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英会話講座のご案内 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。

■ネイティブ・スピーカー講師クラス：
　財団法人英語教育協議会（ELEC）派遣講師

基礎英会話～ディスカッション
●  講師はネイティブ・スピーカー（英語を
母国語とする方）が担当します。

●  レベルチェックテストや講師評価で到達
度をチェックできます。

●  授業でわからなかったことは Eメールで
ELECへ質問できます。

●  テキストはCD、ワークブックはDVD付
きです。

■日本人講師クラス：
　江東区英語会話力認定者協会（ESVA※）派遣講師

はじめての英会話
● 講師は日本人講師が担当します。
●  １クラス３～４名の講師で、きめ細やか
に指導します。

●  日本語を交えながら、ゆっくりとしたペー
スで学習します。

※ 江東区英語会話力認定者協会（ESVA）とは、
文化センター英会話講座の卒業生を含む、英
語会話力を活用したボランティア組織です。

【まずガイダンスをお受けください】
　英会話講座では、受講クラスにお申し
込みの前にガイダンスを受けていただき
ます（事前予約制・無料・右表参照）。
　ガイダンスでは、レベルチェックテス
ト（リスニング・文法各30分のマーク
シート方式のテスト)・各クラスの説明
などを行います。その結果をもとにレベ
ルに合ったクラスにお申し込みいただき
ます。

【ガイダンスの申し込み】
　出席を希望するガイダンス会場・日程
を右表の①～㉒から選び、上記の申込み
方法をご確認の上、お申し込みください。
なお、お申し込み後、ご返信はいたしま
せん。直接、会場へお越しください。
※ 英会話講座のお申し込みは高校生以上と
させていただきます。
※ ガイダンスはおおむね2時間かかります。

英会話講座もインターネットでお申
し込みいただけます。
出席希望のガイダンスにお申し込み
ください。http://www.kcf.or.jp

ネイティブ・スピーカー講師クラス　ガイダンス日程 日本人講師クラス　ガイダンス日程

★内容：リスニング・文法各30分

日　程 時　間 会　場
9/22（木）①10：00～ ②18：45～ 豊洲文化センター

9/23（金・祝）③10：00～ ④14：00～ 東大島文化センター

9/24（土）⑤10：00～ ⑥18：00～ 森下文化センター

9/25（日）⑦10：00～ ⑧14：00～ 江東区文化センター

9/26（月）⑨10：00～ ⑩18：45～ 砂町文化センター

9/27（火）⑪10：00～ ⑫18：45～ 古石場文化センター

9/28（水）⑬10：00～ ⑭18：45～ 亀戸文化センター

★内容：簡単な筆記とリスニング

日　程 10：30～ 19：00～

9/22（木） ⑮東大島文化センター ⑯砂町文化センター

9/23（金・祝） ⑰砂町文化センター ⑱古石場文化センター

9/27（火） ⑲森下文化センター ⑳東大島文化センター

9/28（水） ㉑古石場文化センター ㉒森下文化センター

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）

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）

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 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⑤

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④

中級英会話

東陽町・午前①
東大島・午前①
東陽町・夜間④
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
森　下・夜間⑦
古石場・夜間④

砂　町・午前①
古石場・夜間⑤ 東陽町・午前①

プレディスカッション
古石場・午前①
豊　洲・夜間④
砂　町・夜間⑤

砂　町・午前①
東陽町・夜間④

東陽町・午前①
東大島・午前①
東陽町・夜間⑥
古石場・夜間⑦
亀　戸・夜間⑦

森　下・午前①
東陽町・夜間④
森　下・夜間④

東陽町・午後③
東大島・午後③

ディスカッション 東陽町・夜間⑦ 東陽町・午前① 亀　戸・夜間④
東大島・夜間⑤ 豊　洲・夜間⑤ 東陽町・午後②

※東陽町……江東区文化センター

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

定員を超えた場合は、抽選で受講者を決定します。

当選の方

手続き書類を郵送します。
10月2日（日）～9日（日）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。
英会話講座の入金期間はガイダンス時にお伝えします。
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。

落選の方

落選通知はがきをお送りします。

※ 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。

【講座共通】　
● 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。

● 講座一覧表の網掛けは新規講座です。その他は継続講座です。継続講座は欠員の補充募
集となります。

● 各講座ともに定員の設定をしておりますが、一部講座について総合的な判断の元、募集定
員を超えて受け入れる場合があります。対象講座には定員の後ろに＊が表示してあります。

● 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。
● 　　　は協力講座です。協力講座とは、講師・受講生が中心となって運営していく講座
に、各館が事務的な面でサポートしながら実施するものです。

● 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
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FAX・はがき記入例 受講者の決定お申し込み方法の選択

電 話

F A X

はがき

窓 口
各センターに申込用紙があります。

インターネット

http://www.kcf.or.jp

総合区民
センター

講座実施施設のご案内
■  江東区文化センター 地図7 
〒135-0016　江東区東陽4-11-3
 ☎3644-8111 FAX3646-8369

■  森下文化センター 地図1
〒135-0004　江東区森下3-12-17
 ☎5600-8666 FAX5600-8677

■  古石場文化センター 地図2
〒135-0045　江東区古石場2-13-2
 ☎5620-0224 FAX5620-0258

■  豊洲文化センター 地図4
〒135-0061　江東区豊洲2-2-18
 ☎3536-5061 FAX5560-0505

■  亀戸文化センター 地図3
〒136-0071　江東区亀戸2-19-1カメリアプラザ5F
 ☎5626-2121 FAX5626-2120

■  東大島文化センター 地図5
〒136-0072　江東区大島8-33-9 
 ☎3681-6331 FAX3636-5825

■  砂町文化センター 地図8
〒136-0073　江東区北砂5-1-7
 ☎3640-1751 FAX5606-5930

■  総合区民センター 地図6
〒136-0072　江東区大島4-5-1 
 ☎3637-2261 FAX3683-0507

【開館時間】9:00～ 22:00
【休 館 日】 1・2・5・8は第1･3月曜日

3・4・6・7は第2･4月曜日
ただし祝日の場合は開館

step1 step2 step3 step4お申し込み期間 ※先着順ではありません

9月10日㈯～24日㈯必着
1

2

3

4

5

申込期間  必着9月10日㈯～24日㈯
お申し込みの流れ

英会話講座ガイダンス

●❶ 出席希望のガイダンスNo.　
●❷ 氏名・フリガナ
●❸ 生まれ年（西暦）
●❹ 性別
●❺ 郵便番号・住所
●❻ 電話番号
●❼ FAX番号
※ 英会話講座のガイダンスは当日まで受付可能 
です。

一般講座

●❶ 実施するセンター名
❷ 講座名
●❸ 氏名・フリガナ
●❹ 生まれ年（西暦）
　※小学生以下は生年月日
●❺ 性別
●❻ 郵便番号・住所
●❼ 電話番号
●❽ FAX番号

協力

秋からの講座ラインナップ
各センターの

五感で楽しむ和菓子

亀戸文化センター

B面

江東区観光ボランティアガイド 
養成講座～古石場クラス～
古石場文化センター

B面

伝統工芸　江戸切子入門

森下文化センター

B面

江東区を知ろう！～防災・環境編～
江東区文化センター

D面

なつかしの都電・都バスと江東区
砂町文化センター

D面

ヨーロッパのおいしい食卓 
～北欧のクリスマス～
総合区民センター

C面

アンチエイジング 
～自分らしく輝くために～
東大島文化センター

C面

羊毛フェルトの 
かわいいマスコット
豊洲文化センター

C面

見つ
よう
け！始め

よう
！

0120-808-743

“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 元加賀 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

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.com
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※講師募集中※講師募集中 9,500

基礎クラス他

9月生
9月14日（水）～3ヶ月

03－3657－9594
090－5494－1872 矢島たちばな会

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

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！

半蔵門線 清澄白河駅 徒歩2分  清澄鑑定室 090‒4618‒0847（佐藤）
Mail：atty@dg8.so-net.ne.jp

家族間の問題、恋愛、仕事、進路等の問題は、一人で悩まずに御相談を。
秘密厳守。完全予約制。
※護符、開運グッズ等の、強制的な販売は一切ありませんので御安心ください。

［対面鑑定］ ３０分 １件 ３，０００円　［メール鑑定］ １件 ２，０００円

〒135-0004　江東区森下3-12-17
☎ 5600-8666　FAX5600-8677 森下文化センター ［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 地図 1

