/13（水）「きれいはきたない きたないはきれい」曾我蕭白の奇想

6/27（水） ｢浮世絵と西洋画のコラボレーション」歌川国芳、西洋画技法に挑む

7/11（水） ｢時代の変わり目に生きて」反骨の画鬼 河鍋暁斎

講師：美術史家　北進一　ほか
　深遠なる日本美術の歴史
をじっくりと学びます。8月
には外出講義を行います。
〈主な内容〉
・仏教美術～仏像の魅力～
・ 日本美術を彩る
　～狩野派の系譜～
・“アートテラー・とに～”
　の旬な展覧会情報
2・4月曜日■前期9回
19:00～20:30
5/14～9/24■30名
受講料：9,000円
教材費：2,000円■会場：古石場文化センター

知りたかった！日本美術史 通年講座

講師：桐朋学園大学音楽学部教授　西原稔
　ドビュッシーの創作を中心にして、近代フラン
スのさまざまな音楽の傾向も取り上げていきます。
〈主な内容〉
・ドビュッシーとエキゾチズム
・ドビュッシーと絵画
・20世紀前期のフランスの
　作曲家たち
〈日程〉 5/11、5/25、6/8、
6/29、7/13
金曜日■５回■19:00～20:30
5/11～7/13■30名
受講料：7,500円
教材費：200円
会場：砂町文化センター

ドビュッシーとフランス近代印象派の音楽
～ドビュッシー生誕150周年記念～

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

区民参加・ボランティア

鑑賞・教養

趣味・実用

地域理解・散策

国際理解・語学

こども・親子

文学・歴史

ダンス・健康

音楽

手芸

講師：東京ビジュアルアーツ講師　杉野仁孝
　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■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」 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

リバーツアーでのガイド風景

講師：相撲博物館学芸員　土屋喜敬　ほか
　江戸時代から共に発展してきた深川と本所。歴史あるこの地域を相撲・浮
世絵など、テーマ毎に史跡や縁の地を巡り、講師の説明を聞きながら街歩き
します。
水曜日■５回
14:00～16:00
5/30～9/5■25名
受講料：4,000円
教材費：200円
※保険代は別途徴収いたします。
会場：森下文化センター

本所・深川散歩
講師：江東区文化財専門員　栗原修
　深川はどのように始まり、広がっ
ていったのか。江戸の国勢調査とい
える「町方書上」を読み、町歩きに出
かけます。
土曜日■10回
9:30～11:30
5/12～10/6
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

古文書を読んで下町散歩～『深川町
まち

方
かた

書
かき

上
あげ

』を読む～

深川の歴史が
詳細に記録さ
れています

編集：江東古文書に親しむ会

5/30（水）本所・深川概論
6/13（水）江東掘割物語（森下～永代）
6/27（水）時代小説散歩
7/11（水）相撲散歩（門前仲町・両国界隈）
9/5（水）浮世絵散歩（森下～本所）

講師：中川船番所資料館　久染健夫　ほか
　江戸時代はリサイクルが当たり前の社
会でした。その暮らしぶりを多方面から学
びます。当時の問屋街、日本橋も散策し
ます。
火曜日■３回■14:00～15:30■5/15～7/17■25名
受講料：2,000円■教材費：200円■会場：亀戸文化センター

歴史講座　江戸時代に学ぶリサイクル社会

講師：前東京みなと館館長　大野伊三男　ほか
　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。
〈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
・ 江東地区の土地形態の変遷と利用状況の移り
変わり
・ 東京大空襲～復興と｢伝統と未来」のまちづ
くり
・東京臨海副都心～変貌する江東区の埋立地～　ほか 
火曜日■6回■19:00～20:30
5/15～7/24■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

5/15（火）江戸時代の生活と商売
6/5（火）建築から見るリサイクル
7/17（火）日本橋を歩こう！

講師：横井醸造工業株式会社代表取締役社長　横井太郎　ほか
　江東区内に事業所や工場がある調味料製造会社の方を講師に招きます。工
場見学も行います。
［講義］木曜日■19:00～20:30
［見学］土曜日■10:00～12:00
５回■5/31～9/20■25名
受講料：1,500円■教材費：2,800円
会場：東大島文化センター

区内の調味料再発見！

5/31（木）お酢の魅力（横井醸造工業）
6/9（土）工場見学（横井醸造工業）
6/21（木）味噌の魅力（ちくま食品）
7/12（木）黒砂糖の魅力（宮崎商店）
9/20（木）ソースの魅力（オタフクソース）

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　※入館料は現地で実費徴収

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

耳で『聴く』シネマの上映を
一緒に目指しませんか？

ママと一緒にこんにちは！

クレヨンを使いきろう！

海の宝物をみつけよう！

講師：創作こぎんSMILAUGH（すまいらふ）　萩原ひろみ
　津軽の農村に伝わるこぎん刺し。幾何学模様が美し
い温かみのある伝統工芸でブローチやトートバッグなど
の小物をつくります。
土曜日■8回■10:00～12:00■5/19～10/20■20名■受講料：8,000円■教材費：1,000円
会場：森下文化センター ※2回目以降は別途キット代（2,000円程度）が必要です。

