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英会話講座
江東区文化センター・森下文化センター・古石場文化センター
豊洲文化センター・亀戸文化センター・東大島文化センター
砂町文化センター・総合区民センター・男女共同参画推進センター
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春の講座特集ページ
申込期間　3月10日（火）～24日（火）

申込方法は、本紙下段をご覧ください

春の講座ご案内

●財団法人江東区地域振興会では、多種多様な講座を区内
　９つの施設で開講いたします。

●４月１日から総合区民センターがリニューアルオープン !
　新規講座が始まります。

●「いつでも、だれでも、どこでも」を合言葉に、より多く
　の区民の方が学習しやすい環境をつくっています。

●あなたにぴったりの講座がきっと見つかるはずです。
　何か新しいこと、はじめてみませんか？

定員を超えた場合は、抽選で受講者を
決定いたします。

受講決定者

手続き書類を郵送します。
4月2日（木）～9日（木）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。

落選者

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通知します。

受講者の決定

総合区民
センター

英会話講座のご案内 英会話講座は1年コースです。
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。

■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、きめ細やかな
指導。
● 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
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下さい】
　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お受けいただき
ます（事前予約制・無料・別表参照）。
　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
などを行ないます。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
を別表の①～⑳から選び、下記の申込み
方法をご確認の上、お申し込みください。
※ 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
お申し込みできるようになりました。

お申し込み  平成21年3月10日（火）～24日（火）必着

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

●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。
●受講料には、施設利用料・消費税が含まれて
います。入学金はありません。
●受講料・教材費は半期分です。
●教材費以外に別途道具代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。
● 協力 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、
地域振興会が事務的な面でサポートしながら
実施するものです。
●講座一覧表の網かけは新規講座です。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。
●指定のない講座は高校生以上を対象とさせて
いただきます。
●お申し込みの際にうかがった個人情報は、お
申し込みの事業にのみ利用し、それ以外の目
的に利用いたしません。

【主催・相談窓口】
財団法人江東区地域振興会（理事長 石橋 久史）
〒135-0016東京都江東区東陽4-11-3

【有効期限】平成21年4月30日

講座実施施設のご案内

その他

1  江東区文化センター
江東区東陽4-11-3 ☎3644-8111 FAX3646-8369

2  森下文化センター
江東区森下3-12-17 ☎5600-8666 FAX5600-8677

3  古石場文化センター
江東区古石場2-13-2 ☎5620-0224 FAX5620-0258

4  豊洲文化センター
江東区豊洲2-2-18 ☎3536-5061 FAX5560-0505

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

6  東大島文化センター
江東区大島8-33-9 ☎3681-6331 FAX3636-5825

7  砂町文化センター
江東区北砂5-1-7 ☎3640-1751 FAX5606-5930

8  総合区民センター
江東区大島4-5-1 ☎3637-2263 FAX3683-0507

9  男女共同参画推進センター
江東区扇橋3-22-2 ☎5683-0341 FAX5683-0340

【開館時間】9:00～ 22:00
※男女共同参画推進センターのみ受付時間は9:00～ 17:00

【休 館 日】 1・4・5・9は第2･4月曜日
2・3・6・7は第1･3月曜日

8総合区民センターは改修工事のため臨時電話（3637-2263）・FAX・はがき・
インターネットのみの受付です。電話受付は土日・祝を除く9：00～17：00

先着順ではありません。申込期間に定員
に達しない講座は期間後も受け付けます。

★内容：リスニング・文法各30分

日　程 時　間 会　場

4/2（木）①10：00～ ②18：45～ 砂町文化センター

4/3（金）③10：00～ ④18：45～ 森下文化センター

4/4（土）⑤10：00～ ⑥18：00～ 古石場文化センター

4/5（日）⑦10：00～ ⑧14：00～ 江東区文化センター

4/6（月）⑨10：00～ ⑩18：45～ 豊洲文化センター

4/7（火）⑪10：00～ ⑫18：45～ 東大島文化センター

★内容：簡単な筆記とリスニング

日程 10：30～ 19：00～

4/2（木） ⑬東大島文化センター ⑭砂町文化センター

4/3（金） ⑮砂町文化センター ⑯古石場文化センター

4/7（火） ⑰森下文化センター ⑱東大島文化センター

4/8（水） ⑲古石場文化センター ⑳森下文化センター

クラス名 講　師 内　容 授業時間 受講料 教材費 半期回数 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 12,000円 3,200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 18,000円 3,300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）

90分 18,000円 3,300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
に生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～準1級程度・TOEIC 520-730）

90分 20,000円 3,300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。
（英検準1～1級程度・TOEIC 730-820）

90分 20,000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 東大島・午前①

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
森　下・夜間⑦
古石場・夜間⑤
砂　町・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 東大島・夜間⑤
亀　戸・夜間④ 豊　洲・夜間⑤ 東陽町・午後②

※東陽町……江東区文化センター　全クラスとも5月7日（木）より順次スタートします。
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講座を
探す

お申し込み方法 FAX・はがき記入例

電 話

F A X

はがき

インターネット

窓 口
各センターに

申込用紙があります。

一般講座
①実施するセンター名
②講座名
③氏名・フリガナ
④生まれ年　※小学生以下は生年月日
⑤性別
⑥郵便番号・住所
⑦電話番号
⑧FAX番号
男女共同参画推進センター講座で保
育希望の方は、こどもの氏名・性別・
生年月日を記入。

英会話講座
①出席希望のガイダンスNo.
②氏名・フリガナ
③生まれ年
④性別
⑤郵便番号・住所
⑥電話番号
⑦FAX番号

http://www.kcf.or.jp
※申し込み期間終了後は開催館に直接お問い合わせください。

FAX・はがき
は実施するセ
ンター宛にお
願いします。

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

森下文化センター

ハワイアン
ジュエリーを作ろう

砂町文化センター

透明粘土
すけるくんで作る雑貨
～アクセサリーと小物～

豊洲文化センター

親
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芝
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総合区民センター

実用書道
～暮らしに生かせる書～

各文化センター

英会話講座

男女共同参画推進センター

ワーク・ライフ・バランス講座
ふたりの食卓

～体にうれしい健康ごはん～

亀戸文化センター

親子でお花と遊ぼう！
～お花屋さんが教える
簡単アレンジメント～

東大島文化センター 江東区文化センター
小
名
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古石場文化センター

原節子とその時代

B面

C面

B面

英語・物語・国際交流のラボ・パーティ
Performances

「ことば」を育てることは「こころ」を育むこと。
歌や物語をとおして英語にふれ、

人との出会いをとおしてことばを身につけていきます。

下記教室で無料体験実施中表現する力
を育みます

Friends&Dreams
育つ力
をひきだします

Songs&Stories
想像する力

を刺激しますTEL 0120-808-743（松崎）

南砂

大島

砂町

越中島

東大島

癒されながらスキルアップ

JAA認定加盟校　アロマショップ桜
東陽５－２６－７向田ビル　東陽町駅徒歩3分　深川高校西隣

☎3615-6884　080-5384-3511
aromashop-sakura@ezweb.ne.jp
http://aromashop.sakura.ne.jp

JAAアロマコーディネーター
ライセンスコース アロマ体験レッスン受付中

（¥2,100）
15回（30時間）
受 講 料…￥157,500
テキスト代…￥31,500
入 学 金…¥10,000（3月末まで50%0FF）

スクール案内無料送付いたします
お気軽にお問合せ下さい

生徒
募集

聖山会水墨画教室
水墨画を基礎から学び、自然の美しさ等を習得し楽しく作品を制作します。

初心者には筆遣い、墨のつけ方等やさしく指導します。

第1・3　火曜日　14:00～16:00　見学可
入会金　5,000円　会費20,000円（半期10回）

柳瀬 ☎ 3641-9344
● 場所　江東区文化センター（東陽町）

指導：全日本水墨画会会長　塩澤玉聖

連絡先

第1・3　木曜日　14:00～16:00　見学可
入会金　5,000円　会費18,000円（半期9回）

宮原 ☎ 3682-0182
● 場所　東大島文化センター

連絡先
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お手頃な価格で仕上げます。

●パンツ裾上げ（三つ折ステッチ） 600円～
●ファスナー交換（パンツ・スカート） 1,500円～
●スカート丈つめ（うらなし） 1,200円～

（リ・フォーム）服のお直し

リ・ユース（リサイクル）
販売＆委託

洋服全般

ZIG ZAGクラブ
ジグ　　　ザグ

委託品の条件がございますので一度ご来店下さい

新品・未使用品等／婦人服・婦人小物／
くつ・バック・アクセサリー／化粧品・サプリ
メント／家庭雑貨／タオル・食器類

バッグ・財布・毛皮類も
格安で修理・リメイク致します。

10％～65％
リフォーム市場の平均 OFF！！

10％～65％
OFF！！

約約

門前仲町交差点
地下鉄出入り口

UFJ銀行

清
澄
通
り
↓
両
国

くすり福太郎
永代通り →日本橋

交番

靴や

松屋

門前仲町地下鉄
改札出て、3番出口　徒歩1分

ZIG ZAG CLUB

年中無休（年末年始以外）平日 12時～夜7時／土・日・祝日 12時～夜6時
門前仲町1-6-8　Tel 03-3641-9922

たのしいカラオケ教室
ヴォイストレーニング教室

お気軽にお問合せください。

体験
レッスン
受付中!!