〒135-0045　江東区古石場2-13-2
☎ 5620-0224　FAX5620-0258 古石場文化センター ［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 地図 2

〒136-0071　江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ5F
☎ 5626-2121　FAX5626-2120 亀戸文化センター ［交通案内］JR総武線・東武亀戸線亀戸駅北口から徒歩2分 地図 3

森下文化センターアートスペース一周
年を記念して、深川ゆかりの画家 伊東深
水・関根正二を取り上げます。

相反する二人の画業生活の中で、お互
いどのような影響を受けたのでしょうか。
実際の作品鑑賞やゆかりの人物の話など
を通して、二人の魅力を再発見します。

日本映画史とともに生き、昨年末に逝
去した高峰秀子。彼女は「天才子役」から

「人気少女スター」となり、「大女優」となっ
た他に類を見ない名女優でした。本講座
はその功績を辿り、またスクリーンの中
では見られなかった素顔に迫ります。

司会原稿の作成や人前で話すコツなど、
司会進行の技術を実践的に学びます。

韓国の歴史を学びながら、旅を楽しむ
ヒントもご紹介します。

ソーセージでカバさんやゾウさんがで
きちゃう?!お料理がたのしくなる「飾り
切り」のテクニックに挑戦してみましょう。

江戸時代が終焉を迎え、西欧からもた
らされた資本主義経済の渦に飲み込まれ
た日本。近代的国家への道を邁進する中
で、明治から昭和期にかけて首都東京の
礎を築いた人たちの事績を、江東区とゆ
かりの深い人物を中心に講義します。

西洋美術に革命を起こしたゴヤ、色彩
の魔術師ドラクロワ、印象派の先駆けで
あるターナーなどの作品を通して、激し
い感情や大自然の壮大さを描いたロマン
主義絵画の魅力に迫ります。

また、国立西洋美術館にて開催される
「ゴヤ展」を講師とともに見学します。

季節を表す煉切りの愛らしさ、思い出
の郷土菓子の味、お菓子に合わせる飲料
の話…。毎回テーマに沿ったお菓子を味
わいながら、和菓子の世界を五感全てで
楽しみましょう。最終回は春を感じるお
茶会を催します。

混迷の時代＝今を川柳で斬る！川柳の
基礎知識を学び、ウィットにとんだ川柳
づくりに挑戦しませんか？

各地の句会・大会等の選者や指導者と
しても経験豊富な講師に加え、ゲストに
東葛川柳会代表・江畑哲男さんもお招き
します。

地震学者の予想を遥かに超える規模で起きた東日本大震災。
その前後、日本列島の下で何が起こっていたのか。今後何が起
ころうとしているのか。調査・研究の最新情報、地震発生のメ
カニズムや地震の歴史、対策などをお話します。

日本の歴史には各時代で日本独自の色
彩文化が見られます。本講座では、この
色彩文化を紐解きながら「和」をテーマに
したオリジナルの作品づくりを行ってい
きます。「和の色」を味わい日本古来の感
性を磨いてみませんか。

昭和の映画館を賑わせ
た活動写真弁士の話芸を
澤登翠さんの指導のもと
習得し、無声映画に命を
吹き込む楽しさを体験し
ます。最終回は上映発表
会を行います。

初心者を対象とし
た講座です。研磨機
を使って、格子・篭
目・魚々子・麻の葉
など基本的な文様の
刻み方を習い、慣れ
てきたら自分で切子
のデザインをします。個性を活かした自
分だけの作品を作ってみませんか。

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。心の奥にある懐かしい風景
や忘れえぬあの頃の想い出などを 
残しましょう。初心者の方にも丁寧
にご指導いたします。午後の穏やか
なひとときを、温かい思い出ととも
にお過ごしください。

デジカメを持ってぶらぶら街散歩。あ
なただけの素敵なスポットを見つけま
しょう。

私たちの身近にあって
も、なかなか行けない、
めったに入れない場所の
見学や、あっとおどろく
科学の知識を学びます。
親子で「たいけん、はっ
けん」してみましょう。

麹
こうじ

は、味噌や醤油・日本酒など、日本の伝統的な発酵食品に
欠かせない原料です。日本の気候風土の中で育まれ、用いられ
てきた麹を取り上げ、その魅力に迫ります。最終回には江東区
佐賀にある江戸時代から続く老舗・㈱ちくま味噌の協力により、
味噌作り体験も行います。

映画やテレビドラマ等で半世紀以上
も活躍を続けている石森史郎氏が、わ
かりやすくシナリオの世界を紹介します。

講師の指導のもと、オリジナルシナ
リオも作成します。

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。講師は児童演劇
の指導経験が豊富な有明教育芸術短期大
学学長の小林志郎先生です。

深川が生んだ画家
深水・正二 二人の生きた時代

女優・高峰秀子の生き方

イベントMCをやってみよう！

ナビゲート・コリア
～歴史と文化の旅～

東京を造った人たち
～江東ゆかりの人物伝～

ゴヤの時代
～ロマン主義画家の美術史革命～

五感で楽しむ和菓子

お弁当に！夕食に！
楽しい飾り切り

川柳入門
～時事川柳を作ろう・楽しもう～

地震の現場を探る
～日本列島の下で何が起こっているのか～

日本の伝統色と和柄

澤登翠の弁士にチャレンジ！

伝統工芸　江戸切子入門

プロの漫画家が教える
和筆で描く懐かしの昭和

自分で探す　まちの魅力
亀戸・大島・砂町　ぶらり旅

～たいけん　はっけん　ぼくのまち～
親子で学ぶ理科・社会

日本の伝統発酵食品　麹
こうじ

のおはなし

石森史郎に学ぶシナリオの世界

わーくしょっぷ
こどものための演劇教室

伊東深水
渋沢栄一

（渋沢史料館所蔵）関根正二
後藤新平

（東京市政調査会所蔵）

画像提供 ㈱ちくま味噌

＜主な内容＞
・川柳の基礎知識　・川柳の魅力、日本語の魅力
・時事川柳の視点～世相を見る　・笑いとウィット
　など

＜講師プロフィール＞小林淑郎
父・小林英夫に江戸切子を師事。平成17年　江
戸切子　伝統工芸士　同21年　江東区無形文化
財指定

制作風景

＜講師プロフィール＞うゑださと士
昭和23年東京・神田生まれ。日本漫画家協会会員。平成21年度同協会特別賞
受賞。昭和30年代をテーマにした作品を数多く制作している。

講師作品

講師：斎藤明美監修
「高峰秀子　高峰秀子自薦十三作　
高峰秀子が語る自作解説」キネマ旬報社

野菜、卵の飾り切り、かわいいおむすびなども実習します。 講師：澤登翠 2月見学予定　日本航空機体整備工場

講師著書

季節の和菓子 重ねの色目のグリーティングカード

亀戸の路地裏 王子様とお姫様になれるかも？
（イメージ）

講師作品

10/25 麹菌とは　腐ると発酵は何が違うの？ 実践女子大学教授・農学博士　秋田修

11/8 日本の発酵食品の歴史と発展　味噌・醤油・酒
 実践女子大学教授・農学博士　秋田修

11/22 世界各地の発酵食品 実践女子大学教授・農学博士　秋田修

12/6 暮らしのなかの発酵食文化
 フードジャーナリスト　向笠千恵子

12/20 味噌作り体験 協力　㈱ちくま味噌

フランシスコ・デ・ゴヤ≪着衣のマハ≫1800－07年頃
マドリード、国立プラド美術館蔵

Archivo Fotográfico,Museo Nacional del Prado. Madrid.