～東北の手しごと教室～こぎん刺しの小物づくり

講師作品

田楽大根
梅仁和え大根

Ⓒさとうあきら
（写真家・第4回講師）

講師：ミュージシャン・作曲家　きりばやしひろき
　ギターは初めての人も、昔、挫折してしまった人も、NHK・E
テレでおなじみの講師が弾き語りをできるように指導します。
※楽器等は全て用意いたします。
〈練習課題曲〉 ・花～すべての人の心に花を
・Happy Birthday To You　・イマジン
〈日程〉 6/2、6/30、7/14■土曜日■３回■14:30～16:30■6/2～7/14■20名
受講料：12,000円 ＊楽器レンタル、楽譜代全て込み■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：中村瑛華

授業風景

レッスン風景

ドビュッシー

講師：立正大学名誉教授
　　　北原進　ほか
〈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■５回■5/22～7/7■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：総合区民センター（外出講義）

気軽に体験
寄席・歌舞伎・バレエ

東京シティ・バレエ団
「真夏の夜の夢」Ⓒ寺田真希

砂町文化センター内
石田波郷記念館

講師著書

田河水泡

竹久夢二・画「mai」大正15年
（竹久夢二美術館所蔵）

4/26（木）地獄はいったいどこにある。「六道十王図」「往生要集」などに描かれ
た世界　（1）畜生道・餓鬼道・地獄道 （2）阿修羅道・人道・天道5/10（木）

5/24（木）「日本霊異記」の地獄巡り説話を読む
6/7（木）地蔵信仰と山岳霊場の誕生。越中立山の地獄説話
6/21（木）墓と葬礼の歴史。火葬を拒否する話など。
7/5（木）熊野比丘尼と観心十界曼荼羅の世界。救いと未練。
7/19（木）あの世とこの世―神・仏・人間―

講師：美術ジャーナリスト　村田真　ほか
　東京国立博物館
平成館で開催され
る展覧会（会期：
3/20～6/10）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■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

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

みんなが喜ぶ
「ピザ」も作ります。
（写真はイメージです）

夏においしい
香味そうめん

講師の「新倉ごま」さ
んと何回かアシスタン
トにつく｢こごま｣さん

エッセンシャルオイル
ラベンダーとローズマリー

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
　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。
木曜日■18回■19:00～20:00■5/17～9/27■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！～

教室風景

講師： 城西国際大学教授　ダオ フー ジュン　ほか
　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■25名
受講料：5,700円
教材費：100円
会場：豊洲文化センター

ベトナムを楽しむアラカルト

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

講師： 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10か月たっぷりご紹介！ 鉄道＆
バスの旅に役立つ実践的情報も満載！
〈日程〉 5/23、6/6、6/20、7/11、7/25、8/29、9/19
水曜日■前期7回■14:00～15:30■5/23～9/19
25名■受講料：8,000円■教材費：200円
会場：亀戸文化センター

ワンダフル・コリア～食・楽・探・求～ 通年講座

代表的な韓国料理「参鶏湯」

紙芝居「風の又三郎」

木下惠介監督

造船の街だった頃の豊洲
～現在のららぽーと周辺上空から撮影

講師：ガーデニングデザイナー　野崎栄二　ほか
　ベランダで栽培できる野菜（スプラウト・ラディッシュなど）
や水苔を使ったくまのトピアリーなどを作ります。
〈日程〉 5/11、6/8、7/13
金曜日■3回■14:00～15:30■5/11～7/13■20名
受講料：4,100円■教材費：4,000円
会場：東大島文化センター

ベランダガーデニング

参考作品

講師： 恵泉女学園大学助教　田中靖彦　ほか
　中国とはどんな国か。その不思議と魅力を、さまざま
な時代を生きた歴史上の人々を通して学んでいきます。
〈主な内容〉 ・春秋の五覇　・諸子百家春秋
・秦漢帝国の興亡　・三国鼎立　・隋唐帝国 など
金曜日■12回■19:00～20:30■5/18～3/15■30名
受講料：12,000円■教材費：1,000円■会場：古石場文化センター

人物から見る中国史

北京・紫禁城
（現・故宮博物院）にある
｢正大公明｣扁額

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）
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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（江東区文化センター）
　 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.com0120-808-743

“普通”の英語教室に物足りない方はぜひ！

南　砂 東大島 越中島 清澄白河 大　島

絵本・物語　国際交流

ラボ・パーティは45周年
『ことばがこどもの未来をつくる!』をモットーに

しゃべ
ってすっきり！

内　　容 下町エリアのご指定の場所（自宅もOKです）でお話を伺います。
料　　金 1回コース30分￥1,500　延長10分毎に￥500　月契約コース￥10,000（週1回1時間傾聴）
応対時間 月曜～金曜10：00～19：00（時間外も応相談）　土曜10：00～15：00（日曜・祝日休み）
約束事項 個人情報遵守。モラルに反する行為、もちろん不当な請求は一切致しません。 