♪

 J ポップ・演歌・ポップス

☎
♪

江東区塩浜2丁目 5-25-301 ☎・FAX 03-3645-6813
メール　hiro･yamada@ymail.plala.or.jp

月2回／金または土曜日／午前10：30～12：30（曜日相談）
講習料 ￥2,500（材料費込）／入会金・月謝はありません！
5人制グループ（3人より）随時受付

ワイヤークラフト教室（自宅）
（日本ワイヤークラフト協会所属）
初めての方でも、ワイヤー、ペンチ1本あれば、
インテリア、生活雑貨まで楽しく作れ、
生活にゆとりが生まれます。作品展示しています。

❖  お申し込み・お問い合わせ  ❖

ご自身のために時間を使ってみませんか

江東区大島8-29-10
☎090-6168-1815
新宿線　東大島駅　
大島口より徒歩7分

サンサン施術院
ご自身や、家族の健康でお悩みの方や、プロになることを検討中の方
のために、プロの技術や知識を身に着けていただける一日教室を開催
いたします。ご自身でできる歪みとり体操など内容もりだくさん。
お気軽にお問合せください。

話題の骨盤調整
「カイロプラクティック」

お申し込み・お問い合わせ
中
川

新大橋通り新大橋通り

大島第五小大島第五小サンサン施術院

小名木川

中川大橋中川大橋

東大島

3月の無料体験（要予約）
月4回
教材費込（ 　 ）

3/14、28（土）

3,150
4,200

秋田・星雪館の「自家製きりたんぽ」とオーナーのとう
さん・かあさん

晴海線豊洲橋梁　昭和40年頃（江東古写真館）

飛び出す仕掛けがかわいい（サンプル作品）

講師著著 使用テキスト

講師作品

「麦秋」佃雅織画

講師著著

サルスマジョーレ温泉のポスター（イタリア）

講師作品

レッスン風景

講師：吉住和宏
講師作品

講師：松屋伊那子

受講生作品

5/10 鉄道趣味総論：鉄道模型、鉄道写真、ほか
5/24 貨物線の歴史①：過去～現在、現役時代と経路
6/14 貨物線の歴史②：現在～未来、これからの物流
6/21 貨物線の歴史③：外出（豊洲～亀戸、廃線跡巡り）
7/5 東武亀戸線の歴史①：異端と呼ばれた理由
7/12 東武亀戸線の歴史②：外出（両国～曳舟、乗り歩き）
9/6 都電とトロバス物語①：城東電車～都電の歴史
9/20 都電とトロバス物語②：都電・トロバスの思い出
9/27 都電とトロバス物語③：区内路線の史跡探訪
10/11 軽便鉄道と引き込み線の歴史と魅力

5/15 オリエンテーション　～温泉って何だろう？～
5/29 世界の温泉文化　～クレオパトラは温泉好き？～
6/12 温泉のメカニズム　～地球の記憶～
6/26 温泉と健康づくり　～人類の記憶～
7/10 まとめ　～ライフスタイルと温泉～
OP 7/25（土）日帰り温泉健康プログラム体験

※OP（オプション）の申込は講座開講後です

5/9 掛け時計
6/13 ペンスタンド
7/11 切り抜き額縁
8/8

お盆9/12
10/10

6/2 北から南から　農家民宿は魅力がいっぱい

6/16
星雪館でできること
・…秋田・西木の農家民宿10年の歩み
ゲスト　秋田県仙北市西木町「農家民宿　星雪館」
門脇富士美さん

7/5
（日）

かあさんと語ろう
～農家民宿の名物かあさんを囲んで
ゲスト　秋田県仙北市西木町「農家民宿　星雪館」
門脇昭子さん・宮城県栗原市「農家民宿　有賀の里　
たかまった」千葉静子さん

●江東区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

受講料
教材費

50代からのパワーアップ塾 　
行きつけの農家をつくろう グリーンツーリズム入門
 グリーンツーリズム研究家　石田磬ほか

火
3

18:30～20:00
6/2～7/5 50 1,600円

400円

集え！ 鉄道ファン２
～江東区の鉄道史と廃線跡巡り～
 赤門鉄路倶楽部代表理事　石本祐吉ほか

日
10

10:00～12:00
5/10～10/11 30 6,500円

500円

なぜなに温泉研究所
 ＮＰＯ法人健康と温泉フォーラム　合田純人

金
5

19:00～20:30
5/15～7/10 40 2,500円

300円

ＴＯＥＩＣ®ＴＥＳＴ受験対策講座
～スコアアップ６００点～
　ジョンソン･エンド・ジョンソン㈱
 人事総務本部ディレクター　岡田信彦

土
10

11:00～12：30
5/9～7/11 50 5,000円

3,000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㈱
 人事総務本部ディレクター　岡田信彦

土
10

9:15～10:45
5/9～7/11 50 5,000円

1,200円

50代からのパワーアップ塾 ウッドクラフト入門 
 福山工房主宰　福山成海

土
6

10:30～13:00
5/9～10/10 15 11,000円5,000円

はじめてのハングル
 大学書林国際語学アカデミー派遣講師

金
17

19:00～21:00
5/15～10/9 20 15,000円2,500円

はじめての中国語会話
 大学書林国際語学アカデミー派遣講師

火
17

19:00～21:00
5/12～10/6 20 15,000円3,400円

はじめての短歌～鑑賞と実作、日々の感動を詠う～
 「短歌人」編集委員　藤原龍一郎

水
8

19:15～20:45
5/20～9/9 20 9,000円

500円

外国人のための日本語指導法
 武蔵野大学・大学院教授　佐々木瑞枝

金
34

18:30～20:50
4/24～3/12 10 47,000円6,000円

●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

受講料
教材費

今に生きるアート 現代美術のゆくえ
 美術評論家・女子美術大学大学院教授　北澤憲昭ほか

土
8

14:30～16:00
5/16～12/19 25 8,000円

2,000円

ポップアップ絵本を作ろう
 ポップアップ絵本作家　山根尚子

火
6

10：30～12：00
5/12～6/23 20 8,500円

4,000円

ハワイアンジュエリーを作ろう
 ステューディオ コリエ主宰　北山博司

水
10

13：30～15：30
5/20～8/26 20 10,000円12,000円

簿記会計入門
 ㈱東京リーガルマインド講師　中野隆

月
10

19:00～20:30
5/11～9/28 30 10,000円3,500円

エッセイ教室
 作家･脚本家　辻真先

火
10

19:00～20:30
5/12～10/27

若干
名
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
4/21～10/20

若干
名
13,000円
500円

●古石場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

受講料
教材費

原節子とその時代
 映画評論家　貴田庄

土
5

14：00～16：00
5/9～10/10 40 5,000円

500円

日本で見られる　世界の名画
 アートライター　木谷節子

月
9

19：00～20：30
5/11～10/12 40 8,000円

300円

石森史郎のシナリオ塾
 シナリオライター　石森史郎

木
10

19：00～20：30
5/7～10/1 20 12,000円2,000円

三国志の世界～演義に見る英雄・豪傑たち～
 三国志学会評議員　髙橋康浩

金
15

19：00～20：30
5/8～12/11 40 12,000円1,300円

あなたも時代劇ヒーロー 殺陣にチャレンジ！
 芸道殺陣「波濤流」高瀬道場主宰　高瀬将嗣ほか

土
6

10：00～11：30
5/30～7/11 18 10,000円600円

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数

受講料
教材費

芸術鑑賞講座「文楽」
 国立劇場文楽出演者ほか

日
2

9:30～10:20
5/17、9/13

若干
名

2,000円
11,500円

芸術鑑賞講座「歌舞伎」
 演劇評論家　藤田洋

月
3

14:00～16:00
4/20、6/15、8/17

若干
名

3,000円
28,600円

ハングル初級
 大学書林国際語学アカデミー派遣講師

火
17

19:00～21:00
5/12～10/6

若干
名
15,000円
2,500円

中国語会話初級
 大学書林国際語学アカデミー派遣講師

火
17

19:00～21:00
5/12～10/6

若干
名
15,000円
3,400円

書道漢字教室・夜間
 日展審査員　田岡正堂

木
17

18:30～20:00
5/14～10/8 5 16,000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
5/14～10/8 5 19,000円

1,600円

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
5/12～10/27 15 12,000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
17

19:00～20:30
5/12～10/6 10 13,000円なし

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

火
17

16:30～17:30
4/21～9/29 10 16,000円なし

※「歌舞伎」「文楽」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。

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数

受講料
教材費

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
4/23～9/24

若干
名
17,000円
500円

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

木
15

16:00～17:30
5/7～10/1 15 10,500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
5/9～10/17 10 13,000円2,000円