【展覧会情報】
『プラド美術館所蔵　ゴヤ　光と影』
2011年10月22日－2012年1月29日
国立西洋美術館(東京・上野)にて開催

江東区の歴史や文化、観光名所、人物、
建築物、ガイドとしての技術を学び、江
東区の観光ボランティアガイドを目指し
ます。古石場クラスは深川を中心に講義
や実技、現地見学を行います。

＜主な内容＞
・江東区の文化財と観光資源
・江東区の歴史建築
・江東区の近代史と工場の歴史
・深川南部観光と貨物線跡巡り
・深川七福神

江東区観光ボランティアガイド養成講座
～古石場クラス～

小津安二郎監督の実家ゆかりの『小津橋』（江東区古石場2丁目）

日本周辺の震源域
©JAMSTEC

日本列島周辺のプレート
©JAMSTEC

10/29 美人画の巨匠　伊東深水…美人画の系譜 鎌倉市鏑木清方記念美術館学芸員　宮﨑徹

11/19
伊東深水　スケッチにかける日々
平塚市美術館展覧会
「伊東深水-時代の目撃者-」見学
 平塚市美術館学芸員　勝山滋

12/10 私の父を語る 女優　朝丘雪路

1/28 夭折の画家 関根正二と大正期の美術家たち
　平塚市美術館館長代理兼学芸主管　土方明司

2/18
関根正二の作品鑑賞
ブリヂストン美術館
　または、国立近代美術館見学

3/17 関根正二と私
 信濃デッサン館館長　窪島誠一郎

10/15
渋沢栄一
～都市計画と公益性の追求～
 渋沢史料館館長　井上潤

11/12
岩崎彌太郎
～明治日本の建設と三菱～
 三菱史アナリスト　成田誠一

12/17

浅野総一郎
～セメント王と呼ばれた男による
　セメント流通と鉄道網の構築～
 駒澤大学教授　渡邉恵一

1/21

後藤新平
～関東大震災後の首都東京の復興計画～
 早稲田大学アジア研究機構台湾研究所
 客員上級研究員　春山明哲

2/4

内田祥三
～近代建築における
　耐震構造学と様式美の融合～
 関東学院大学非常勤講師　志岐祐一

●森下文化センター講座一覧

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数
（定員）

受講料
教材費

深川が生んだ画家 深水・正二─二人の生きた時代
　鎌倉市鏑木清方記念美術館学芸員　宮﨑徹
 女優　朝丘雪路ほか

土
6

14:30～16:00
10/29～3/17

30
＊

7,200円
300円

東京を造った人たち
～江東ゆかりの人物伝～
 渋沢史料館館長　井上潤ほか

土
5

14:00～15:30
10/15～2/4

25
＊

6,000円
300円

川柳入門　～時事川柳を作ろう・楽しもう～
 時事作家協会会長　渡辺貞勇ほか

水
8

19:00～20:30
10/19～3/7

30
＊

8,000円
300円

伝統工芸　江戸切子入門
 江東区登録無形文化財保持者　小林淑郎

木
10

18:30～20:00
11/10～3/15 15 20,000円

4,000円

―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

火
10

14:00～16:00
10/25 ～ 3/6 20 13,000円

300円

日本の伝統発酵食品　麹
こうじ

のおはなし
 実践女子大学教授・農学博士　秋田修ほか

火
5

19:00～20:30
10/25～12/20

25
＊

6,500円
800円

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数
（定員）

受講料
教材費

こども水彩画教室
 ハプスブルク芸術友好協会会員　豊増良雄

土
10

10:00～12:00
11/5～3/17

10
（20）

10,000円
1,000円

キッズチアダンス ～ソングリーディング～
 （株）WING DANCE PROMOTION　小髙智織

木
15

16:30～18:00
11/10～3/4
最終回のみ（日）

20
（50）

11,000円
1,000円

プロに学ぼう！ マンガ道場
 漫画家　江波じょうじ

土
10

14:00～16:00
11/12～3/24

10
（20）

14,000円
1,000円

森下女声コーラス
 聖徳大学兼任講師　佐藤亘弘

火
17

18:30～20:00
11/8～3/27

10
（30）

14,000円
1,000円

うたう･楽しむ･元気が出る
童謡・唱歌の世界
 声楽家　前野邦子

木
17

14:00～15:30
10/13～3/8

10
（30）

18,000円
500円

イラストレーションを
楽しんで描いてみよう 協力
　イラストレーター・絵本作家　さくらせかい

火
12

19:00～20:30
10/11～3/20

10
（20）

18,000円
500円

※「深川が生んだ画家　深水・正二─二人の生きた時代」の美術館入館料は、現地で実費徴収。

10/15 女優　高峰秀子の魅力 映画・文化史家　田中眞澄

11/19 高峰秀子の生涯（1）子役時代～東宝時代 作家　斎藤明美

12/10 高峰秀子の生涯（2）戦後～フリーになってから 作家　斎藤明美

1/21 高峰秀子の生涯（3）名監督との仕事、結婚
 作家　斎藤明美

2/18 高峰秀子の人物像に迫る
 作家　斎藤明美

10/25 JAMSTECの地震への取り組み JAMSTEC　満澤巨彦

11/8 地殻構造と地震　日本の置かれた状況
 JAMSTEC　金田義行

11/29
南海トラフ地震発生帯掘削計画
　「地震・津波観測監視システム」とは何を目指すのか？
 JAMSTEC　金松敏也

12/6 地殻データ・地震データの理論解析
 JAMSTEC　堀高峰

1/10 地震の巣に潜る　地震後の海底の様子
 JAMSTEC　藤岡換太郎

1/24
地震波と津波の到達予測プログラム
　東海・東南海・南海地震の3連動性
 東京大学地震研究所　古村孝志

2/7 地震を知る　キーワード「余震」
 科学ジャーナリスト　瀧澤美奈子

2/14 建築学から見た地震：耐震・免震・制震
 建築学者　田代彰

2/28 首都直下型地震　地震と電磁波
 東京工業大学　本蔵義守

3/6 東日本大震災　ここまでわかった
 東京工業大学　本蔵義守

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数
（定員）

受講料
教材費

女優・高峰秀子の生き方
 映画・文化史家　田中眞澄
 作家　斎藤明美

土
5

14:00～15:30
10/15～2/18

30
＊

5,500円
100円

ゴヤの時代
～ロマン主義画家の美術史革命～
 美術史家　岡部昌幸

月
6

19:00～20:30
10/31～1/30

35
＊

6,000円
2,000円

お弁当に！夕食に！楽しい飾り切り
 日本ハム㈱派遣講師　澤田大
　米料理研究家、深川東京モダン館内喫茶「にちよう」主宰　しらいのりこ

金
5

10:00～11:30
10/21～12/2 20 4,900円

3,000円

江東区観光ボランティアガイド養成講座
～古石場クラス～
 江東区文化財専門員　栗原修ほか

土
12

9:30～12:30
10/22～3/3

25
＊

7,500円
2,000円

澤登翠の弁士にチャレンジ！
 活動写真弁士　澤登翠

火
6

19:00～20:30
10/18～3/4
最終回のみ（日）午後

20 9,000円
2,100円

地震の現場を探る
～日本列島の下で何が起こっているのか～
 （独）海洋研究開発機構（JAMSTEC）　金田義行
 東京大学地震研究所　古村孝志ほか

火
10

19:00～20:30
10/25～3/6

30
＊

9,500円
500円

～たいけん はっけん ぼくのまち～
親子で学ぶ理科・社会
 ノンフィクション作家　松浦晋也ほか

土
5

14:00～16:00
11/5～3/3

若干名
（15組）

6,000円
4,000円

石森史郎に学ぶシナリオの世界
 シナリオライター　石森史郎ほか

木
10

19:00～20:30
10/27～3/8

10
（20）

13,500円
2,500円

●古石場文化センター講座一覧

11/8 日本の色彩の歴史とその特徴

11/22 重ねの色目のグリーティングカードづくり

11/29 日本の伝統色、和柄　その1

12/13 日本の混色を楽しむ原毛小物づくり

12/20 日本の伝統色、和柄　その2

10/28 虎屋文庫資料展見学※外出授業（14:00～）
11/25 五感で楽しむ和菓子（茶菓つき）
12/16 和菓子を作ってみる（調理実習）
1/13 郷土菓子を学ぶ（茶菓つき）
2/24 和菓子と飲み物の関係（茶菓つき）
3/2 お茶会（茶菓つき）

10/19 朝鮮王朝の衣裳と装身具
10/26 国際関係から見た朝鮮王朝
11/2 朝鮮時代における「伝統」の創出
11/30 マウル（村）を歩く―韓国近世の残り香 
1/18 朝鮮の開港-釜山と仁川
1/25 植民地支配と「皇民化」
2/8 ソウルを歩く―歴史と現代の出会い
2/15 経済成長の時代
2/22 グローバル化と韓国―SAMSUNGとHYUNDAI

11/9 司会に求められる事、自己紹介、発声
11/16 文章を音読する
12/7 人前で話してみる
12/14 話したい事を原稿にして読む
1/11 自分の原稿を人に読んでもらう
1/18 話したい事をメモにまとめ、話してみる 
2/1 進行台本の見方
2/8 司会を疑似体験する