まずはお気軽にお電話ください。

してみませんか？
スタートラインは下町エリア（江東・墨田・台東）の訪問傾聴サービス会社です。

台東区浅草
　スタートライン 代表　土橋（090－2659－1511）
　福祉住環境コーディネーター

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団

掲載のお問い合わせは

まちの生涯
学習
文化活動 おしらせ

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

パソコンに興味があって今から始めたいけど周りの
人には今更聞けない。そんな初心者のために！

※講師募集中※講師募集中 9,500

基礎クラス他

羽石

（財）日本書道教育学会支部

045-543-0835・090-9851-0217
入会・体験申込み

毛・硬筆併習（5才～）

キッズ書道
◆ 豊洲文化センター
◆ 木曜日3時～5時（月3回）
◆ 受講料￥3,000

こども習字教室
◆ 江東区文化センター
◆ 土曜日（月2・4回）午前・午後
◆ 受講料￥2,800～
（入会金・教材費別途）(入会金・教材費別途）

体験レッスン・見学歓迎

♪個人レッスン　週1回　30分～90分（年40レッスン）
♪募集若干名（空枠僅かのため）
♪週2回・月2回 ワンレッスン制 ご相談下さい
♪発表会あり（タワーホール船堀）

3才～グランドピアノで楽しくレッスン
（幼児～小低学年　ソルフェージュ・聴音有り）

いわだてピアノ教室

大島教室（大島駅3分）090-9102-8350　自宅教室（瑞江） 03-5243-4301

講座名　講師名 内容 曜日
回数

時間
開催日～閉講日

募集人数
（定員）

受講料
教材費 館

音楽・演劇

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～

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

14:30～16:30
6/2～7/14 20 12,000円

なし 豊洲

東大島女声コーラス・午前 通年講座
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。レッスン以外に発表
会等の出演もあります。

土
15

10:00～12:00
4/21～9/29

10＊
（25）
継続講座

13,500円
500円 東大島

東大島女声コーラス・夜間 通年講座
日本オペラ協会会員　福山恵

金
15

18:30～20:30
4/20～9/28

10＊
（25）
継続講座

13,500円
500円 東大島

森下女声コーラス 通年講座
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
5/15～10/23

10＊
（30）
継続講座

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 通年講座

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
4/26～10/28

10＊
（30）
継続講座

18,000円
1,500円 森下

ポピュラーヴォーカル教室 通年講座
ヴォイストレーナー　伊藤美子

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

水
17

19:00～20:30
5/9～10/3

5＊
（40）
継続講座

18,500円
300円 豊洲

民謡教室 通年講座
金沢流二代目宗家　金沢大成

日本各地の曲を題材に、楽しみなが
ら学びます。

水
15

13:30～15:00
6/6～10/17

10＊
（25）
継続講座

16,000円
100円 東大島

実践カラオケ教室 通年講座
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
5/18～10/5

10＊
（60）
継続講座

10,000円
300円 東大島

ダンス・健康

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!～

健康運動指導士･フィットネストレーナー　福島多香恵

ゆっくりとした動きで、筋肉コアを
鍛えて身体全体のバランスを整えま
しょう。

木
18

19:00～20:00
5/17～9/27 30＊ 17,000円

1,000円 豊洲

女性のための健康法
～陰陽ストレッチエクササイズ～

ボディケアトレーナー　Mana

経穴のつまりを改善し元気な体にす
る無理のないレッスンです。年齢に
関係なく学べます。（女性限定）

火
8

10:00～11:30
5/15～9/18 30 9,000円

なし 区民

体すっきり　お手軽ストレッチ講座 通年講座
ヨガ・ボディケアトレーナー　小沼マナミ

気軽に手軽にできるストレッチ方法を
ご紹介します。週一回のリラックスタ
イムです。（女性限定）

火
10

13:30～15:00
4/24～9/18 20 14,800円

なし 亀戸

タップダンス教室 初級から 通年講座
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
12

13:10～14:10
4/28～9/29

10＊
（20）
継続講座

11,000円
なし 豊洲

ヤング★ハワイアン 通年講座
プアナニ髙橋フラスタジオインストラクター　髙橋紫ほか

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

水
17

19:00～20:30
4/18～10/3

10
（50）
継続講座

13,500円
なし 砂町

ピラティス・男性クラス 通年講座
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

19:30～21:00
4/28～9/29

10
（20）
継続講座

10,000円
1,000円 東大島

ピラティス・女性クラス 通年講座
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
4/28～9/29

5
（20）
継続講座

10,000円
1,000円 東大島

健康のヨガ 通年講座
㈱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。

金
17

18:30～20:00
4/27～9/14

若干名
（30）
継続講座

8,000円
2,000円 区民

バレトンで内面から美しいからだづくり 通年講座
　㈱リアルインターナショナル派遣講師

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・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
6/29～10/26