ジャズダンス　
 ヨシエダンススタジオカンパニー　茂呂由香里

木
16

19:00～20:30
4/23～9/10 10 12,000円

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
17

18:30～20:30
5/13～10/14

若干
名
18,000円
5,000円

※キッズチアダンスではスタンツ(組体操的要素)、タンブリング(バクテン等)は練習しません。

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数

受講料
教材費

ＫＯＴＯカルチャー散歩
 全国小津ネットワーク元会長　長谷川武雄ほか

土
5

10：00～12：00
5/9～10/10 25 4,500円

2,000円

アコースティックギター入門
 ギタリスト　吉住和宏

水
10

①18：50～19：50
②20：00～21：00
5/13～10/28

各7
12,000円
2,000円

（楽器代別） 
ベリーダンス
 アイニーベリーダンス主宰　松屋伊那子

月
10

19：00～20：30
5/11～9/28 20 12,000円なし

こども水彩画教室
 水彩画家　豊増良雄

土
10

10：00～12：00
5/9～10/24 20 10,000円300円

自分史を書く　
 ジャーナリスト　猪狩章

木
10

10：00～12：00
4/23～9/24

若干
名
13,000円
2,000円

唄おう！ 懐かしの昭和歌謡　
 二期会会員　福山出

10
木

19：00～21：00
4/16～10/15

若干
名
13,500円
300円

5/20 ホヌ(亀)のペンダント(消しゴムでスタンプを作り型押しします)
5/27 焼成と仕上げ
6/3 彫りレリーフのペンダント
6/17 焼成と仕上げ
6/24 彫りの指輪
7/1 焼成と仕上げ
7/15 プルメリアのペンダント(合成石の留め方)
7/22 焼成と仕上げ
8/5 モンステラのチャーム

持ち物：エプロン、ウェットティッシュ、筆記用具、カッターナイフ、彫刻刀

5/9 「映画の舞台を歩く」長谷川武雄（全国小津ネット）
6/6 「アートを歩く」村田真（美術ジャーナリスト）
7/11 「川と橋を歩く」宮村忠（関東学院大学教授）
9/12 「時代小説の舞台を歩く」西尾忠久（鬼平研究家）
10/10 「建築を歩く」田代彰（建築研究家）

50代からのパワーアップ塾
行きつけの農家をつくろう
グリーンツーリズム入門

　都会では決して味わえない、農村の豊か
な自然や伝統文化を体験する「グリーン
ツーリズム」。
　“田舎ナビゲーター ”の講師がその魅力を
紹介します。自宅を改装して農家民宿を営
んでいる方もゲストにお呼びします。さあ、
ふるさとを見つけに行きましょう。

TOEIC TEST®受験対策
～スコアアップ600～

　多くの企業や学校で英語能力を測る基準
として活用されているTOEIC®TEST。
　本講座は、業務上のコミュニケーション
ができるとされる600点を目指し、効果的
な英語の学習方法を学びます。

英文法を学ぶ
～正確な英語を身につけるために～

　英語の基本ルールを身に付けることは、
正確な英語を話す、書く上での必須条件で
す。TOEICを目指す方などを対象に、英文
法の基礎を学び直します。

〒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 1

集え！鉄道ファン2
～江東区の鉄道史と廃線跡巡り～

　かつて江東区内で活躍していた貨物線や
都電の懐かしい思い出や歴史、車両等につ
いて学びます。また、貨物線の廃線跡巡り
や都電・城東電車の史跡探訪、東武亀戸線
の乗り歩きに出かけます。

なぜなに温泉研究所

　日本人は温泉が大好
き！ でも温泉につい
て、知らないことばか
りだと思いませんか。
　温泉の効能や入り方
など、より温泉を楽し
むことが出来るちょっ
とした知識をお教えし
ます。

はじめてのハングル

　日本語と韓国語の類似点、相違点を取り
上げて、文字と発音、基本文法・構文を習
得します。文章を組み立てて必要最低限の
会話が、できることを目的とします。
＜主な内容＞
・自己紹介　・日常のあいさつ　・発音練習など

＜主な内容＞
・日常のあいさつ　・数字の言い方　・発音練習など

はじめての短歌
～鑑賞と実作、日々の感動を詠う～

　五・七・五・七・七のリズムで詠む短歌
は万葉の昔から日本人に親しまれてきた詩
形です。結社「短歌人」の編集委員である
講師の指導の下、テーマを決めた実作や歌
会形式の相互評価を行い、初心者でも詠む
ことができるようになります。

はじめての中国語講座

　北京オリンピックで盛り上がりを見せた
中国。経済的にも急成長を遂げ、世界的に
注目の的です。中国語を学ぶことはビジネ
スでも、きっとプラスになるはずです。

今に生きるアート
現代美術のゆくえ

原節子とその時代

日本で見られる世界の名画

　生きるためのアートとは̶̶
　この講座では、さまざまなモノづくりの
在り方をとおして、芸術と生活の関係を明
らかにします。それは、わたしたちの暮ら
しと密接なかかわりを持つ現代アートと、
伝統的な職人さんの手技を地つづきのアー
トとして捉え返すことにほかなりません。
モノづくりにはげむ素顔のアーティストた
ちの姿から、芸術との新しい付きあい方を
探ってみませんか。

　小津安二郎や成瀬巳喜
男、木下恵介等の作品に多
数出演した原節子。
　今も色あせることのないそ
の美しさと演技は、日本映画
の黄金期を支えたといっても過言ではありません。
　伝説の女優・原節子の人生に迫ります。

　一度は観たことのある世界の
名画たち。日本にも、感動を与
え続けている名画を持つ美術館
が数多く存在し、様々な歴史や
特徴を持っています。
　そんな名画の世界へ誘います。

〒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 2

キッズチアダンス
～ソングリーディング～

アコースティックギター入門

　音楽に合わせて踊る
チアリーディングに
チャレンジ！楽しみな
がら、コミュニケーショ
ンやチームワークを学
びます。教室でのレッ
スンの他、有志により、イベントやチア大会
への参加等も行っています。（対象：小学生）

　ギターに触るのが初
めてでも、楽譜が読め
なくても大丈夫！ 同じ
初心者の仲間と、ギター
を基礎から一緒に始め
てみませんか。

ハワイアンジュエリーを作ろう

あなたも時代劇ヒーロー
殺陣（たて）にチャレンジ！

KOTOカルチャー散歩

簿記会計入門

　純銀粘土を使って、ホヌ（亀）
のペンダントやモンステラのチャー
ムなど作ります。とてもおしゃれで、
どこにもないオリジナルハワイアン
ジュエリーを作って楽しみません
か。贈り物にしても喜ばれます。

　「殺陣」とは、武道や格闘
技と違い、時代劇などの場面
で「闘い」を表現する演技で、
相手と呼吸を合わせることが
求められます。
　プロが基本姿勢から刀の構
え、立ち回りまでを指導しま
す。※木刀は、購入またはレンタルあり。

　江東区深川地域を中
心に、毎回異なるテー
マ・講師で街を歩きま
す。なにげなく眺めてい
る街の風景の中にも、
視点を変えると新たな発見や驚きに出会えます。

　これから学習を始めたい方や理論をもっと
知りたい方向けに簿記や会計の基礎を学ん
でいきます。日常の経理実務に即した学習を
通じて、日々の処理、月ごとの処理、決算や
税金の知識などのポイントを確認します。

ポップアップ絵本を作ろう

石森史郎のシナリオ塾

三国志の世界
～演義に見る英雄・豪傑たち～

　ページをめくるたびにワクワク！ドキド
キ！そんなポップアップ絵本（飛び出す仕
掛け絵本）を手作りしませんか？
　４ページ仕立ての本格的な絵本作りに挑
戦します。大切な人へのプレゼントに、ま
た、お部屋の飾りとしても素敵です。
※ 現在、講師が作るポップアップ絵本・カードを展
示中です。ぜひご覧ください。（3/24まで）

　半世紀にもわたり、映画・
テレビ・舞台にと第一線で活
躍を続ける石森史郎氏を講師
に迎え、シナリオの書き方か
ら学び、作品をまとめます。

　壮大なスケールで展開する
小説『三国志演義』を解説し、
夢と野望のために戦った英
雄・豪傑達の物語に迫ります。

プロに学ぼう！マンガ道場

ベリーダンス

　道具の使い方から始め、
キャラクター作りやストー
リーの組み立てなど、具体
的なテクニックを学びま
す。丁寧に指導しますので
初心者でも安心です。（対
象小学校５年生以上）

　中近東で生まれたベ
リーダンスは、腹部や
腰をくねらせ、女性が
本来持っている美しさ
や神秘性を全身で表現
する踊りです。踊りを
通して、優しさ、生命力、
個性の輝きを感じてみ
ませんか。※女性限定講座