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数
（定員）

受講料
教材費

イベントMCをやってみよう！
 フリーアナウンサー　石川智徳

水
8

19:30～21:00
11/9～2/8 20 12,900円

100円

五感で楽しむ和菓子
　女子栄養大学非常勤講師　芝崎本実ほか

金
6

13:00～15:00
10/28～3/2 20 7,600円

2,600円

日本の伝統色と和柄
　色彩活用研究所サミュエル　カラー講師　丹治香利

火
5

14:00～15:30
11/8～12/20 20 7,000円

2,000円

自分で探す　まちの魅力　
亀戸・大島・砂町　ぶらり旅
 深川モダン館副館長　龍澤潤

木
土
6

木19:30～21:00
土10:00～12:00
10/6～11/17

20 4,600円
200円

わーくしょっぷ　こどものための演劇教室
 有明教育芸術短期大学学長　小林志郎

日
6

10:30～11:15
11:15～12:00
11/20～2/5

20 4,400円
200円

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数
（定員）

受講料
教材費

ナビゲート・コリア　～歴史と文化の旅～
 放送大学副学長　吉田光男ほか

水
9

13:30～15:30
10/19～2/22

8
（40）

9,600円
400円

原文で読む源氏物語
～光源氏の恋と王権・「帚木」から「夕顔」の巻～
 明治大学文学部非常勤講師　袴田光康

月
5

18:30～20:00
10/3～12/5

5
（25）

4,800円
400円

骨盤調整とリンパケアレシピ
　骨盤調整ビューティーペルヴィス
 認定インストラクター　小沼マナミほか

火
10

13:30～15:00
11/1～3/13

10
（20）

14,800円
4,600円

お家でちょっと贅沢！気軽に楽しむワイン講座
　レストラン「スノール」　ワインソムリエ　菅野拓海

水
4

19:00～20:30
11/16～2/15

5
（20）

4,700円
3,000円

※「こどものための演劇教室」は小学生対象です。授業開始時間は学年等により変わります。
※「骨盤調整とリンパケアレシピ」は女性限定講座です。すべての方に効果が現れるわけではありません。

●亀戸文化センター講座一覧

10/6 亀戸・大島・砂町の歴史
10/13 亀戸の町の魅力発見
10/29 歩いて探そう　亀戸の魅力
11/5 歩いて探そう　大島の魅力
11/12 歩いて探そう　砂町の魅力
11/17 まちの魅力発表

※「親子で学ぶ理科・社会」の対象は小学3年生から中学生までのこどもと保護者です。

11/20 オリエンテーション・「ことば」の訓練　ほか
12/4 「ドラマゲーム」ほか
12/11 ｢詩の朗読」ほか
1/8 「ショウ・アンド・テル」ほか
1/22 「ハウスツアー　通し稽古」
2/5 みんな見て見て発表会「ハウスツアー」（14:00～）
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第4土曜日

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、初心者歓迎月4回
教材費込（ 　 ）3,150

4,200入会金

9月の無料体験（要予約）
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

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》 　リトミック10月クラスがスタートします。1才～3才の新会員募集中!

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 ホームページ

財団

手軽に作れる料理で晩酌を…
しかも、その料理に合う日本酒があれば
この上ない幸せな気分を味わえるのでは
ないでしょうか。

本講座は、そんなことを思い浮かべ、
酒の肴になるような簡単料理を作ります。

また、毎回レシピに合いそうな日本酒
の情報もお伝えする予定です。

〒135-0061　江東区豊洲2-2-18
☎ 3536-5061　FAX5560-0505 豊洲文化センター ［交通案内］ 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 地図 4

〒136-0072　江東区大島8-33-9
☎ 3681-6331　FAX3636-5825 東大島文化センター ［交通案内］都営地下鉄新宿線東大島駅から徒歩5分 地図 5

〒136-0072　江東区大島4-5-1
☎ 3637-2261　FAX3683-0507 総合区民センター ［交通案内］都営地下鉄新宿線西大島駅から徒歩1分 地図 6

都内には、江戸の大名屋敷の他、明治
以降の財閥や文化人の庭園や邸宅がたく
さん残されています。西欧の新しい文明
と文化は、日本の庭
園造りにも大きな変
化をもたらしました。

今回は、近代の庭
園と邸宅造りの歴
史、造り手達の美意
識や想いを考えなが
ら、鑑賞・見学する
ときのポイントを読
み解きます。

地球から遠く離れた小惑星「ITOKAWA
（イトカワ）」の探査を目的に2003年に打
ち上げられた「はやぶさ」。「イトカワ」の
サンプルリターン（試料を持ち帰る技術）
という前人未到のミッションを成功させ、
幾多の困難を乗り越え7年間に及ぶ長い
宇宙の旅路から2010年に帰還を果たしま
した。人類の宇宙開発の歴史と未来につ
いて、そして「はやぶさ」の偉業達成まで
の軌跡を解説します。筑波宇宙センター
見学もあります。

私たちの住む東京という町の成り立ち
や、東京の下町情緒とは何かを知ろうと
するとき、見過ごして通ることのできな
い「江戸の生活」について学びます。講師
は、NHKテレビ時代劇の時代考証を数多
く手がける、江戸町人研究会の重鎮です。
時代考証の難しさ・面白さを大いに語っ
ていただきます。

歌川広重画「五百羅漢ささゐ堂」
江戸時代の総合区民センター付近

音楽の教科書や、CMソング、ドラマ
の挿入曲などで聴いたことのある有名な
イタリア歌曲を原語で歌います。

講座では全員で歌いながらレッスンを
進めていきます。歌曲の基本から始めま
すのでイタリア語がわからなくても大丈
夫です。
曲目（予定）： オンブラ・マイ・フ、 

愛のよろこび　ほか

＜講師プロフィール＞
洗足学園大学声楽科卒。
第17回関西日伊コンコ
ルソ入選。「魔笛」でオペ
ラデビュー後、オペラ
ミュージカルに多数出演
の他、カルチャー講座講
師も務める。現在、二期
会、東京室内歌劇場、横
浜シティオペラ、日本演
奏連盟各会員。

あまり構えず、ちょっとした工夫で今
より輝く方法は意外と簡単。日常で生か
せる『早い、簡単、キレイ』なアンチエイ
ジング法をお伝えします。

時間が思うようにならない中で料理をするのはくたびれます
が、毎日少しの準備で、安心で、手早くおいしい料理ができあ
がります。ボリュームのあるメインのおかずと、白いご飯に合
うあっさり、さっぱり惣菜を作ります。

元祖デジタル式計算機とも言えるそろ
ばん。最近では指先と頭を同時に使うこ
とによる、右脳活性化の効果も注目され
ています。昔、一度は手にしたことがあ
る、習っていた、といった方はもちろん、
ちょっとした頭の体操目的に使ってみた

年金や税金がこの先どうなっていくの
か。今後の制度改革の方向性も気になる
ところです。将来に備えたプランを少し
早めに考えてみませんか。

“退職はまだまだ先”という方にもオス
スメしたい講座です。

昔読んだ小説。タイトルだけ知ってい
る小説。名作文学の数々を読んでいくこ
の講座。明治から始まり、今回の昭和後
編で一区切り。毎回一作家、一作品を取
り上げます。最終回は
ゆかりの地を歩きます。

フワフワの羊毛を専用針でサクサク刺
していくと、不思議、かわいいマスコッ
トの出来上がり！楽しく作品を作りなが
ら基礎技術をしっかり学べます。

羊毛フェルト作品
で大人気の講師が直
接指導するので難し
い部分もきれいにか
わいらしく作ること
ができます。

歌舞伎の看板や番付を華麗に演出する
江戸文字「勘亭流」。江戸時代より続く伝
統美を学んでみませんか。

い、という方も硬
くなりかけたアタ
マを柔らかくしま
しょう（5級程度が
目標です）。

東京都心にも超低山と呼ばれる標高の
低い山が数多く点在します。講師の解説
のもと、周辺散策を通して登山します。

赤ちゃんを抱っこしたまま親子一緒に
リズムにのってリフレッシュ。ママ同士
が交流できる時間も設けます。

野に咲く草花や木々の名前を知りたい、
と思いませんか？ご好評をいただいた春・
夏編に続く、楽しい植物同定入門講座です。

芸名をつけることから始め、なぞかけや
小噺（こばなし）などを楽しみながら学び
ます。最終日には、高座にあがり発表を行
います（小学生～高校生が対象です）。

各地域の家庭料理で温かなおもてなしを。
テレビでも活躍中の絵地図師・美江さ

んと歩くお散歩講座。前期に引き続きま
ち歩きの達人といっしょに東京のまちを
散歩します。最終回の浅草では、老舗レ
ストランでの昼食も予定しています。
※外出に伴う入場料及び交通費・昼食代は、各自負担。
※ 講師著書をテキストとして使用。お持ちでない方は割引価格
（1,600円）でご購入いただけます。

