
お申し込みは、各センター電話・窓口で先着順
※下記講座は、3月より募集を開始しています。定員になり次第締切ます。

※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。
※表中の網掛けは新規講座です。それ以外は継続講座となります。
※　　 は協力講座です。講師・受講生が中心となって運営する講座に、財団法人江東区地域振興会が
　事務的な面でサポートしながら実施する講座です。
【開館時間】 9：00～22：00　※男女共同参画推進センターの受付は9：00～17：00
【休館日】    第1･3月曜日　森下・古石場・東大島・砂町の各文化センター
　　　　　 第2･4月曜日　江東区・豊洲・亀戸の各文化センター、総合区民センター、男女共同参画推進センター
【主催・相談窓口】  財団法人江東区地域振興会　〒135－0016  江東区東陽4－11－3　☎03－3644－8111㈹

 江東区文化センター 〒135-0016　江東区東陽4-11-3
☎3644-8111　FAX3646-8369  東大島文化センター

 総合区民センター

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

〒136-0072　江東区大島4-5-1
☎3637-2261　FAX3683-0507

なぜなに温泉研究所

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

ジュニア落語倶楽部

韓国の針しごと
～ヌビ･ポジャギ･刺繍～

小名木川リバーガイド養成

　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。

　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。

　実践に即した自然や歴史に関
するテーマを学習し、ミニクルー
ズ体験を交えながらガイドとし
ての知識を学びます。講座終了
後、認定を受けた方はリバーガ
イドとしての道が広けます。

講師作品

 森下文化センター 〒135-0004　江東区森下3-12-17
☎5600-8666　FAX 5600-8677  砂町文化センター 〒136-0073 江東区北砂5-1-7

☎3640-1751　FAX 5606-5930

 古石場文化センター 〒135-0045　江東区古石場2-13-2
☎5620-0224　FAX 5620-0258  豊洲文化センター 〒135-0061　江東区豊洲2-2-18

☎3536-5061　FAX 5560-0505

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

 はじめての英会話

ポップアップ絵本を作ろう

　飛び出す仕掛けが
かわいい４ページの
本格的なポップアッ
プ絵本作りに挑戦し
ます。サンプル作品
のほか講師作品も現
在展示中です。

　パソコンを使ったことがない、初心者向
け講座です。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。※Windows XPのノートパソコンをご
持参していただきます。

　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？
　アクセサリーや
小物を作ります。

　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。口笛は口輪筋
を鍛え、複式呼吸で健康増進にも効果が
あります。小鳥のような口笛で上品に楽
しく演奏してみませんか。

三国志の世界
～演義に見る英雄・豪傑たち～ タップダンス教室　入門･初級

　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・豪傑たちの物語に迫ります。
＜主な内容＞
・「正史」と「演義」
・赤壁の戦い　ほか

　基本ステップを覚えれば誰で
も楽しく踊れます。足腰を鍛え
反射神経を養いながら、軽快な
ステップにチャレンジ！
※シューズ（16,000円～）の斡旋があります。

  これからはじめる！
パソコン入門講座

透明粘土すけるくんで作る雑貨
～アクセサリーと小物～ 楽しい口笛教室

　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･･･。温泉を楽しむちょっ
とした知識をお教えします。

　“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。

カラカラ浴場（ドイツ：バーデン・バーデン）

●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

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

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　石本裕吉ほか

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

ハングル中級　協力
 大学書林国際語学アカデミー派遣講師

水
14

19:00～21:00
5/13～9/30 20 20,000円

2,500円

中国語中級　協力
 大学書林国際語学アカデミー派遣講師

木
14

19:00～21:00
5/14～9/24 20 20,000円

500円

「徒然草」と人生　協力
 お茶の水女子大学名誉教授・城西国際大学教授　三木紀人

金
10

19:00～20:30
5/15～3/6 10 15,000円

●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

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

韓国の針しごと ～ヌビ･ポジャギ･刺繍～
 ㈲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

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

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

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

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

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

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

●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

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

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 10 8,000円

2,000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 10 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 5 13,000円

2,000円

ジャズダンス　協力
 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

なし

※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。
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ハワイアンジュエリーを作ろう

　純銀粘土を使って、ペンダントやチャー
ムなどオリジナルジュエリーを作ってみま
せんか。
＜主な内容＞
・ホヌ（亀）のペンダント
・モンステラのチャーム　ほか 講師作品

参考作品

原節子とその時代

　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美しさと演技で、
日本映画の黄金期を支えた伝説の女優・原
節子の27年間の女優人生に迫ります。

●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

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 10 12,000円

1,300円

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 10 5,000円

500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 5 12,000円

2,000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 5 8,000円

300円

唄おう！ 懐かしの昭和歌謡　協力
 二期会会員　福山出

木
10

19：00～21：00
4/16～10/15

若干
名

13,500円
300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

ボールdeボディメイク ～ウェストまわりをすっきり～
 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 5 13,000円

なし

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
5/13～10/7

若干
名

16,000円
6,500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 5 12,500円

なし

 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

近代の都市と劇場
～日比谷・有楽町界隈～

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～

　帝国劇場や芸術座など、時代
とともに変貌をとげてきた劇場
の魅力を移り行く時代とともに
探ります。

　演劇的要素を取り入れた身体
表現を学び、“心を伝える力”、
“感じる力”を伸ばしていきます。

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

　演奏を聴くだけでなく、歌ったり
楽器に触れたりしながら音楽への興
味を育んでいくプログラムです。
※ 3才～ 6才のこどもと保護者が対象
です。

授業風景

iＰＳ細胞って何？
～生命科学の最前線に、ようこそ～

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～

　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。

　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、福祉住環境コーディネー
ター3級取得をめざします。5/14 「生きている」とは何か