協力事業　ジャズダンス

こども水彩画教室

　形にとらわれず、喜怒哀楽すべてを表現
できるジャズダンス。心身ともにすっきり
とリフレッシュしましょう。

　絵を描くこと
がうまくなりた
い、本格的に水
彩画を習ってみ
たいという小中
学生のための水
彩画教室です。
　江東区内を描きながら、水彩画を習得し
ます。
※対象：小学1年生～中学3年生。筆や絵の具は持参。

〒135-0045　江東区古石場2-13-2
5620-0224　FAX5620-0258 地図 3 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

50代からのパワーアップ塾
ウッドクラフト入門

　木工がはじめての
方でも大丈夫。道具
の使い方から丁寧に
指導します。
　キッチンやお部屋
を彩る、木の暖かみ
を活かした作品を作ります。

この講座には託児サービスがついています。
対　象：1歳6か月～就学前幼児
保育料：300円（おやつ代含む）
※講座申し込み時に予約が必要です。
　　　　（森下文化センターのみで受付）

【予告】こどもArtスペース　この夏開講！
　毎年好評の「アニメーションを作ってみよう」
など、こどものアート心をくすぐる企画が今年も
やってきます。お楽しみに♪

【講師プロフィール：貴田庄】　映画評論家。著書に『小
津安二郎のまなざし』・『小津安二郎の食卓』等がある。

【講師プロフィール：石森史郎】　日本
大学芸術学部卒業。映画作品は「愛と誠」
（松竹）・「銀河鉄道999」（東映動画）
等80本近くを、テレビでは、NHKテレビ小説「水色の時」
や「必殺仕事人」等1000本あまりの作品を執筆。

【講師プロフィール：吉住和宏】　スペインの古都・グラ
ナダにて3年間の研鑽を積む。スペイン王立高等音楽院で
ギターメソッドの日本語翻訳も行なう。
※楽器は原則持参です。

【講師プロフィール：髙橋康浩】　
大東文化大学大学院文学研究科修了。博士（中国学）。専門・
研究分野は中国古代史。

【講師プロフィール：木谷節子】　アートライター。東京藝
術大学芸術学科卒業。現在、『ぴあ』『M’ens JOKER』
『GOETHE』などで、アート情報を執筆。展覧会音声ガイ
ドなどの執筆も多数。

＜主な内容＞・「正史」と「演義」 
・桃園結義 ・赤壁の戦い ・諸葛亮死す 
・三国統一

＜主な内容＞
　・ 工芸と現代アートの意外な関係－日本の近現代美術の
成り立ちをふまえて

　・江東に生きる手技
　・変容する伝統　「モノづくり」としてのアート
　・美術はどこへ向かうのか－情報社会におけるモノづくり

　　 このほか、アーティストインタヴューや美術スポットの見
学も予定

講師：北澤憲昭（ 女子美術大学大学院教授）
　　　冨田泰子（横須賀美術館学芸員）
　　　井上雅之（多摩美術大学教授）　ほか
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公文亀戸文化センター
書写教室

13：00～17：00  18：00～21：00
TEL  090-9343-8783  石原

亀戸文化センター（カメリアプラザ6F）亀戸駅徒歩1分
入会金3,500円  月謝 大人4,200円 こども3,150円
お子様からご年配の方まで 個人指導 随時無料体験あり 16:00-16:45

おさらい会
3/21（土）
江東区文化センター

入場無料
要整理券

ネイテ
ィブと楽し

く学ぶ英語

GLOBAL  LANGUAGE
グローバル ランゲージ　コミュニケーションスタジオ

初級～上級、幼児～大人、TOEFL、TOEIC等各種テスト対
策、無料レベルチェック、英語以外の言語も対応できます。

扇橋 3丁目 21-3 平和ビル 1階 
パルシティそば

TEL：5606‒9310
         080‒2019‒5616

TEL 3648-6315
東砂・大島・亀戸教室

西部ピアノ学院

個人レッスン
各5,000円

歌・ピアノ

講師作品

講師作品

講師作品

講座風景

護国寺

4足歩行ロボット “ビートル ”

使用テキスト

地下鉄博物館展示車両

授業風景

授業風景

授業風景
制作予定作品　円空仏「観世音菩薩」

講師作品「上野神社」

5/19 Excelを始めよう｢データ入力、表作成の基本｣
5/26 表作成をマスターしよう
6/2 数式を使いこなそう
6/9 データをグラフにしてわかりやすくしよう
6/16 Excel・便利な機能のいろいろ
6/23 学習のまとめ
受講の際は、Excelバージョン2007以降がインストールされたノートPCをご持参ください。OSは
WindowsVista以降推奨。（これ以外のバージョンをお持ちの方はご相談ください）

●亀戸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

受講料
教材費

東京の地下鉄を知る★
 赤門鉄路クラブ会員　和久田康雄ほか
※見学は曜日・時間が変更になります。

火
5

19:00～20:30
5/26～7/20 20 3,500円

300円

近代の都市と劇場　～日比谷・有楽町界隈～
 明治大学文学部教授　神山彰

金
6

19：00～20：30
5/15～7/24 25 6,000円

100円

気軽にできるヨガ・ピラティス
 YPS国際認定講師　飯高真理子

木
14

19:00～20:30
5/14～9/17 25 12,000円なし

親子でお花と遊ぼう！
～お花屋さんが教える簡単アレンジメント～
 まちのお花屋さん　花新　姥迫匡位

土
6

①9:50～11:05
②11:15～12:30
4/18～10/17

各
10
組

2,900円
7,100円

●豊洲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

受講料
教材費

東京近郊寺院建築
 芝浦工業大学建築工学科教授   伊藤洋子ほか

金･土
8

19:00～20:30
5/8～9/5 20 9,000円

1,000円

ボールdeボディメイク～ウェストまわりをすっきり～(※1)
ドゥ・スポーツプラザ豊洲インストラクター　齋藤絵梨香

木
15

19:30～20:30
5/7～10/15 30 13,000円なし

映画と本で学ぶヒロイン・ライフ
～ジェーン・オースティンの娘たち～
 映画ライター /ドラマ批評家･作家　山縣みどり/小泉すみれ

水
10

19:00～21:00
5/13～7/15 20 9,500円

500円

英語で読む児童文学『SEEDFOLKS』
 中央大学講師　斉藤美加

土
9

14:00～15:30
5/9～10/3 20 10,000円1,200円

デジカメ散歩
 写真家・ニコンカレッジ非常勤講師　古賀絵里子

水
7

10:00～12:00
5/13～6/24 20 8,000円

1,000円

こども囲碁教室(※2)
 日本棋院派遣講師

日
10

10:30～12:00
5/17～10/11 20 6,500円

500円

親子でつくろう！ 芝浦工業大学
障害物競走ロボット“ビートル”(※3)
 芝浦工業大学機械工学第二学科准教授　小野直樹ほか

土
6

10:30～12:00
4/25～7/11

18組
(親子)

4,200円
5,800円

Ｅｘｃｅｌ超ビギナーズ
 日本ユニシス・ラーニング（株）　仙海敏男

火
6

19:00～21:00
5/19～6/23 15 12,000円300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
5/13～9/30

若干
名
16,000円
6,500円

ポピュラーヴォーカル教室
 ヴォイストレーナー　伊藤美子

水
17

19:00～20:30
5/13～10/7

若干
名
18,000円
300円

タップダンス教室 入門･初級
 佐々木隆子タップダンススタジオ 倉形裕代

土
15

13:10～14:10
5/9～10/3

若干
名
12,500円

なし

※1 スモールボール等のご購入は、実費がかかります。　※2 対象は小学1～6年生です。
※3 対象は小学1･2年生です。保護者の方も必ずご参加ください。

●東大島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

受講料
教材費

はじめてのヒンディー語
～インドの文化に触れてみよう～
 東京外国語大学アジア･アフリカ言語文化研究所教授　町田和彦

木
15

19:00～20:30
5/14～9/24 20 16,500円3,500円

お江戸超低山さんぽ
 イラストレーター　中村みつを

日
6

13:30～15:00
5/10～10/11 25 6,000円

2,400円

はじめてのフレスコ画
 壁画ＬＡＢＯ主宰　大野彩

日
4

11:00～15:30
5/24～9/27 20 9,000円

8,000円

江戸古地図入門
 成城大学教授　吉原健一郎ほか

(講義)金
(現地)土
5

講義19:00～20:30
現地14:00～16:30
5/22～7/4

25 2,000円
300円

韓国の針しごと～ヌビ･ポジャギ･刺繍～
 (有)からむし工房主宰　崔良淑ほか

金
10

14:00～16:00
5/15～9/18 20 9,500円

10,000円

キラキラ★デコアート
 日本デコクリエーター協会認定講師　宮崎美樹ほか

火
5

19:00～21:00
5/26～7/21 20 6,000円

7,600円

介護事務講座
 ㈱ニチイ学館派遣講師

木
10

19:00～21:00
5/28～7/30 25 9,000円

5,200円

小名木川リバーガイド養成
 下町河川リバーガイド会長　林福松ほか

(講義)木
(現地)土
10

講義19:00～20:30
現地13:00～15:30
5/7～11/14

25 6,500円
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

18:30～21:00
5/19～10/13 10 23,000円300円

ジュニア落語倶楽部
 落語家　三遊亭栄楽

土
8

10:00～12:00
5/9～9/26 10 5,200円

500円

文章教室～６００字のエッセイ～
 茨城県立医療大学講師　畦倉実

土
12

14:30～16:00
4/25～10/10

若干
名
16,000円
1,000円

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数

受講料
教材費

表現ワークショップ★
～心を伝える身体　相互コミュニケーション力を高めよう～
 バーニングプロ付属養成所演技講師　末永明彦

土日
10

10：00～12：00
13：30～15：30
5/24～7/5

20 13,000円300円

東京シティ・フィルによるこどものた
めのクラシックサロンＶｏｌ.６
　東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団 
 鍵盤楽器奏者　志田明子ほか