10
（20）
継続講座

14,000円
なし 砂町

講座名　講師名 内容 曜日
回数

時間
開催日～閉講日

募集人数
（定員）

受講料
教材費 館

趣味・実用
粋なエンディング

相続手続支援センター代表　半田貢

ご自身の過去・現在を見つめ直し、
エンディングノートを書いてみません
か。今までの人生、これからの人生
を悔いなく有意義に過ごすために。

木
3

10:00～12:00
5/10～6/14 25 2,000円

700円 亀戸

ベランダガーデニング
ガーデニングデザイナー　野崎栄二ほか

スプラウト等の野菜や水苔を使ったト
ピアリーなど小さなスペースで楽し
める作品を作ります。

金
3

14:00～15:30
5/11～7/13 20 4,100円

4,000円 東大島

ノートパソコンで覚える
マイクロソフトエクセル

PCインストラクター　謝花良次ほか

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
ごとにパソコン持参です。

土
10

10:00～11:30
5/12～7/21 20 8,000円

1,500円 砂町

もう「着る服がない！」って言わない　
大人の着こなし術

フィニッシングスクール　美プロデュース代表　倉千鶴

自分に「似合う色」と「形」を見つけ
ることから始め、少しのアイテムで
幅広いコーディネート術を学びます。
（女性限定）

木
5

14:00～15:30
5/10～7/12 20 8,300円

500円 東大島

江戸料理をまなぶ～調理実習と講義～
実践女子大学生活科学部長　大久保洋子

寿司、蕎麦、てんぷら、そして鰻…。
江戸っ子から私たちにつながる食を
学びます。

火
5

10:00～12:00
5/15～9/18 20＊ 6,400円

5,600円 区民

安心！わが家のバランスごはん
元女子栄養大学生涯学習講師　小山朝子

朝食やみんなで囲む食卓の献立を学
びます。メイン料理のほかに2品作
ります。

木
6

10:00～12:00
5/24～9/20 30 6,700円

4,800円 区民

～だしが決め手～春・夏野菜のレシピ
Ｂerry=Ｂerry代表 　フ－ドコーディネ－タ－　高野美子

和の味噌汁、洋のスープ、だしを上
手に使ってワンランク上の食卓を。

金
7

18:30～20:30
5/11～9/7 30 8,200円

8,400円 区民

酒の肴と利き酒
～日本酒にあうおかず作りと日本酒の味わい方～

酒ごはんコーディネーター・きき酒師　新倉ごま

日本酒にピッタリ合う料理を覚えてみ
ませんか。また、食材の相性等を伝
授いたします。

土
6

13:30～15:30
5/12～10/6 24 7,700円

7,000円 区民

暮らしに活かすアロマ＆ハーブ
ハーバートハウス認定講師　三輪さおり

アロマテラピーとハーブについて学
びながら、活用方法の知識を深め、
日常の生活に取り入れてみましょう。

水
6

19:00～20:30
5/30～9/5 20 7,500円

3,500円 砂町

囲碁教室・実践編～基礎から応用まで～ 通年講座
日本棋院棋士八段　佐々木正

初段を目指す方（棋力5級以上）を対
象に、理論と実践を、わかりやすく
学びます。

火
17

18:30～20:30
5/1～10/2

5＊
（25）
継続講座

24,500円
300円 東大島

こども・親子
ママとベビーのはじめのいっぽ
　日本マタニティビクス協会　

認定ベビーインストラクター　土手浩恵ほか
赤ちゃんと一緒にはじめの一歩を踏
み出しませんか。

2・4月
6

10:30～11:30
5/14～7/23 親子20組 2,000円

なし 古石場

パパとママと一緒にベビーダンス 通年講座
日本ベビーダンス協会認定講師　宍戸道代

赤ちゃんを抱っこしたまま音楽に合わ
せてステップを踏みます。
対象：首のすわった乳児～1歳半

日
5

10:30～12:00
5/13～10/21 親子17組 7,800円

100円 東大島

こどもとアート～造形でつくる親子のかたち～
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、
一味違った親子のコミュニケーション
を図り、絆を深めましょう。
対象：4歳～小学2年生

日
4

10:30～11:50
5/27～8/19 親子10組 10,200円

600円 砂町

こどもバレエ教室 通年講座
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4年生。砂町・東大島
との重複受講はできません。（在籍は
小学6年生まで）

水
17

15:00～15:50
4/25～9/26

若干名
（54）
継続講座

12,000円
なし 砂町

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

土
15

13:00～14:00
4/28～10/6

10
（20）
継続講座

11,000円
500円 東大島

こどものためのクラシックバレエ・
経験者（ポワント）クラス 通年講座

石井清子バレエ研究所教師　小山田整ほか

トゥシューズとバレエシューズを併用
したレッスンです。
対象：平成24年4月2日時点で、小
学5年生～中学3年生で5年以上の
経験者。

土
15

16:10～17:30
4/28～10/6

4
（20）
継続講座

14,000円
500円 東大島

こども書道教室 通年講座
創玄書道展審査会員　中村瑛華

書道の基本のほかに、ポストカード
などへ自由に文字を書く練習もしま
す。文字を書くことを楽しみながら、
美しい文字を身に付けていきます。
対象：小・中学生

土
10

10:00～11:30
5/12～10/27 20 10,500円

500円 森下

キッズチアダンス～ソングリーディング～ 通年講座
㈱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

木
15

16:30～18:00
5/17～10/11

30
（50）
継続講座

11,000円
1,000円 森下

こどものための演劇教室 通年講座
東京学芸大学名誉教授　小林志郎

演劇を通してコミュニケーション力と
表現力を養います。講師は指導経験
が豊富な東京学芸大学名誉教授の小
林志郎先生です。
対象：小・中学生

日
10

10:00～11:10
4/22～9/16 15 7,500円

200円 亀戸

～たいけん はっけん ぼくのまち～　
親子で学ぶ理科・社会 通年講座

科学ジャーナリスト　瀧澤美奈子ほか

身近にあって、普段入ることや行く
ことができない場所を見学し、体験・
発見を行います。また、最新の科学
も勉強します。
対象：小学3年生以上

土
5

14:00～16:00ほか
5/12～9/8 親子15組 6,000円

4,000円 古石場

～おとなもこどもも～
Z
ず ー

OOっと大好き！動物園
東京動物園協会　動物解説員ほか

動物園の楽しみ方をさまざまな角度
から探ります。動物解説員と歩く現
地見学も予定。（別途入園料あり）
対象：小学3年生以上（保護者同伴・
大人だけの参加も歓迎）

日
6

10:00～11:30ほか
5/13～11/18 20組 4,500円

300円 古石場

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 ☎3644-8111

● 通年講座 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。
● 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。