日本の伝統芸能である民謡。
日本各地で歌い継がれてきた民
謡を楽しみながら学びます。

最終日は、おさらい会として
教室内で発表会を実施します。

カラダの気（元の気）の流れを整えて
経穴のつまりを改善し、元気なカラダを
手に入れるセルフケアをレッスン形式に
アレンジしたプログラムです。無理のな
いレッスンですので年齢に関係なく健康
法が学べます。
※全ての方に効果が現れるわけではありません。
※ヨガマットまたは大きめのバスタオルを持参。

東京・庭と屋敷拝見

小惑星探査機「はやぶさ」
～宇宙の謎に挑む！～

百万都市江戸のくらし

C
歌 い ま し ょ う

antiamo！イタリア歌曲
（グループLESSON）

アンチエイジング
～自分らしく輝くために～

安心！わが家のつくりおきレシピ

おとなのそろばん教室 リタイアメントプランニング
～今から考える退職後の生活設計～

壮
お と な

年が読み、歩く名作文学
～昭和後編～

羊毛フェルトのかわいい
マスコット

江戸文字教室～勘亭流～

お江戸超低山さんぽ

赤ちゃんダンスdeゆ～らゆら♪
～ベビーダンス～

日本酒に合う簡単料理野の草木　日だまり編

ジュニア落語倶楽部

ヨーロッパのおいしい食卓
～北欧のクリスマス～

美江さんと東京下町散歩
～秋・冬編～

民謡教室

女性のための健康法
～陰陽ストレッチで健康生活～

旧岩崎邸

講師：山本ひで子

小惑星探査機「はやぶさ」
イラスト：池下章裕

講師作品　七福神

早朝深夜訪問記 江戸川乱歩 講師作品

講師：齋藤和美 メイクアップカラー＆ドレープ

講師：倉千鶴

レッスン風景

亀戸浅間神社の富士塚

講師：三遊亭栄楽
昨年度成果発表会より

ローストポーク（イメージ）

草や木の名前を
調べてみませんか

講師：Mana

カナッペおこげ

22年度「谷中」
驚きに満ちた発見が
いっぱいの町歩き

11/25 蘆花と子規、庭と意味 東京農業大学准教授　服部勉

12/3 ※見学）蘆花恒春園ほか
 東京農業大学准教授　服部勉

12/9 名所の今昔、飛鳥山と渋沢栄一
 東京農業大学准教授　服部勉

12/17 ※見学）飛鳥山、青淵文庫、晩香廬など 東京農業大学助教　粟野隆

1/13 華麗なる三菱財閥・岩崎家の邸宅と庭園
 東京農業大学助教　粟野隆

1/14 ※見学）旧岩崎邸ほか
 東京農業大学准教授　服部勉

※見学は土曜日の午後に行います。

10/29 退職後の収入と生活費はこう改善する
11/12 年金制度の仕組み
11/26 生命保険と医療保険はこんなに見直せる
12/10 資産運用で失敗しないために
1/14 老後資金をこうして確保する
1/28 贈与と相続の節税対策を活用しよう

11/17 太宰治『新ハムレット』
12/15 谷崎潤一郎『細雪』
1/19 三島由紀夫『禁色』
2/16 江戸川乱歩『堀越捜査一課長殿』
3/15 【文学散歩】馬込文士村

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数
（定員）

受講料
教材費

東京・庭と屋敷拝見
 東京農業大学准教授　服部勉ほか

金･土
6

19:00～20:30
11/25～1/14

20
＊

8,800円
1,000円

C
歌 い ま し ょ う

antiamo！イタリア歌曲（グループLESSON）
 二期会会員　山本ひで子

土
12

18:00～19:30
11/5～3/24 22 14,500円

500円

おとなのそろばん教室
 そろばん教室主宰　徳丸小知子

金
10

19:00～20:30
11/4～3/23

15
＊

6,300円
500円

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

水
10

19:00～20:30
11/2～3/21

5
（20）
＊

17,000円
6,500円

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数
（定員）

受講料
教材費

リタイアメントプランニング
～今から考える退職後の生活設計～
 ライフカウンセラー　紀平正幸

土
6

10:30～12:00
10/29～1/28

17
＊

9,700円
100円

壮
お と な

年が読み、歩く名作文学～昭和後編～
 東海大学准教授　堀啓子

木
5

14:00～16:00
11/17～3/15

20
＊

5,000円
300円

羊毛フェルトのかわいいマスコット
 羊毛フェルト作家・講師　大古ようこ

金
10

10:00～12:00
10/28～3/9 20 13,900円

6,000円

●豊洲文化センター講座一覧

11/10 私たちはなぜ宇宙を目指すのか？

12/8 月・そして惑星の探査

1/12 世界初の快挙！「はやぶさ」の軌跡と奇跡！

1/22
JAXA（宇宙航空研究開発機構）
筑波宇宙センター施設見学
（現地集合・解散。交通費は実費負担）

11/24

ファッションにも、メイクにも生かせる
カラー診断＆骨格診断を基に
『5歳若返るパーソナルカラーファッション
コーディネート術』

12/22
お顔の若返り『顔ツボ』ケイラクスキンケア
『気になる目元のクマや、お顔を老けさせる
ほうれい線、自宅でできる顔ツボ手法』

1/26

加齢による、嫌な『むくみ』や『たるみ』を
解消する
『お顔をリフトアップ！ファンデーションの
塗り方＆メイクの決め手眉メイク』

2/23
お顔に輝きを放つ『色』活用法
『もっとキレイにメイクアップ！
カラーテクニック』

3/22

アンチエイジングの決め手
インナービューティ
『老化・糖化・酸化をさせないキレイレシピ
＆簡単インナーマッスル』

10/16 【講義】都心の超低山について【散策】亀戸浅間神社の富士塚

11/13 【散策】道灌山（荒川区西日暮里）

12/11 【散策】三笠山（千代田区日比谷公園）

1/8 【散策】野毛山
※野毛大塚古墳（世田谷区野毛）

2/12 【散策】枡形山（川崎市多摩区）

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数
（定員）

受講料
教材費

小惑星探査機「はやぶさ」
～宇宙の謎に挑む！～
　（財）日本宇宙フォーラム主任調査員　渡辺勝巳

木
４

19:00～20:30
11/10～1/22

20
＊

5,700円
300円

アンチエイジング～自分らしく輝くために～
　フィニッシングスクール美プロデュース
 　倉千鶴・齋藤和美

木
5

14:00～15:30
11/24～3/22 20 9,300円

500円

お江戸超低山さんぽ
 イラストレーター　中村みつを

日
5

13:30～15:00
10/16～2/12 25 5,500円

1,000円

赤ちゃんダンスdeゆ～らゆら♪
～ベビーダンス～
　日本ベビーダンス協会認定講師　宍戸道代

月
5

10:30～12:00
10/31～2/27

親子
17組

7,800円
100円

ジュニア落語倶楽部
 落語家　三遊亭栄楽

土
8

10:00～12:00
11/26～2/25

10
（20）
＊

6,000円
200円

民謡教室
 金沢流二代目宗家　金沢大成

水
15

13:00～15:00
10/26～3/7

10
（25）
＊

16,000円
100円

初心者のためのフランス語会話
～トラベル編～
　アテネ・フランセ派遣講師　ジュリアン・ビエルカ

金
15

19:00～20:30
11/4～3/2

若干名
（20）

19,000円
2,800円

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

土
12

14:30～16:00
10/15～3/17

若干名
（20）

17,000円
1,500円

日本画教室
 日本美術院院友　佐藤孝

金
15

18:30～20:30
10/28～3/2

若干名
（25）

16,000円
1,500円

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数
（定員）

受講料
教材費

東大島女声コーラス・午前
 日本オペラ協会会員　福山恵

土
15

10:00～12:00
10/8～2/26
最終回のみ（日）

10
（25）
＊

13,500円
500円

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
10/7～2/26
最終回のみ（日）

10
（25）
＊

13,500円
500円

実践カラオケ教室
 作曲家　田中健一郎

金
8

14:30～16:30
11/4～3/2

10
（60）
＊

10,000円
300円

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

土
10

17:45～19:15
10/22～3/10

5
（20）

10,000円
1,000円

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

土
10

19:30～21:00
10/22～3/10

10
（20）

10,000円
1,000円

粋な、ちりめん細工入門
～私だけの吊るし飾りをつくろう～
　日本玩具博物館講師、江戸の針主宰　三好裕子

土
5

13:00～16:30
11/19～3/17

若干名
（16）

7,500円
7,500円

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

火
17

18:30～20:30
11/15～3/20

5
（25）
＊

24,500円
300円

※「ベビーダンス」こどもの対象は、首がすわった乳児～１歳半までです。
※「初心者のためのフランス語会話」は、クラス見学が必要です（要申込）。
※「囲碁教室・実践編」対象は棋力５級以上です。