土
5

10:45～12:00
4/18～5/23 40 7,000円

400円

仏像彫刻入門　〔円空仏〕を彫る★
 からくさ彫刻学苑長・仏師　大川幸太郎ほか

隔金
8

18：30～20：30
5/22～9/25 20 13,000円5,400円

初歩からのスペイン語
学習院大学外国語教育研究センター非常勤講師　石井登

水
14

19：00～20:30
4/15～7/29 10 7,700円

3,000円

★印は体験教室を開催します。詳細は2面をご覧ください。

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数

受講料
教材費

くらしの経済
　1級ファイナンシャル･プランニング技能士・
 CFP　黒崎達雄ほか

土
6

10:00～11:30
4/18～9/19 10 3,500円

500円

日本画教室
 日本美術院院友　佐藤孝

金
15

18:30～20:30
5/8～9/25

若干
名
15,000円
1,000円

民謡教室
 金沢流二代目宗家　金沢大成

水
15

13:00～15:00
5/13～9/30 7 15,000円

100円

実践カラオケ教室
 作曲家　田中健一郎

金
8

14:30～16:30
5/15～10/2

若干
名

9,700円
300円

東大島女声コーラス・午前
 日本オペラ協会会員　福山恵

土
17

10:00～12:00
4/11～9/26 10 12,500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
17

18:30～20:30
4/10～9/25 10 12,500円500円

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

土
17

14:00～15:00
4/25～10/10 9 10,500円

500円

ティーンズのためのクラシックバレエ
 東京シティ・バレエ団ソリスト　上山千奈ほか

土
15

17:30～19:00
4/25～10/10 9 15,000円

500円

メンズ・ピラティス　※男性限定
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

18:30～20:00
4/25～9/26 6 9,500円

1,000円

ハーブと暮らす365日
 ハーバートハウス認定講師　三輪さおり

水
6

18：30～20：00
5/27～8/5 10 5,500円

5,500円

※「こどものためのクラシックバレエ」の対象は、平成21年4月2日時点で満4歳以上小学3年生までです。
（在籍は小学6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。
※「ティーンズのためのクラシックバレエ」の対象は、バレエ経験2年以上の小学5年生から高校生までです。

5/26 地下鉄の歴史　・地下鉄とは？・なぜつくられたのか
6/9 地下鉄の構造　・トンネルの作り方
6/23 【見学】地下鉄車庫（木場） ＊14:00～16:00
7/7 地下鉄の車両と世界の地下鉄
7/20 【見学】地下鉄整備工場（深川） ＊10:00～12:00

5/15 帝国劇場と三越劇場
6/5 日本劇場
6/19 アーニーパイル（東京宝塚劇場）
7/3 第一生命ホール
7/17 芸術座
7/24 日生劇場

5/24 〔午後〕　オリエンテーション・呼吸と身体
5/30 〔午前･午後〕　身体表現 バランス・五感と感情ほか
5/31 〔午後〕　シアターゲーム（即興劇）
6/20 〔午前・午後〕　クラウニング
6/28 〔午前・午後〕　シアターゲーム（即興劇）
7/5 〔午前・午後〕　まとめ

5/10 講義：東京23区内の超低山について
5/17 散策：池田山（品川区東五反田）
6/14 散策：千駄ヶ谷富士（渋谷区千駄ヶ谷）
7/12 散策：飛鳥山（北区王子）
9/13 散策：駒込富士・藤代峠（文京区本駒込）
10/11 散策：おとめ山（新宿区下落合）

5/22 江戸古地図の見方、考え方
講師：成城大学教授　吉原健一郎

6/12
亀戸・大島周辺（いくつかの種類の古地図
を比べながら、地域の歴史を調べます。）
講師：江東区文化財専門員　栗原修

6/20
亀戸・大島周辺関連見学（江戸古地図を見
ながら、周辺の史跡や文化財を尋ねます。）
講師：中川船番所資料館　久染健夫

6/26
本所・深川周辺（本所深川絵図等により、地
域の歴史を調べます。）
講師：江東区文化財専門員　栗原修

7/4
本所・深川周辺等関連施設（見学時には、江戸古
地図を見ながら、地域の歴史を確かめます。）
講師：中川船番所資料館　久染健夫

東京近郊寺院建築

　人あるところにお寺あ
り。寺院造営と建物を通
して、江戸～東京の成り
立ちを見つめ直します。

ボールdeボディメイク
～ウェストまわりをすっきり～

　スモールボールは手のひらにのるサイズ
で、気軽にエクササイズできるところが魅力
です。体のゆがみを改善するストレッチから、
ウェストまわりを集中的にシェイプアップす
るエクササイズまで行います。ボールを使っ
て体の奥の筋肉（インナーマッスル）を鍛え
ることが出来ます。
　薄着の季節に向けて基礎代謝のアップに
チャレンジしましょう。

英語で読む児童文学
「SEEDFOLKS」

　この作品は、アメリカの、ある貧民街の空
き地をめぐるお話です。この空き地に、ベト
ナム移民の少女が６粒のライマ
メの種をまいたことから、物語は
始まります。オバマ氏が大統領
に就任した今年、アメリカの多文
化主義を背景にした、心温まる
作品を楽しんでみませんか。英
語力は中学卒業程度でOKです。

映画と本で学ぶヒロイン・ライフ
～ジェーン・オースティンの娘たち～

　女性を対象にした文学界と映画界のジャ
ンルとして、欧米ではポップ・カルチャーと
みなされている“チック・リット”と“チック・
フリック”。キャリアや恋愛に悩みつつ本当
の自分を探そうと葛藤するヒロイン像は、
ジェーン・オースティンが「エマ」や「分別
と多感」などで描いた女性像と重なります。
現代では「ブリジット・ジョーンズの日記」
など映画や本のヒロインの生き方をゼミ方式
で楽しく語り合いましょう。

デジカメ散歩

　デジタルコン
パクトカメラを
持って気軽に街
へ出かけません
か？ それぞれの
街が持つ空気を
写してみましょ
う。街歩きのほか、作品の講評、デジタル
コンパクトカメラの扱いの基本についての
講義もあります。

　芝浦工業大学が開発した“ビートル”
は、リモコンで動く4足歩行ロボットです。
講座では、小学1･2年生と保護者を対象
に、組み立てから競技会までを行います。
　ロボットの仕組みについてのお話や、
2足歩行ロボット、かわさきロボット、お
茶汲みロボット等のデモンストレーショ
ンもあります。

　PCをお持ちの方、最近購入した方、Excel使ってますか？ Excel
は表を作ったり、計算を簡単にしてくれたり、つきあってみると
中々気の利いた“便利なヤツ”なのです。まずは、何か入力するとこ
ろから始めてみましょう。

　演奏を聴いたり、こどもたちに馴染みのある曲を一緒に歌ったり、
楽器に触れ実際に奏でたりしながら、こどもたちのクラシック音楽
への興味を育んでいくプログラムで
す。毎回、違う楽器を紹介します。最
終日はホールコンサートを行います。
※ 対象：3～ 6歳のこどもとその保護者。保
護者の同伴必須です（保護者無料）。

　仏像彫刻の第一人者である、大川幸太郎氏が指
導します。彫刻刀の使い方や彫り方の基本から始
め、高さ8cm～ 10cmほどの円空仏を２体（観世
音菩薩・地蔵菩薩）つくります。
　円空仏とは、江戸時代前期の天台宗の僧（円空）
が日本全国を行脚し、約12万体を制作し広めたと
いわれている、独特の作風を持った仏教彫刻です。
自分だけの円空仏を心を込めて、楽しみながらつ
くっていきましょう。

東京の地下鉄を知る

はじめてのヒンディー語
～インドの文化に触れてみよう～

囲碁教室・実践編
～基礎から応用まで～

　地下鉄は首都・東京に
とって欠かすことのでき
ない交通機関に位置づけ
られ、多くの乗客を運ん
でいます。その地下鉄の
歴史から路線や車両、駅
についてなど…普段、見過ごしてしまってい
る「地下鉄」のとっておきの話で地下鉄を楽
しみましょう。※車庫や整備工場の見学を予定。