● 継続講座 は欠員の補充募集となります。

お申し込み期間
3月10日（土）～24日（土）

お申し込み

※ 江東区文化センターは大規模改修工事のため、平成24年7月より13か月間、
休館となります。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
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★おかげ様で40周年を迎えました★
ありがとう
　 ございます。
ありがとう
　 ございます。感謝!!

日頃の感謝をこめてこの広告をご持参の方
　　に限り通常料金の20％割引いたします。

スタッフ一同心よりお待ちいたしております。

安心・安全・環境にもやさしいエコサロンです。

モリモト美容室　　　
西大島店　3637-4258
大島店　　5609-5077

http://www.curlpia-morimoto.jp/

月刊紙　百日草
松本　桂　作品

月4回
教材費込（ 　 ）3,150

4,200入会金

3月の無料体験（要予約）
（南砂区民館練習会有）

隔週水曜日 PM3:00～5:00
毎週木曜日 PM2:30～6:30
隔週土曜日 PM3:00～5:00

第3金曜日

（15才以上女性のみ） 13:00～16:00

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

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》 　
新年度リトミッククラス
生徒募集がスタートします。
説明会と無料体験があります。
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講座名　講師名 内容 曜日
回数

時間
開催日～閉講日

募集人数
（定員）

受講料
教材費 館

区民参加・ボランティア
映画音声ガイド制作ボランティア養成講座
　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
ガイドヘルパー　鈴木大輔

音声ガイドの基礎・シナリオ作成・誘
導（道案内）・上映会の実施まで一通
りを学びます。

水
11

14:00～16:00
5/9～7/18 20 6,500円

100円 古石場

小名木川リバーガイド養成
日本スピーチ・話し方協会　代表理事　大橋照子ほか

歴史や自然、話し方のコツ等の講義
のほか、船上体験を通して、リバー
ガイドに必要な知識を学びます。

木土
10
［講義］19:00～20:30
［現地］14:30～16:00

5/10～9/8
25＊ 7,000円

2,100円 東大島

地域理解・散策

本所・深川散歩
相撲博物館学芸員　土屋喜敬

法政大学サステイナビリティ研究教育機構　難波匡甫ほか

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毎
に解説員の説明を受けながら街歩き
します。（別途保険代あり）

水
5

14:00～16:00
5/30～9/5 25 4,000円

　200円 森下

古文書を読んで下町散歩
～『深川町

まち

方
かた

書
かき

上
あげ

』を読む～
江東区文化財専門員　栗原修

深川のまちの成り立ちが詳細に記録
されている古文書「深川町方書上」
を現代訳しながら読み、その現場を
解説を踏まえてめぐります。

土
10

9:30～11:30
5/12～10/6 25＊ 9,000円

1,000円 古石場

歴史講座　江戸時代に学ぶリサイクル社会
中川船番所資料館　久染健夫
芝浦工業大学教授　志村秀明

江戸時代の暮らしぶりをリサイクルと
いう視点で探ります。当時の問屋街、
日本橋も散策します。

火
3

14：00～15：30
5/15～7/17 25＊ 2,000円

200円 亀戸

～高層ビルの先に見えるもの～
豊洲から見る江東現代史

前東京みなと館館長　大野伊三男ほか

江東区の戦後復興から現在に至る歴
史を時間軸・空間軸にそって探りま
す。将来への発展を外出見学等を通
しながら考えましょう。

火
6

19:00～20:30
5/15～7/24 20＊ 5,200円

500円 豊洲

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」 通年講座

東京ビジュアルアーツ講師　杉野仁孝

難しい専門的な事柄も、わかりやす
く説明。カメラを通して、亀戸を再
発見しましょう。

2・4木
10

13：30～15：30
4/26～9/27 15 14,000円

2,000円 亀戸

区内の調味料再発見！
横井醸造工業株式会社　代表取締役社長　横井太郎ほか

酢・味噌・黒砂糖・ソースなど、各企
業の方を講師に迎え、お話を伺いま
す。工場見学も行います。

木土
5
［講義］19:00～20:30
［現地］10:00～12:00

5/31～9/20
25 1,500円

2,800円 東大島

国際理解・語学

人物から見る中国史
恵泉女学園大学助教　田中靖彦

東京都市大学非常勤講師　鈴木洋平

中国とはどんな国か。さまざまな時
代を生きた歴史上の人々を通して学
びます。

金
12

19:00～20:30
5/18～3/15 30＊ 12,000円

1,000円 古石場

ベトナムを楽しむアラカルト
城西国際大学教授　ダオ　フー　ジュンほか

東西の文化が微妙に融合し、独自の
繊細な文化を作り上げたベトナム。
この講座でベトナムの文化全般を楽
しく学んでみませんか。

金
6

19:00～20:30
5/11～7/20 25＊ 5,700円

100円 豊洲

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

フォトライター　栗原景

魅惑の韓国食文化を10か月たっぷり
ご紹介！鉄道＆バスの旅に役立つ実
践的情報も満載。これであなたも韓
国旅行上級者！

水
7

14:00～15:30
5/23～9/19 25＊ 8,000円

200円 亀戸

初級韓国語会話 通年講座
大学書林国際語学アカデミー　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
5/10～10/11