●東大島文化センター講座一覧

10/27 ラタトゥイユ（野菜の煮込み）ほか2品

11/10 魚の南蛮漬け　ほか2品

11/24 鶏の味噌漬け　ほか2品

12/8 ローストポーク　ほか2品

1/12 おでん　ほか2品

1/26 五目豆　ほか2品

10/11 大江戸とお江戸―庶民の暦と年中行事、武家屋敷と町人の町

11/8 百万都市の消費と流通
―下り物と地廻り、問屋商人と棒手振

12/13 武士は食わねど―米遣いと銭遣い、借金帳消し命令、高利貸しの群

1/10 町人の暮らしぶり
―江戸っ子の誕生、長屋の花見と大家さん

2/14 江戸の味と華美な文化
―水道自慢、江戸前とはどこ？、歌舞伎・浮世絵

2/28 大江戸事件簿
―敵討は江戸で、ねずみ小僧、時代考証のうら・おもて

●総合区民センター講座一覧

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数
（定員）

受講料
教材費

百万都市江戸のくらし
 立正大学名誉教授　北原進

火
６

18:30～20:00
10/11～2/28 25 6,900円

1,000円

野の草木　日だまり編
 植物調査事務所「小さな葉」代表　林佳貴

火
5

10:00～11:30
10/11～12/6 20 7,000円

100円

美江さんと東京下町散歩～秋・冬編～
 絵地図紙・散歩屋　高橋美江

水
６

10:00～12:00
10/12～3/14

20
＊

9,400円
1,000円

日本酒に合う簡単料理
　フードコーディネーター　柳元里香・小栗れいこ

土
８

13:30～15:30
10/22～3/10 30

9,300円
8,000円

安心!わが家のつくりおきレシピ
 元女子栄養大学生涯学習講師　小山朝子

木
６

10:00～12:00
10/27～１/26 30 7,200円

5,400円

ヨーロッパのおいしい食卓～北欧のクリスマス～
　Berry＝Berry代表
 フードコーディネーター　高野美子

金
８

18:30～20:30
10/21～3/2 30 9,800円

9,600円

女性のための健康法～陰陽ストレッチで健康生活～
　プログラムディレクター
 「beauty totalセラピスト」　Mana

火
８

10:00～11:30
11/15～3/6 30 9,000円

なし

健康のヨガ
　（株）フクシ･エンタープライズ派遣講師　渡辺美保

金
１７

18:30～20:00
10/7～3/2

10
（30）
＊

8,000円
1,700円

※「健康のヨガ」は、各自ヨガマットをご持参ください。

10/11 秋の植物について

10/25 近所で見つけた分かりにくい植物

11/8※
【野外講義】　
晩秋･冬の植物　
（木場公園）

11/22 地域の特性と植生

12/6 植物同定とは
（まとめ）

10/22 鮭の包み焼き　ほか 【日本酒のイメージ】
香り高いタイプ11/5 蓮根のはさみ焼き　ほか

11/26 白身魚と卵黄の味噌漬け　ほか 軽快、滑らか
タイプ

12/3 年末年始の
おもてなしおつまみ　ほか

1/14 カナッペおこげ　ほか
熟成タイプ

1/28 スペアリブの黒酢煮　ほか

2/25 マグロのタルタル　ほか コクのある
タイプ3/10 松風焼　ほか

※この講座は、20歳未満の方はご受講いただけません。 
※メニューは変更する場合がございます。 

10/21 イタリア 包みピザ カルツォーネ＆イタリアンデザート

11/4 ロシア ビーフストロガノフ＆ロシア風ポテトサラダ

11/25 スウェーデン ２種のオープンサンド＆スウェーデン風ミートボール

12/2 フィンランド サーモンのオーブン焼き＆クリスマスのお菓子　ほか

1/20 ドイツ ドイツ風カツレツ＆ザワークラウト

1/27 フランス シンプルでおいしい ポトフ＆ムース･オ・ショコラ

2/17 デンマーク チーズピラフ＆デンマークチーズケーキ

3/2 フランス 基本を覚える キッシュ＆タルト

10/12 絵地図の楽しみ方(講義)

11/9 本郷散歩

12/14 御茶ノ水散歩

1/11 根岸散歩

2/8 谷中散歩

3/14 浅草散歩

※1/22のみ日曜日

※ 11/8の野外講義は13:00～15:30の予定。
　 現地集合・解散、交通費は各自負担。雨天の場合は教室で実施。
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亀戸の単語帳
「かめたん（改訂版）」500円 
　亀戸の「楽しい・気持ちいい・
びっくり」スポットを143か所紹介。
　小さな旅のお供にお持ちいただ
くと、きっと楽しい発見があるはず
です。

好評発売中!!

江東区内各文化センター窓口で販売しています。
お問い合わせ　亀戸文化センター☎5626-2121

★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

〒 135-0016　江東区東陽4-11-3
☎ 3644-8111　FAX3646-8369 江東区文化センター ［交通案内］東京メトロ東西線東陽町駅から徒歩5分 地図 7

〒136-0073　江東区北砂5-1-7
☎ 3640-1751　FAX5606-5930 砂町文化センター ［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 地図 8

食に関する資格として注目の野菜ソム
リエ（日本野菜ソムリエ協会認定）が旬の
野菜や果物の品種の違い・選び方や保存
方法などを紹介します。また、最終講義
では江戸東京野菜の亀戸大根の生産農家
を訪ねます。日頃食
べている野菜や果物
をもっとおいしく、
かしこく食べるコツ
を学びましょう。

日本の通史シリーズは、いよいよ江戸
時代中期に入ります。今回は、日記や絵
画などの資料から、江戸の風俗や人間像
に迫ります。

江東区との関わりも、一部解説します。

英文法は英語の基本ルール。基礎から
応用まで網羅します。「公式
問題集で学ぶTOEIC®TEST 
講座」とのセット受講をお勧
めします。
＜使用テキスト＞
新・英文法頻出問題演習
［PARTⅠ文法編］駿台文庫

TOEIC®TEST公式テキストを使い、
自己ベストのスコアを
出すこと、継続できる
学習方法を体得するこ
とを目指します。
＜使用テキスト＞
「TOEIC®テスト
新公式問題集Vol.2」
（TOEIC運営委員会発行）

基礎から一歩進んで、中国語のピンイ
ンを読むことができる方が対象です。テ
キストの音読を中心に、発音や言葉の意
味を学びながら表現力を身につけます。
語学力をブラッシュアップしませんか。

＜使用テキスト＞ 
「走向中国」（北京大学出版社刊）

挨拶や日常生活の決まり文句を話すこ
とができ、ハングル文字の読み書きがで
きる方が対象です。韓国旅行に行った際
の基本的なコミュニケーション「依頼・
許可」表現ができるようになることを目
標とします。

＜使用テキスト＞ 
「イージーコリアン1」（国書刊行会刊）

人と「詩」はどのように出会うのでしょ
うか。学校の教科書で、テレビのCMで、
生活のさまざまな場面でふと耳にしてい
ることがありませんか。

短いフレーズの中には、「愛」や「哀し
み」、「生きる力」が強くこめられていま
す。今もなお輝きを失わず、私たちの心
を豊かにしてくれる詩作品を、講師の解
説とともに鑑賞します。
＜使用テキスト＞ 
「現代日本女性詩人85」（新書館）