初歩からのスペイン語

　過去にスペイン語を学んだ方で、もう一
度基礎から学びたい方が対象です。
　文法知識をより確実なものにし、実践力
をつけましょう。旅先での簡単なやり取り
ができるようになることが目標です。

　ヒンディー語はインドの公用語で、インド
国内で最も多くの人に話されています。また、
日本語と共通する音素を持っているなど、日
本人にとって親しみやすい言語です。教室
では、はじめて学ぶ方を対象にテキストを使
用した語学学習のほか、地元インド料理店
店主によるスパイスのお話しや飲食などイン
ド文化を幅広く学びます。

お江戸超低山さんぽ

　東京は近郊のみに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
標高の低い山が数多く点在します。
　自然や旅をテーマにイラストやエッセイ
作品などでおなじみの、中村みつを氏を講
師に招き、超低山とその周辺を散策します。
都会の山歩きと街歩きを通して、新たな発
見をしてみませんか。

　有段者を目指す方(棋力４級以上)を対象
に、理論（対局の解説）と実践（指導碁）
をわかりやすく、丁寧に指導します。
　今期から夜間講座になります。

a 介護事務講座

　高齢化が進む現在、各介護関連施設では、
介護事務技能者の需要がさらに拡大すると
考えられます。（財）日本医療教育財団が
実施する「ケアクラーク技能認定試験（※
７回以上の出席と終了レポートの提出で受
験資格が与えられます）」合格を目標に、
介護保険事務の基本知識を学びます。

親子でお花と遊ぼう！
～お花屋さんが教える簡単アレンジメント～

表現ワークショップ
～心を伝える身体 コミュニケーション力を高めよう～

韓国の針しごと
～ヌビ･ポジャギ･刺繍～

キラキラ★デコアート

　親子でお花に触れ合う時間をつくりません
か。こどもたちに生花の感触や香りを感じ
とってもらいたいと思っています。作品はお
花のリース・
父の日のアレ
ンジメントな
ど、親子それ
ぞれでつくり
ます。

　実際に身体を動かし、楽しみながら呼吸
や表情などの内面の表現方法を演劇的要素
を取り入れながら学びます。

　韓国の女性たちが育んできた針仕事の中
でも代表的なヌビ（キルティング）・ポジャ
ギ（パッチワーク）・刺繍の基本的な縫い方
や仕立て方を学びながら小物を制作します。

　自分だけのオリジナル作品を作るために
デコレーションの基本となる製作技法をプ
ロから学びます。

近代の都市と劇場
～日比谷・有楽町界隈～

気軽にできるヨガ・ピラティス

はじめてのフレスコ画

江戸古地図入門

　明治から昭和の時代に新たに作られ、変貌
を遂げてきた劇場街のイメージを、近代の東
京の都市形成や変化と共に見ていきます。

　呼吸を意識し体を動かすことで、体の中心
部や筋肉のバランスが鍛えられます。体質改
善、免疫力の向上、健康増進に効果的です。
リラックスしながら日頃の疲れを癒してみませ
んか。基本トレーニングから骨盤エクササイズ、
レベルアップストレッチ
などをおこないます。
※女性限定講座
※ 全ての方に効果が現れ
るわけではありません。

　ミケランジェロの
「最後の晩餐」などで
知られるフレスコ画
は、砂と石灰を混ぜ
て作ったモルタルで
壁画を塗り、その上
に水で溶いた顔料で
絵を描く技法です。講座では、ジブリ美術
館壁画監修など全国各地で活躍されている
フレスコ画第一人者の大野彩氏を講師に迎
え、モルタル作りから始め、植物などをモ
チーフに描きます。

　江東区を中心に、江戸古地図の見方や考
え方を学びます。また、現代と古地図を比
較しながら、実際に町を歩き、かつてそこ
にあったものを確かめます。

ジュニア落語倶楽部

　手拭いや扇子の使い方やお笑いの基礎に
なる小噺を覚え､ 一席の落語ができること
を目標に、楽
しみながら学
びます。
対象：小学生
～高校生。

小名木川リバーガイド養成

　小名木川リバーツアーのガイドとして川
から見た江東区を解説してみませんか。実
践に即した自然や歴史などを学習し、ミニ
クルーズ体験も交え、ガイドとしての知識
を学びます。終了後、NPO法人江東区の水
辺に親しむ会の認定を受けた方は、リバー
ツアーガイドとしての道が開けます。

こども囲碁教室

　今や世界中で楽しまれている囲碁。一見
難しそうですが、5つの基本ルールを押さ
えれば数時間で対局できます。創造力や知
的能力を養い、集中力、バランス感覚を磨
く目的から、教育の現場でも注目されてい
ます。
　小学生を対象に、プロ棋士の指導で、ルー
ルの基礎から学び初めてでも対局を楽しめ
るように指導します。

＜主な内容＞
　・（講義）寺院建築とは何か
　・（見学）江戸と江戸城の面影 ｢川越喜多院他｣
　・ （講義）都市江戸と寺院建設 ｢なぜ寺町は存在するか｣
　・（見学）将軍家の威光を訪ねて ｢護国寺他｣
　・（見学）武家菩提寺探訪「広尾他」
　・（講義）近代の寺院建築　など

親子でつくろう！
芝浦工業大学障害物競走ロボット“ビートル”

Excel超ビギナーズ

東京シティ・フィルによる　こどものための
クラシックサロンvol.6～聴こう、歌おう、奏でよう～ 仏像彫刻入門　〔円空仏〕を彫る

〒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

〒136-0071　江東区亀戸2-19-1
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 5

 東大島文化センター 〒136-0072　江東区大島8-33-9
3681-6331　FAX3636-5825 ［交通案内］都営地下鉄新宿線東大島駅から徒歩5分 地図 6

＜主な内容＞　①ストラップ　②チュモニ（巾着）
③ポソン（伝統靴下）　④カフェカーテン
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フリーマーケット

6月7日(日)、東京海洋大学越中島キャンパスの学
園祭で行うフリーマーケットの参加者を募集しま
す。詳しくは、ハガキでの資料請求にてお知らせし
ます。資料請求の際、住所と氏名をお書きください。

出店料は無料ですが、車を学内に駐車して搬
入をする場合、2000円の料金がかかります。
＊自転車や徒歩での搬入は料金がかかりません。
＊資料請求は4/30までとさせて頂きます。

資 料 請 求 先
東京都江東区越中島2-2-8 海王寮共用棟2F
東京海洋大学海王祭実行委員会

〒135-0044

参 加 者 募 集 !!

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！

小学 生 中 学 生生徒募集
（小3～小6）

TEL03-3642-9232
深川教室 江東区深川1-8-12 2Ｆ 

電話受付時間 月～金 15：30～21：00

本科コースもあります！
• ５教科対策で都立高校をめざそう！
• 基礎固めで『できる』喜びを！

清澄通り沿い 明治小学校近く
門前仲町駅 徒歩５分・清澄白河駅 徒歩7分
門33「深川2丁目」バス停 徒歩0分 バスも

おすすめ！

ジュニアコ
ース誕生！
★★★

小学生（授
業料）

月額 6,000円
～

中学生（授
業料）

月額 8,000円
～ 春春

3／14㈯・21㈯3／13㈮・27㈮

3 4
3／19㈭・4／9㈭

3／17㈫・4／6㈪・7㈫

3／18㈬・4／1㈬・4㈯

3／24㈫・4／7㈫
4／1㈬・8㈬

4／4㈯・11㈯
3／17㈫・4／7㈫

3／23㈪
3／24㈫・4／7㈫
4／6㈪・13㈪

●江東区文化センター

●古石場文化センター
●ティアラこうとう
●東　砂　教　室

●砂町文化センター

3／16㈪・17㈫・23㈪・24㈫

髪の悩み解消　デコラルパーツ（ヘアピース各種）
出張、介護、美容券取扱店

美容室

カット＆パーマストレートパーマ
ヘア－カラー
TEL5690-6997 TEL3645-8025
江東区南砂３-１３-７
（東西線南砂町駅出口２a)