若干名
（20）
継続講座

16,000円
2,400円 森下

初歩からはじめる中国語会話 通年講座
大学書林国際語学アカデミー　派遣講師

中国とはビジネスを含め、多方面で
交流の場が増えています。この講座
では発音や会話練習を中心に、中国
語を基礎から学びます。

火
17

19:00～21:00
5/15～10/9 20 16,000円

3,400円 森下

はじめての英会話

基礎英会話

中級英会話

プレディスカッション

ディスカッション

講座名　講師名 内容 曜日
回数

時間
開催日～閉講日

募集人数
（定員）

受講料
教材費 館

鑑賞・教養
～生誕100年～映画監督　木下惠介

脚本家　山田太一
映画評論家　佐藤忠男ほか

日本を代表する映画監督、木下惠介
の魅力に迫ります。

土
5

14:00～15:30
5/12～9/15 30＊ 6,000円

100円 古石場

田河水泡と弟子たち
～そのユーモアの世界と系譜～

漫画家・のらくろトリオ　永田竹丸・山根青鬼ほか

「のらくろ」の作者で江東区ゆかりの
漫画家・田河水泡と弟子たちの人と
作品、そしてそのユーモアの世界に
迫ります。（別途入館料あり）

日
5

14:00～15:30
5/20～9/16 30＊ 5,000円

なし 森下

みる・楽しむ　現代アート
東京都現代美術館チーフキュレーター　長谷川祐子

ギャラリスト　小山登美夫ほか

講義とギャラリー見学などを通して、
難解と思われがちな現代アートの見
方を学びます。（別途入館料あり）

土
6

14:30～16:00ほか
5/26～9/8 25＊ 7,800円

300円 森下

知りたかった！日本美術史 通年講座
美術史家　北進一ほか

仏像から近代絵画まで、一年かけて日
本美術の見方をじっくり学びます。前
期・後期それぞれ美術館見学を予定。

2・4月
9

19:00～20:30
5/14～9/24 30＊ 9,000円

2,000円 古石場

再発見・異色の江戸絵画
～我が道を行った絵師達～

板橋区立美術館館長　安村敏信ほか

江戸時代絵画の中でも“奇想”と呼ば
れる作品群と、作品を残した絵師達
の人物像に迫ります。

水
5

10:30～12:00
5/16～7/11 25＊ 5,400円

100円 豊洲

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

東京国立博物館平成館で開催される
展覧会の見所を紹介します。（別途入
館料あり）

火
4

14:00～15:30
5/8～5/29 25＊ 5,800円

200円 東大島

ドビュッシーとフランス近代印象派の音楽
～ドビュッシー生誕150周年記念～

桐朋学園大学音楽学部教授　西原稔

ドビュッシーの創作を中心にして、近
代フランスのさまざまな音楽の傾向
も取り上げていきます。

金
5

19:00～20:30
5/11～7/13 30＊ 7,500円

200円 砂町

気軽に体験　寄席・歌舞伎・バレエ
立正大学名誉教授　北原進

国立劇場イヤホンガイド解説員ほか

事前レクチャー付の舞台鑑賞講座で
す。観劇内容により、時間が異なり
ます。

火･土
5

10:00～11:30ほか
5/22～7/7 25 4,200円

12,000円 区民

文学・歴史
ただ読むだけじゃ、もったいない　
賢治作品の楽しみ方 通年講座

宮沢賢治学会イーハトーブセンター代表　杉浦静ほか

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、さまざま
な手法で味わいます。

2・4金
8

13：30～15：00
5/11～9/28 20＊ 9,700円

200円 亀戸

英語で読む児童文学 通年講座
｢The Absolutely True Diary of a Part-time Indian｣

中央大学講師　斉藤美加

北米先住民と白人文化の関係をユー
モラスにそして感動的に伝える物語
を読み解きます。中学生レベルの英
語力が必要です。

土
9

14:00～15:30
5/19～9/29 20＊ 11,000円

1,400円 豊洲

俳句実作講座～じっくり学ぶ「有季定型」～ 通年講座
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、
俳句が初めての方にも優しく指導し
ます。吟行や句会の体験もあります。

土
6

13:30～15:00
4/28～7/14 25 6,000円

300円 砂町

文章教室～600字のエッセイ～ 通年講座
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
4/21～9/29