区民の生活を多方面から支える区役所
の仕事。本講座では、「防災」「環境」にス
ポットをあて、区の取り組みなどについ
て担当部署の方から直接お話しをしてい
ただきます。

江東区と密接なつながりを持つ、100
周年を迎えた東京の都営交通。城東電車
からはじまる、江東区とその周辺のなつ
かしの都電や、都バスの魅力に迫ります。
最終回は都バス車輌を見て、都電の貸切
を予定しています。

はちみつの魅力、そ
してはちみつと切って
も切れない食材「パン」
のお話と、はちみつテ
イスティング＋パンと
のマリアージュを楽し
める講座です。

また、ミツロウキャ
ンドルを作って楽しみ
ながらみつばちの生態
などについてのお話し
もあります。

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。講座開始日
に生後 2ヶ月から1歳
までの赤ちゃんと母
親。男性の参加はでき
ません。

なぜこんな絵を描くの？なぜこんな物
を作るの？こどもの作品は不思議で面白
いものだらけです。本講座では、親子で
スカイツリーを作ったり、巨大な紙にお
絵描き、新聞紙を使った遊びなど様々な
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。

中国で始った喫茶の
習慣。今や、世界中で
アフタヌーンティーと
して親しまれるように
なりました。喫茶様式
に特徴のある国に焦点
をあて、茶文化を学び
ます。

作句の基本、季語やかなづかいなど、
基礎から学びます。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。

※句会会場の都合により、最終回の日
程が変更することがあります。ご了承く
ださい。

リストといえば超絶
技巧を駆使したピアノ
作品を思い起こします
が、他にも交響曲や交
響詩などの優れた管弦
楽作品や数多くの宗教
作品を残しています。
本講座では、リストの
生涯の各時期における
代表的な作品をていね
いに紹介します。

はじめてパソコンに触れる方や、以前
からパソコンを使っているけれど、もう
一度基礎からしっかり覚えたい方向けの
講座です。マイクロソフトワードを使い、
基礎から学びます。ワード2010で解説を
行いますが、2007版の方も受講できます。

魅力ある、力強い声の基礎作りのためのヴォイス
トレーニングでストレスも解消！涙そうそう、桃色
吐息などをカラオケ演奏だけではなく生ギターでも
きめ細かくレッスンします。歌うことが好きだけど
上手く声が出せない、そんな方にピッタリです。

リズムに合わせ、ステップやターンの練
習を重ね、ジャズダンスの基本を学びます。

野菜ソムリエと旬を楽しむ
～見て・触って！もっとおいしく食べるコツ～

日本通史Ⅴ
~江戸時代中期・後期～

英文法を学ぶ
～正確な英語を身につけるために～

公式問題集で学ぶ
TOEIC®TEST講座

話そう使おう中国語

話そう使おうハングル

現代詩を愉しむ
～絆・女・私～

江東区を知ろう！
～防災・環境編～

なつかしの都電・都バスと
江東区

おいしく、楽しく、見つけよう！
はちみつの魅力

ベビーマッサージ
～ママと赤ちゃんのふれあいタイム～

こどもとアート
～親子で描くこころのイメージ～

世界のアフタヌーンティーと
焼き菓子

俳句実作講座
～リズムよく感動を詠むために～

リストの生涯と作品
～生誕200年を記念して～

繰り返し覚えるシニアのための
マイクロソフトワード

ヴォイストレーニング＆
J-POPの名曲を歌おう！ ジュニア・ジャズダンス・ミックス

かしこく食べて美しく！（イメージ）

＜講師プロフィール＞出口宏幸
江東区文化財専門員。東京国際大学非常勤講師。
専門は、日本近世史（漁業史）。
著書に、深川猟師町に関する論文『江東区文化財
研究紀要』1号など。

新東京丸©東京都港湾局 新江東清掃工場

講師：カタヤマ ケイジ

【まずは体験レッスン！】
現受講生と一緒にレッスンをします。
日時： 9月27日（火）、10月11日（火）16:30~17:30 

※どちらか1日をお選びください。
対象：5歳～中学3年生 各回20名　費用：無料　申込：電話・窓口で（先着順）

前回の発表会より

昭和初期の東京市電をイメージした都電のレトロ車両

新鋭のノンステップバス

3種のパンとコムハニー

講師：小池浩代

イメージ

スカイツリーを
作ってみよう！

新聞紙で
何をやろうかな？

砂町文化センター内「石田波郷記念館」

講師：西原稔

10/19 元禄文化の背景と特色　～町人の時代へ～
10/26 八代将軍吉宗の登場
11/16 田沼意次と商品経済の展開
12/7 寛政の改革　～松平定信を中心に～
1/11 化政文化の開花　～庶民文化の曙～
1/25 天保文化という時代
2/8 幕藩体制の崩壊
2/22 新しい社会の幕開け

11/8 野菜・果物、キホンのキ
～もっとおいしい選び方～・食べ比べ

11/22 「美と健康」につながる野菜・果物～かしこく食べるコツ～・食べ比べ

11/29 江戸東京野菜の歴史・畑の野菜からわかること

12/6

（外出講義）江戸東京野菜の亀戸大根の生産農家を訪ねる
※天候や生育状況によっては変更の場合もあります。
◆オプションとして、当日見学をした農家が出荷
した亀戸大根の料理を「亀戸 升本 本店」で召しあ
がっていただきます。（料金別途実費・希望者のみ）

10/19 江東区役所の仕事
10/26 江東区の防災について／「防災センター」見学
11/4 「東京臨海広域防災公園（そなエリア東京）」見学
11/9 江東区の温暖化対策
11/16 「えこっくる江東」見学
11/30 江東区の清掃・ゴミ対策
12/7 視察船「新東京丸」乗船（無料）、東京港見学
12/14 「新江東清掃工場」見学
12/21 江東区の現状と課題
※外出の交通費等は各自負担となります。
※11/4のみ金曜日