江東区南砂４-１６-１３
（オートバックス裏）

エム ケー ファミリー
サ ロ ン マミ
優雅な着付いつでもできます

クレッシェンド音楽教室豊洲教室

http://cresc-ms.com

「一音会式」絶対音感トレーニングを取り入
れたピアノ＆リトミック教室です。
読譜力と表現力が身につく楽しいレッスン
です。
体験レッスン受付中です。

URL

☎

ピアノ（月～土）3才～大人／リトミック（火水木）1才半～6才

03-6220-0326

昨年度講座風景

トム・ヤム・クン

スキルアップを
目指しましょう

参考作品

ヨハネス・フェルメール《レースを編む女》
1669年－1670年頃

©RMN/©Ge－rard Blot/distributed by DNPartcom

パン　イメージ写真

講師作品「遊」

参考作品

講師：西原稔

料理のきほん
イメージ写真

講
師
ヨ
ガ
ポ
ー
ズ

「
蓮
華
座
」

男女ともに楽しく料理をしませんか。

保育室のようす

5/23 近代俳句の基礎・四Ｓの時代
6/27 新興俳句から人間探求派
7/25 女流俳句と四Ｔ・文人俳句
8/22 現代俳人の活躍

4/24 介護が必要になったときのために～元気なうちから考えておくこと～
今泉　早智子
（白河在宅介護支援センターケアマネージャー）

5/8 「古武術式　カラダにやさしい介護術」を体験！
岡田　慎一郎
（人間考学研究所講師　介護福祉士）

5/22 がんばらない介護を目指して～介護する側とされる側のココロと身体の変化～
別府　明子
（品川介護福祉専門学校副校長）

5/14 （講義）夏目漱石 二松學舎大学
文学部国文学科教授
増田裕美子5/28 （外出）本郷界隈

6/4 （講義）正岡子規 二松學舎大学学長
今西幹一6/18 （外出）根岸界隈

7/9 （講義）江戸川乱歩 二松學舎大学
文学部国文学科教授
山口直孝7/23 （外出）浅草界隈

9/10 （講義）武者小路実篤 二松學舎大学
文学部国文学科准教授
瀧田浩9/24 （外出）九段・市ヶ谷界隈

5/9 パソコンの仕組みを理解しよう／パソコンって何？
5/23 使ってみよう！ ①／マウスを使う
6/6 使ってみよう！ ②／ウィンドウズを操作する
6/20 使ってみよう！ ③／文字を入力する
7/4 チャレンジしよう！ ①／デジカメ写真を取り込む
7/18 チャレンジしよう！ ②／暑中見舞いを作る
8/22 応用してみよう！
9/5 まとめ

●砂町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

受講料
教材費

俳句鑑賞講座～近現代俳句～
 俳句結社「沖」主宰　能村研三

土
4

14:00～16:00
5/23～8/22 25 4,000円

300円

親子でアート
 東京学芸大学准教授　石井壽郎

日
5

14:00～15:20
5/24～9/6

10
組
12,000円
600円

近代日本文学の散歩路
 二松學舎大学学長　今西幹一ほか

木
8

14:00～16:00
5/14～9/24 20 8,000円

500円

これからはじめる！ パソコン入門講座
 インストラクター　猪口正樹ほか

土
8

10:00～11:30
5/9～9/5 20 8,000円

2,000円

名曲に隠された世界史のドラマ
～モーツァルトからラヴェルまで～
 桐朋学園大学音楽学部教授　西原稔ほか

金
6

19:00～20:30
5/29～9/18 20 8,500円

200円

マンション管理士受験対策講座
 東京リーガルマインド派遣講師

土
27

10:00～12:00
4/25～11/14 26 30,000円7,500円

透明粘土すけるくんで作る雑貨
～アクセサリーと小物～
 クラフト・アーティスト　鈴川香緒里

土
6

10:00～12:00
5/16～7/25 20 6,000円

2,400円

よくばり園芸術～プランターで作るおつまみ菜園～
 園芸研究家　小林五郎

土
8

10:00～12:00
5/16～9/19 20 8,000円

300円

フランス語会話
 アテネ・フランセ派遣講師　ジュリアン・ビエルカ

金
17

19:00～20:30
5/8～10/9

若干
名
18,000円
3,200円

●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

受講料
教材費

17世紀の西洋美術
 帝京大学文学部准教授　岡部昌幸

水
7

19：00～20：30
5/20～7/22 20 8,000円

1,800円

ｉＰＳ細胞って何？～生命科学の最前線に、ようこそ～
 東京大学大学院医学系研究科博士課程　八代嘉美

木
10

19：30～21：00
5/14～7/16 20 8,500円

500円

福祉住環境コーディネーター養成講座
～3級取得をめざして～
 東京リーガルマインド派遣講師

木
15

19：00～20：30
4/30～10/8 20 18,500円3,500円

素敵にエスニック
～テーブルコーディネイトもご一緒に～
 Berry=Ｂerry代表　フードコーディネーター　高野美子ほか

金
8

19：00～21：00
5/29～9/25 30 8,000円

7,800円

●男女共同参画推進センター講座一覧
講座名　講師名 曜日

回数
時間

開講日～閉講日
募集
人数

受講料
教材費

再就職準備セミナー
マイクロソフトオフィス スペシャリスト養成講座（Excel編）
 アダムスパソコンスクールインストラクター　内山積

金
10

14:00～16:00
5/15～7/31 20 7,500円

3,500円

エンパワーメント講座 介護の心得入門
～がんばらない介護を目指して～
 人間考学研究所講師　岡田慎一郎ほか

金
3

14:00～16:00
4/24～5/22 25 3,500円

100円

ワーク・ライフ・バランス講座 ふたりの食卓
～体にうれしい健康ごはん～
 女子栄養大学生涯学習講師　浅井咲子

火
4

10:00～12:30
5/19～9/15 32 3,000円

3,000円

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数

受講料
教材費

楽しい口笛教室
 日本口笛奏者連盟会長　高橋一眞

金
9

19:00～20:30
5/8～10/9 10 11,500円1,000円

はがき絵と遊印教室
 日本遊印アート協会顧問　川澄光雄

月
8

10:00～12:00
5/11～9/28 10 8,500円

2,500円

実用書道教室
 日展会友　森桂風

水
17

10:00～11:20
4/15～9/16 10 15,000円2,500円

ペン習字教室
文部科学省認定社会通信教育講師　大原一紗

火
17

10:00～11:30
5/12～10/6

若干
名
15,000円
1,500円

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
4/23～9/17 10 15,500円3,500円

こどもバレエ教室
石井清子バレエ研究所教師　山内明日香・上山千奈

水
17

14:30～15:30
4/15～9/16 5 11,000円

なし

ヤング★ハワイアン
プアナニ高橋フラスタジオインストラクター
 　ケアラオカラー高橋ほか

水
17

19:00～20:30
4/22～10/14

若干
名
12,000円

なし

※「親子でアート」こどもの対象は、平成21年5月24日時点で満5歳以上小学2年生までです。
※ 「これからはじめる！パソコン入門講座」は、毎回ノートパソコン（OS：Windows）をご持参していただきます。
※「こどもバレエ教室」こどもの対象は、平成21年4月2日時点で満4歳（平成17年4月1日生まれ）以上から
小学3年生までです。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。

※「フランス語会話」は、２年間フランス語を学んだクラスです。学習経験者が対象となります。お申込み後、ク
ラス見学が必要となります。

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数

受講料
教材費

パンとお料理
 料理研究家　望月真理ほか

木
8

10：00～13：30
5/21～10/8 24 10,000円8,000円

料理のきほん
 （社）栄養改善普及会　志田千代子ほか

土
6

10：00～12：30
5/23～9/12 30 6,000円

5,500円

実用書道～暮らしに生かせる書～
 毎日書道展会員　帯向芳園

水
15

19：00～20：30
5/13～9/16 25 13,000円2,000円

健康のヨガ
 ヨガ講師　渡辺美保

金
15

18：30～20：00
4/24～9/18 30 7,000円

1,600円

オーブンクレイアートを楽しむ
～ミニチュアスイーツやアクセサリーを作りましょう～
 アトリエ椿納言主宰　本多美也子

火
8

19：00～21：00
5/26～9/15 20 8,500円

5,300円

講座名　講師名 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集
人数

受講料
教材費

◆再就職準備セミナー
女性のための簡単ビジネス英会話
 イングリッシュインストラクター　遠藤マリリン

水
12

10:00～11:30
5/20～9/9 20 9,500円

3,000円

●男性向け料理講座 男の厨房・ビギナーズ
 女子栄養大学生涯学習講師　小山朝子

土
2

13:30～16:00
4/25、5/9 24 2,500円

1,000円

◆は女性のみ、●は男性のみ対象の講座です。その他は男女問いません。
※「エンパワーメント」とは、自分自身の力を引き出し、問題や課題を解決していくことです。
※「ワーク・ライフ・バランス」とは、「仕事と生活の調和」を考えることです。