若干名
（20）
継続講座

17,000円
1,500円 東大島

大正100年記念　
大正時代とはどんな時代だったのか

首都大学東京准教授　源川真希ほか

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につ
いて見ていきます。（別途入館料あり）

水
5

19:00～20:30
5/9～6/20 20 7,000円

300円 砂町

地獄極楽考～民俗学と歴史学から見た死後の世界～
東京家政学院非常勤講師・前明治大学兼任講師　水谷類

日本人の他界観・死生観の形成過程
を、『往生要集』・絵巻・曼荼羅図など
から学びます。

木
7

18:30～20:00
4/26～7/19 24＊ 7,100円

300円 区民

書道・絵画
実用書道　～暮らしに生かせる書～ 通年講座

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
4/25～10/3

若干名
（25）
継続講座

14,500円
2,900円 区民

江戸文字教室～勘亭流～ 通年講座
勘亭流家元二代目荒井三禮直門　荒井三鯉

歌舞伎看板、番付を華麗に彩る江戸
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
4/18～9/26

5＊
（20）
継続講座

17,000円
6,500円 豊洲

プロに学ぼう！マンガ道場 通年講座
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。

2・4土
10

14:00～16:00
5/12～10/27

10
（20）
継続講座

14,000円
1,000円 森下

スケッチ教室 通年講座
サロン・ド・パリ会員　菅野たみお

基礎からていねいにベテラン講師が
指導します。（別途道具代あり）

木
17

18:30～20:30
4/19～9/20

10
（25）
継続講座

17,500円
3,500円 砂町

日本画教室 通年講座
日本美術院院友　佐藤孝

基礎のデッサン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
5/11～10/5

5
（25）
継続講座

16,000円
1,000円 東大島

はじめてのてがみ絵教室 通年講座
手紙絵講師　石渡依子

描くことの喜び、充実感、達成感を
味わいながら、のびのびと自由に楽
しく描きましょう。

月
8

10:00～11:30
5/14～9/24

若干名
（20）
継続講座

7,000円
500円 砂町

協力講座
イラストレーションを楽しんで描いてみよう

イラストレーター・絵本作家　さくらせかい

イラストレーションを基本から学び、
楽しく描いてみませんか。
※ 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。当センターでは事務
的なサポートをしながら実施します。

火
12

19:00～20:30
4/10～9/18

10
（20）

18,000円
500円 森下

手芸・工芸

～東北の手しごと教室～こぎん刺しの小物づくり
創作こぎんSMILAUGH（すまいらふ）　萩原ひろみ

津軽の農村に伝わるこぎん刺し。幾
何学模様が美しい温かみのある伝統
工芸で、ブローチやトートバッグなど
の小物を作ります。（教材費のほかに
別途キット代あり）

土
8

10:00～12:00
5/19～10/20 20 8,000円

1,000円 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。

2・4木
10

18:30～20:00
5/10～10/25

若干名
（15）
継続講座

20,000円
4,000円 森下

ステンドグラス 通年講座
日本ステンドグラス普及協会会員　小林照子

オリジナル作品を作成、講師指導の
もと、更なる技術の向上を目指しま
す。※道具をお持ちの経験者のみ募
集です。

金
6

19:00～21:00
4/20～9/28

若干名
（20）
継続講座

8,000円
実費 砂町

新しいことはじめてみませんか─
身近なセンターで素敵な出会いを

ガイダンス（無料）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。
申し込み方法・クラス時間割はD面をご覧ください！
通年講座

ク ラ ス 開 講46 ！6館で
文化センターの英会話講座

平成24年度
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一般講座（英会話講座以外）のお申し込み方法

施設別講座名一覧

3/10（土）～ 3/24（土）
受
講
す
る
講
座
を
決
定

手続き書類を郵送します。

4月3日（火）～10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。

落選通知はがきをお送りします。

● 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。

インフォメーション

森下文化センター
本所・深川散歩 地域理解・散策
初級韓国語会話 国際理解・語学
初歩からはじめる中国語会話 国際理解・語学
田河水泡と弟子たち　～そのユーモアの世界と系譜～ 鑑賞・教養
みる・楽しむ　現代アート 鑑賞・教養
プロに学ぼう！マンガ道場 書道・絵画
協力講座 イラストレーションを楽しんで描いてみよう 書道・絵画
～東北の手しごと教室～　こぎん刺しの小物づくり 手芸・工芸
伝統工芸　江戸切子 手芸・工芸
森下女声コーラス 音楽・演劇
うたう・楽しむ・元気がでる　童謡・唱歌の世界 音楽・演劇
こども書道教室 こども・親子
キッズチアダンス　～ソングリーディング～ こども・親子

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 区民参加・ボランティア

古文書を読んで下町散歩　～『深川町
まちかたかきあげ
方書上』を読む～ 地域理解・散策

人物から見る中国史 国際理解・語学
～生誕100年～　映画監督　木下惠介 鑑賞・教養

知りたかった！日本美術史 鑑賞・教養

ママとベビーのはじめのいっぽ こども・親子
～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
～おとなもこどもも～　ZOOっと大好き！動物園 こども・親子

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 地域理解・散策
ベトナムを楽しむアラカルト 国際理解・語学
再発見・異色の江戸絵画　～我が道を行った絵師達～ 鑑賞・教養
英語で読む児童文学｢The Absolutely True Diary of a Part-time Indian｣ 文学・歴史
江戸文字教室　～勘亭流～ 書道・絵画
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
ポピュラーボーカル教室 音楽・演劇
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!～ ダンス・健康
タップダンス教室 初級から ダンス・健康