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数
（定員）

受講料
教材費

野菜ソムリエと旬を楽しむ
～見て・触って！もっとおいしく食べるコツ～
　日本野菜ソムリエ協会公式ライター　霜村春菜

火
4

14:00～16:00
12/6のみ

10:00～12:00
11/8～12/6

20 6,000円
3,000円

日本通史Ⅴ　～江戸時代中期・後期～
 江東区文化財専門員　出口宏幸

水
8

13:30～15:30
10/19～2/22

30
＊

5,000円
500円

現代詩を愉しむ　～絆・女・私～
 詩人　高橋順子

日
3

14:00～15:30
10/30～12/18

36
＊

3,000円
1,800円

英文法を学ぶ～正確な英語を身につけるために～
　ジョンソン･エンド・ジョンソン日本法人グループ
 購売部購売部長　岡田信彦

土
10

9:15～10:45
10/8～12/10

50
＊

5,000円
1,200円

公式問題集で学ぶTOEIC®TEST講座
　ジョンソン･エンド・ジョンソン日本法人グループ
 購売部購売部長　岡田信彦

土
10

11:00～12:30
10/8～12/10

50
＊

5,000円
3,000円

江東区を知ろう！　～防災・環境編～
 江東区役所職員ほか

水
9

14:00～15:30
11/4のみ

10:30～12:00
10/19～12/21

25
＊

2,000円
300円

ヴォイストレーニング＆J-POPの名曲を歌おう！
　日本橋三越カルチャーサロン・東京工学院
 専門学校講師　カタヤマケイジ

木
8

19:15～20:45
10/27～2/23 30 10,100円

200円

話そう使おう中国語
　大学書林国際語学アカデミー派遣講師　張小兵

金
10

14:00～16:00
11/4～2/10

10
（20）

19,000円
2,500円

話そう使おうハングル
　大学書林国際語学アカデミー派遣講師　李榮

火
10

14:00～16:00
11/1～2/14

10
（20）

19,000円
3,000円

ジュニア・ジャズダンス・ミックス
　ウメダヒサコジャズダンスミックス
 ファクトリー代表　ウメダヒサコほか

火
17

16:30～17:30
10/11～3/13

10
（30）

17,000円
なし

短歌のたのしみ
～現代短歌の鑑賞と実作～
 「短歌人」編集委員　藤原龍一郎

水
8

19:15～20:45
10/26～2/8

若干名
（20）

10,000円
500円

芸術鑑賞講座「文楽」
 国立劇場文楽出演者ほか

日
2

12:40～14:00
（12/4）
9:40～11:00
（2/12）
12/4、2/12

10
（50）

2,000円
11,000円

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数
（定員）

受講料
教材費

芸術鑑賞講座「歌舞伎」
 演劇評論家　藤田洋

月
3

14:00～16:00
10/17、12/19、

2/20

若干名
（40）

3,500円
31,100円

キッズ英会話
小学1・2年生／3・4年生コース
 英会話イーオン派遣講師　白水千絵

木
16

16:30～17:30
（1･2年生）
17:40～18:40
（3･4年生）
10/20～3/8

若干名
（20）

20,000円
4,650円

中国語会話中級
　大学書林国際語学アカデミー派遣講師　黄静

火
14

19:00～21:00
11/1～3/13

5
（20）

19,000円
3,400円

ハングル初級
　大学書林国際語学アカデミー派遣講師　李榮

火
14

19:00～21:00
11/1～3/13

若干名
（20）

19,000円
2,500円

ハングル中級
　大学書林国際語学アカデミー派遣講師　崔泰根

金
14

19:00～21:00
11/4～3/9

13
（20）

19,000円
2,500円

書道漢字教室・夜間
 日展会員・毎日書道会理事　田岡正堂

木
17

18:30～20:00
10/27～3/15

若干名
（25）

17,000円
300円

橘右近 寄席文字教室
 橘流寄席文字　橘右女次

木
17

18:30～20:00
10/27～3/15

5
（25）

20,000円
1,600円

こども能楽囃子教室～笛・大鼓（おおつづみ）～
 森田流 笛方　寺井宏明
 大倉流 大鼓方　大倉栄太郎

月
10

17:30～19:30
（大鼓）

18:00～20:00
（笛）

10/3～3/19

若干名
（20）

11,000円
なし

バレエエクササイズ
　石井清子バレエ研究所教師　吉田結子ほか

火
15

14:00～15:30
11/1～3/13

5
（30）

13,000円
なし

ジャズダンス・夜間
　ヨシエダンススタジオカンパニー主宰　茂呂由枝

火
20

19:00～20:30
10/11～3/13

10
（40）

16,500円
なし

※「文楽」「歌舞伎」講座は教材費にチケット代が含まれます。
※「ジュニア･ジャズダンス･ミックス」は5歳から受講できます。
※「こども能楽囃子教室」は小学生から受講できます。稽古時間は60分です。

江東区文化センターは、改修工事のため平成24年7月1日（日）～平成25年7月31日（水）まで
休館いたします。

●江東区文化センター講座一覧

●砂町文化センター講座一覧

10/29

でんしゃがいたまち
～江東区の都電を振り返る

城東電車を発祥とする江東区の
砂町・大島地区を走った都電の回顧

11/5 「乗りバス」のススメ～都営バス路線の発展と江東区

11/12

江東区のバス路線の歴史と魅力

バリアフリー、省エネルギーを誇る最新の都営
バス車輌をはじめ、バスの魅力を解説

11/26 現地講義～都電荒川線貸切乗車ほか

11/5 はちみつを知る～みつばちとはちみつのお話～

11/19 ミツロウを知る～イチゴのキャンドル作り～

12/3 パンを知る～旅して見た、味わったパンのお話～

12/17 はちみつソムリエ体験～パンと一緒に！はちみつテイスティング～

10/21
『ベビーマッサージってどんなもの？』
上手なマッサージ方法を身につけよう！
早速オイルを使いチャレンジ！

10/28 『足・脚・足裏リフレクソロジーマッサージ』反射区をマッサージして体の調子を整えよう！

11/4 『お腹・お胸・腕・手マッサージ』免疫力ＵＰ、深い呼吸を促し夜泣きの軽減！

11/18 『背中マッサージ』背中からおしりにかけて温めてマッサージする事で、内臓の働きもＵＰ！

11/25
『全身マッサージ通してＧＯ！』
全身のマッサージを通して行い、
心地よい疲労の中質の良い睡眠を誘います

10/29 美しい英国の器でロイヤルウエディングティー、
焼き菓子の数々

11/26 文明の十字路に、トルコのチャイ、伝統菓子“ロクム”とローズウォーター

12/24 インドのマサラチャイと作り方、クリスマスケーキ

1/28 上海カフェは、選り取り見取り、
マーラーカオ

2/18 貴婦人が楽しむ白磁のサロン・ド・テ、
メディチ家のお菓子

10/14 ヴィルトゥオーソ時代の若きリスト（1811～1847年）
10/28 ヴァイマール宮廷楽長時代（1848～1861年） その1
11/4 ヴァイマール宮廷楽長時代

（1848～1861年） その2
11/18 宗教人としてのリスト（1862～1886年）
※各回楽器生演奏付です。

10/15 ワードの基本操作・起動・終了

10/22 基本画面の見方を覚えよう

10/29 キーボードの配置とその役割を覚えよう !

11/5 文字入力の基本・編集

11/12 日本語入力の手順　基本的文書の作り方

11/19 作成文書の保存

11/26 ファイルとフォルダ

12/3 はがきの作成①　宛名面の作成（年賀状）

12/17 はがきの作成②　文面の作成（年賀状）

12/24 はがきの作成復習　まとめ

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数
（定員）

受講料
教材費

なつかしの都電・都バスと江東区
 鉄道史研究家　岩成政和ほか

土
4

14:00～15:30
10/29～11/26 20 4,000円

2,000円

おいしく、楽しく、見つけよう！はちみつの魅力
 food coordinator　ナガタユイほか

土
4

14:00～15:30
11/5～12/17 20 6,000円

4,000円

ベビーマッサージ
～ママと赤ちゃんのふれあいタイム～
　NPO法人RTA認定スクール「HAPPYベビマ」講師　小池浩代

金
5

10:30～11:30
10/21～11/25

親子
15組

5,200円
800円

世界のアフタヌーンティーと焼き菓子
　ティーコーディネーター、中医薬膳師　田中里榮子

土
5

14:00～15:30
10/29～2/18 20 8,000円

3,000円

こどもとアート
～親子で描くこころのイメージ～
 東京学芸大学准教授　石井壽郎

日
4

10:30～11:50
10/23～1/22

親子
10組

10,200円
600円

俳句実作講座～リズムよく感動を詠むために～
　「鶴」同人会会長・俳人協会監事　鈴木しげを

金
6

13:30～15:00
10/21～1/13 25 6,000円

300円

リストの生涯と作品
～生誕200年を記念して～
 桐朋学園大学音楽学部教授　西原稔

金
4

19:00～20:30
10/14～11/18

35
＊

6,000円
200円

繰り返し覚えるシニアのための
マイクロソフトワード
 PCインストラクター　謝花良次ほか

土
10

10:00～11:30
10/15～12/24 20 9,000円

1,500円

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数
（定員）

受講料
教材費

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

水
17

19:00～20:30
10/19～2/22

10
（50）

13,500円
なし

スケッチ教室
 サロン・ド・パリ会員　菅野たみお

木
17

18:30～20:30
10/20～3/15

10
（25）

17,500円
3,500円

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

金
10

19:00～20:00
11/4～3/16

若干名
（20）

14,000円
なし

ステンドグラス
　日本ステンドグラス
 普及協会会員　小林照子

金
8

19:00～21:00
10/7～2/24

若干名
（20）

11,000円
7,000円

はじめてのてがみ絵教室
 手紙絵講師　石渡依子

月
8

10:00～11:30
10/24～3/12

若干名
（20）

7,000円
500円

※「こどもとアート」こどもの対象は、平成23年10月23日時点で満4歳以上小学2年生までです。こど
も2名以上は1名につき追加料金（受講料5,100円、教材費300円）がかかります。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。

※「繰り返し覚えるシニアのためのマイクロソフトワード」は、毎回ご自分のパソコン（windows7 
またはVista）を持参して頂きます。ワードは2010または2007が対象です。
※「スケッチ教室」、「ステンドグラス」は別途道具代が必要です。
※「バレトンで内面から美しいからだづくり」は女性限定です。

10/30

テーマ：絆
人びとや動物や植物に寄り添って、
その喜びや痛みを身に引き受ける詩人たち
 金子みすヾ、吉原幸子、新川和江　

11/20
テーマ：女
女性性と恋愛をうたう詩人たち
 永瀬清子、滝口雅子、小川アンナ

12/18

テーマ：私
私とは何かを考え、
倚りかからずに生きる詩人たち
 中野鈴子、石垣りん、茨木のり子※外出の交通費等は各自負担となります。