5/29 モーツァルト：「魔笛」に隠された世界史
《ヴァイオリン＆ピアノ生演奏付》

6/19 ベートーヴェン：「英雄」ナポレオンと音楽

7/17 ショパンとシューマン：「革命」戦禍に響く名曲
《ピアノ生演奏付》

7/31 サン＝サーンスとドヴォルザーク：国民主義の音楽
9/4 ラフマニノフ：ロシア革命と音楽家の運命

9/18 ラヴェルとバルトーク：第一次世界大戦「戦友に捧ぐ鎮魂歌」
《ピアノ生演奏付》

5/16 青じそ、枝豆の栽培 土づくりの話し

5/30 なす、葉ダイコンの栽培 病害の話し

6/20 葉ねぎ、おくらの栽培 虫害の話し

6/27 ラディッシュ、ムラメの栽培 種の話し

7/11 インゲン（つるなし）、アオメ栽培 資材の話し

7/18 ミニニンジン、ミニキャベツの栽培 種の話し

8/29 ダイコン、ミニハクサイの栽培 肥料（N,P,K）の話し

9/19 ホウレンソウ、春菊の栽培 肥料（Ｃａ、Ｍｇ）の話し
※ 教材費は、レジュメのコピーと種代になります。実技はありません。

俳句鑑賞講座
～近現代俳句～

親子でアート

　近現代俳句の流れを系統立てて学びなが
ら、代表的な俳人と、その代表句を鑑賞し
ます。

　毎回テーマに基づき、親子でお絵描き、
立体造形、
空間造形な
ど様々な作
品を作りま
す。創作を
通してこど
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。

近代日本文学の散歩路

これからはじめる！
パソコン入門講座

　近代の日本文学をテーマに、座学と現地
講義を交互に行なう文学散歩講座です。

　パソコンを使ったことがない、初心者向
け講座です（ノートパソコン持参）。
　電源の入れ方（起動・終了）、パソコン画
面の見方、マウスの使い方、文字入力など
の基本操作をひととおり学びます。さらに、
デジカメ画像を取り込み加工修正して、暑
中見舞いハガキの作成にチャレンジします。

名曲に隠された世界史のドラマ
～モーツァルトからラヴェルまで～

楽しい口笛教室

　モーツァルト、ベートー
ヴェン、ショパン…ほか音
楽史上に残る数々の作曲家
とその作品は世界史の大き
な出来事と必ずどこかで関
連を持っています。激動の
ヨーロッパを生き抜いた作
曲家たちは何を音楽に刻んだのか、歴史の動
きと共に名曲に秘められた真実を探ります。
※5/29、7/17、9/18は楽器生演奏付。

　自分の身体だけで演奏ができるもっとも
シンプルな楽器「口笛」。思い出の歌や新
しい曲を練習します。

　ゼリーやガラスのような透明色
の雑貨を作ってみませんか？
　乾くと透明になる不思議な粘土
すけるくんを使って、アクセサリー
や小物を作ります。粘土の特徴や
扱い方のコツを覚えて、ランプ
シェード等オリジナル作品にも挑
戦します。

　ベランダや庭先
で野菜づくりをし
てみませんか？ 
プランターを使っ
て、簡単なおつま
みになる野菜の土
作りから栽培のこ
つまで学びます。

　漢字・仮名の基本から、のし袋、短冊、
はがきの書き方など暮らしに生かせる書を
学びます。美しい字はあなたの生活に潤い
を与えてくれるでしょう。

　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
つ健康のためのヨガです。

　オーブンで焼く粘土「オーブンク
レイ」は、天然石やベネチアンビー
ズのような仕上がりになるクレイ
アート。軽くて扱いやすいので、誰
でも手軽に素敵なオリジナルアクセ
サリーや雑貨を作ることができます。
＜主な内容＞
　基礎を学び毎回1作品を作ります。
　・フルーツタルトのマグネット
　・ひまわりのピアス　など

17世紀の西洋美術 

iPS細胞って何？
～生命科学の最前線に、ようこそ～

再就職準備セミナー
マイクロソフトオフィス スペシャリスト養成講座（Excel編）

　レンブラント・ベラスケス・フェルメール・
ルーベンス等、国立西洋美
術館で開催される「ルーヴ
ル美術館展－17世紀ヨー
ロッパ絵画－」見学鑑賞を
通して画家の作品と背景を
学びます。

　2007年11月に報告されたヒトiPS細胞（世
界中にインパクトを与えたこの出来事）。
この講座では、ヒトiPS細胞のなりたちを
通じて「細胞」とは何か、そして「生命」
とは何なのかを考えます。

　パソコン操作初級程度の
方を対象に、基礎を交えなが
ら実際の認定試験問題に近
い内容で練習していきます。

＊男女共同参画推進センター講座が変わります＊
　男女共同参画推進センターでは、男女がともに自分らしくいきいきと輝く社会を目指して
「男女共同参画学習講座」を開講します。男女が仕事と生活の調和を考える「ワーク･ライ
フ･バランス講座」など、多様な生活スタイルに合わせて講座を行います。

a
●男性向け料理講座

男の厨房　ビギナーズ
　料理初心者の男性のための講
座です。包丁の使い方など基本
をわかりやすくご指導します。

パンとお料理

料理のきほん

ワーク・ライフ・バランス講座 ふたりの食卓
～体にうれしい健康ごはん～

　パン作りは大変だ！と思っていませんか？
作り方の基礎からコツまでを、毎回違ったパ
ンとお料理で学
びます。楽しく
レパートリーを
増やしましょう。

　季節の食材を使って、料理のきほんを学び
ます。経験豊富な講師が受講生のレベルや
要望を確認しながら講座を進めていきます。
お料理未経験の男性も大歓迎。

　これからのセカンドライフをいきいきと
健康に過ごすため、手軽でおいしくバラン
スのとれた食事作りのコツを学んでいきま
す。こども達が巣立ったあとの、夫婦２人
だけの暮らしに彩りを加えてみませんか。

福祉住環境コーディネーター養成講座
～3級取得をめざして～

素敵にエスニック
～テーブルコーディネイトもご一緒に～

エンパワーメント講座　介護の心得入門
～がんばらない介護を目指して～

　医療・福祉・建築分野の基礎知識や福祉
用具などについて学習します。11月の試験
に向け始めは隔週、試験直前は毎週のスケ
ジュールを組みました。

　スパイシーなエスニック料理をピックアップ!
手軽に色々な国の味を楽
しみましょう。お料理がよ
り素敵に見えるテーブル
コーディネイトも一緒に学
びます。

　もしもの時に備えて、古武術を取り入れた介護
方法や心のケア、また介護保険のしくみなどにつ
いて学びます。

◆再就職準備セミナー
女性のための簡単ビジネス英会話
　初級レベルのビジネス英会話を学んで、再
就職の際の強みにしませんか？テキストを使い、
簡単な応対ができることを目標にしましょう。

＜主な内容＞
・高齢者、障害者を取り巻く社会状況と住環境
・福祉住環境コーディネーターの役割と機能
・在宅介護での自立支援のあり方
・高齢者に多い疾患別にみた福祉住環境整備
・福祉住環境整備の共通基本技術
・生活行為別にみた福祉用具の活用
・少子高齢社会と共生社会への道　など

＜主なメニュー＞
トム・ヤム・クン、クスクス、ムサカなど

＜主なパン＞
ブレッチェン、ごまパン、
シナモンロールなど

透明粘土すけるくんで作る雑貨
～アクセサリーと小物～

よくばり園芸術
～プランターで作るおつまみ菜園～

実用書道
～暮らしに生かせる書～

健康のヨガ

オーブンクレイアートを楽しむ
～ミニチュアスイーツやアクセサリーを作りましょう～

マンション管理士
受験対策講座

　マンション管理士とは、専門
的知識をもって、マンション管
理に関して助言・指導する国
家資格です。講座では、11月
下旬に実施の試験合格を目指
して、必要な項目を学びます。

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

［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 地図 7

〒136-0072　江東区大島4-5-1
3637-2263　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 8

 男女共同参画推進センター 〒135-0011　江東区扇橋3-22-2
5683-0341　FAX5683-0340 ［交通案内］都営地下鉄新宿線・東京メトロ半蔵門線　住吉駅から徒歩12分 地図 9

【紹介する俳人】
正岡子規・高浜虚子・水原秋桜子・高野素十・阿波野青畝・
山口誓子・西東三鬼・富沢赤黄男・秋元不死男・加藤楸邨・
石田波郷・中村汀女・星野立子・橋本多佳子・三橋鷹女・
夏目漱石・芥川龍之介・久保田万太郎・金子兜太・宇多
喜代子・鷹羽狩行・稲畑汀子など

＜主な内容＞
・細胞のなりたち　・「ヒト」が生まれてくるまで
・ヒトのカラダも再生している　・ES細胞の登場
・iPS細胞の誕生　
・iPS細胞の誕生は何をもたらすのか　など

レベル：パソコン操作初級程度
　　　　（Excelを使用したことのある方）
持ち物：ノートパソコン　OS＝WindowsXP　Office＝2003 Editions
※ 講座終了後、希望者には認定試験の実施や合格後の 
再就職準備のお手伝いもいたします。

推進センターでは受講生が学習している
あいだ、お子さんをお預かりします。
・対　象： 1歳6か月～就学前幼児
・保育料： 300円（おやつ代含む）
・申込み： 講座申込み時、要予約（推進

センター講座の保育は推進セ
ンターのみで受付ます）

男女共同参画推進センターの保育について

改修工事中（3/31まで）のため、電話・FAX・
はがき・インターネットでの受付となります。
電話受付：9時～17時（土曜・日曜・祝日は休館）