砂町文化センター
ドビュッシーとフランス近代印象派の音楽
～ドビュッシー生誕150周年記念～

鑑賞・教養

ノートパソコンで覚えるマイクロソフトエクセル 趣味・実用

俳句実作講座　～じっくり学ぶ「有季定型」～ 文学・歴史

大正100年記念　大正時代とはどんな時代だったのか 文学・歴史

スケッチ教室 書道・絵画

はじめてのてがみ絵教室 書道・絵画

ステンドグラス 手芸・工芸

ヤング★ハワイアン ダンス・健康

バレトンで内面から美しいからだづくり ダンス・健康

暮らしに活かすアロマ＆ハーブ 趣味・実用

こどもとアート　～造形でつくる親子のかたち～ こども・親子

こどもバレエ教室 こども・親子

総合区民センター
気軽に体験　寄席・歌舞伎・バレエ 鑑賞・教養

地獄極楽考　～民俗学と歴史学から見た死後の世界～ 文学・歴史

実用書道　～暮らしに生かせる書～ 書道・絵画

女性のための健康法　～陰陽ストレッチエクササイズ～ ダンス・健康

健康のヨガ ダンス・健康

江戸料理をまなぶ　～調理実習と講義～ 趣味・実用

安心！わが家のバランスごはん 趣味・実用

～だしが決め手～　春・夏野菜のレシピ 趣味・実用

酒の肴と利き酒 
～日本酒にあうおかず作りと日本酒の味わい方～

趣味・実用

亀戸文化センター
歴史講座　江戸時代に学ぶリサイクル社会 地域理解・散策

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」 地域理解・散策

ワンダフル・コリア　～食・楽・探・求～ 国際理解・語学

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

体すっきり　お手軽ストレッチ講座 ダンス・健康

粋なエンディング 趣味・実用

こどものための演劇教室 こども・親子

東大島文化センター
小名木川リバーガイド養成 区民参加・ボランティア

区内の調味料再発見！ 地域理解・散策

「特別展 ボストン美術館 日本美術の至宝」を味わう 鑑賞・教養

文章教室　～600字のエッセイ～ 文学・歴史

日本画教室 書道・絵画

東大島女声コーラス・午前 音楽・演劇

東大島女声コーラス・夜間 音楽・演劇

民謡教室 音楽・演劇

実践カラオケ教室 音楽・演劇

ピラティス・男性クラス ダンス・健康

ピラティス・女性クラス ダンス・健康

ベランダガーデニング 趣味・実用

もう「着る服がない！」って言わない　大人の着こなし術 趣味・実用

囲碁教室・実践編　～基礎から応用まで～ 趣味・実用

パパとママと一緒にベビーダンス こども・親子

こどものためのクラシックバレエ こども・親子

こどものためのクラシックバレエ・経験者（ポワント）クラス こども・親子

お申し込み
3/10（土）～ 3/24（土）

はがき、FAX記入例

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

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は実施するセンターへお送りください。

―受―講―者―の―決―定―

当選の方

※ 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。

落選の方

総合区民
センター

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

 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　FAX.5600-8677

  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　FAX.5620-0258

  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　FAX.5560-0505

 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　FAX.5626-2120

 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　FAX.3636-5825

 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　FAX.5606-5930

 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　FAX.3683-0507

各施設交通案内

共通事項

【開館時間】9:00～ 22:00
【休 館 日】 1・4・5・8は第2･4月曜日 

2・3・6・7は第1･3月曜日
ただし祝日の場合は開館

受
講
ク
ラ
ス
申
し
込
み

日本人講師クラス
日　程 10:30 19:00
4/10（火） ①森下文化センター ②東大島文化センター
4/11（水） ③古石場文化センター ④森下文化センター
4/12（木） ⑤東大島文化センター ⑥砂町文化センター
4/13（金） ⑦砂町文化センター ⑧古石場文化センター

はじめての英会話 ★内容
簡単な筆記と面接

ネイティブ・スピーカー講師クラス
日　程 時　間 会　場
4/7（土） ⑨10:00 ⑩18:00 森下文化センター
4/8（日） ⑪10:00 ⑫14:00 江東区文化センター
4/9（月） ⑬10:00 ⑭18:45 砂町文化センター
4/10（火） ⑮10:00 ⑯18:45 亀戸文化センター
4/11（水） ⑰10:00 ⑱18:45 東大島文化センター
4/12（木） ⑲10:00 ⑳18:45 古石場文化センター
4/13（金） ㉑10:00 ㉒18:45 豊洲文化センター

基礎～ディスカッション ★内容
 リスニング30分
文法30分

出
席
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
選
択

ガイダンス出席
4/7（土）～ 4/13（金）

（約2時間）

英会話講座のご案内＆お申し込み方法 3/10（土）～ 4/13（金）お申し込み期間

クラス名 講　師 内　容 授業時間 受講料（前期分） 教材費 前期回数 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

クラス紹介

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 東大島・午前①

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 
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

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 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

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クラス一覧

ガイダンス申し込み
3/10（土）～ 4/13（金）

受講クラスの
決定 4/15（日）

■■■ 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46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24年7月より休館となります。そのため、平成24年度の講座は実施いたしません。

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

応募者には郵送に
て連絡。
（応募者多数の場合
 は抽選。）

手続き期間

4/17（火）～
4/24（火）

はがき、FAX記入例

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しません。

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

クラス7 新設
森下・古石場・亀戸・東大島・砂町

定員を超えた場合は、抽選で受講者を決定します。