5/21 細胞のなりたち
5/28 細胞も話をする
6/4 体のつくりかた
6/11 「ヒト」が生まれてくるまで
6/18 ヒトのカラダも再生している
6/25 ＥＳ細胞の登場
7/2 iＰＳ細胞の誕生
7/9 iＰＳ細胞の誕生は何をもたらすのか
7/16 まとめ

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～

　天然石やガラ
スのような仕上
がりになるクレ
イアート。オリ
ジナルアクセサ
リーや雑貨を作りましょう。

　もしもの時に備えて介護保険や古武術を
使った介護術、心のケアなどを学びます。
※ 「エンパワーメント」とは、自分自身の力を引き出し、
問題を解決していくことです。

　「英会話を習うことが初めて」という方を対象にしたクラス
です。講師は江東区英会話力認定者協会（※）派遣の講師です。
　受講を希望される方は各センターまでお申し込みください。
〔ガイダンス　4/26㈰ 14：00 ～　会場：江東区文化センター〕
※補充募集のためご受講頂けない場合もあります。

クラス概要（半期15回）
●受講料：12,000円 ●教 材 費：3,200円
●定　員：20名  ●授業時間：90分
●開催館： 森下、古石場、東大島、砂町の各文化センターで

午前・夜間に開催

※江東区英会話力認定者協会（ESVA）
　 文化センター英会話講座卒業生を含む、高い英会話力を持つ人
たちによるボランティア組織です。

＜主な活動＞
　・江東区内文化センター「はじめての英会話」講師
　・江東区老人福祉センター「英会話講座」講師
　・小学校「総合学習」での英会話指導
　・イベント通訳　など

　セカンドライフを健康に過ごすため、お
いしくバランスのとれた料理を学びます。
※ 「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。

 ● メニュー（予定）
　鮭の酒蒸し もみじおろし
　根菜とこんにゃくのごま味噌煮　ほか

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～

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～

●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

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 6 8,000円

2,000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 8 6,000円

2,400円

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

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

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

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

●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 20 7,000円 

400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 10 6,000円

100円

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

8 13,000円
300円

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

火
5

19:00～20:30
5/26～7/20

若干
名

3,500円
300円

（※）「東京の地下鉄を知る」外出講義日は曜日・時間が異なります。

●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

ｉＰＳ細胞って何？  ～生命科学の最前線に、ようこそ～
 慶應義塾大学医学部生理学教室　特別研究助教　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

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

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

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

料理のきほん
 ㈳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

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

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

若干
名

3,000円
3,000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

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

若干
名

3,500円
100円

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

若干
名

7,500円
3,500円

開
　
講

　
日

午前クラス
（10:30～12:00）

夜間クラス
（19:00～20:30）

5/7（木） 東大島文化センター 砂町文化センター

5/8（金） 砂町文化センター 古石場文化センター

5/12（火） 森下文化センター 東大島文化センター

5/13（水） 古石場文化センター 森下文化センター

「はじめての英会話」クラスの特徴
・講師は全員日本人講師。
・1クラス約20名に対し、講師3～4名による指導。
・基礎（中学1年生レベル）からのゆっくりしたペースの事業。

「徒然草」と人生

　月に一度のペースで「徒然草」
をテーマ別に読み解きます。現
代の映画、小説なども参考にし
ながら、講師と共に作者兼好の
心に近づきます。時代を越えて
輝き続ける日本最古の随筆を味
わいましょう。
使用テキスト
講談社学術文庫
「徒然草（一）全訳注」 著  三木紀人

宮城県栗原
「農家民宿
 たかまった」

使用テキスト

「麦秋」佃雅織画

ボールdeボディメイク
～ウェストまわりをすっきり～

　手のひらにのるサイズのス
モールボールを使って、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
ズを行います。

江戸文字教室 ～勘亭流～

　江戸時代安永年間に御家流書道指南、
岡崎屋勘六が確立したとされる「勘亭
流」。歌舞伎の看板や番付を華麗に演出
する「勘亭流」を学んでみませんか。

講
座
風
景

発表会風景

スキルアップを
目指しましょう

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）

　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。
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。

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）

＊ 推進センターでは受講生が学習しているあいだ、お子さんをおあずかりしています
（講座申込時、要予約　先着順）。詳細はお問い合わせください。

講
師
作
品
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私達は地域社会に根ざし、「ご家族みんなで気軽にご利用
になれる美容室へ」と、「お客様の喜びが私達の成長につな
がる」をモットーに、さらに50周年を目標に精進いたします。
今後共よろしくお願い申し上げます。

初めてご来店の方30％OFF

おかげさまで38周年
地域の皆様ありがとうございます。
おかげさまで38周年
地域の皆様ありがとうございます。
おかげさまで38周年
地域の皆様ありがとうございます。

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 !! 豊洲ジュニアバレエ
豊洲文化センターレクホール
（木）4：00～　 2クラス制
深川ジュニアバレエ
門前仲町 深川スポーツセンター
（水）6：00～

豊洲・深川

生徒募集中
お問い合わせは各クラス担当まで
随時ご入会していただけます
※2010年  第3回発表会予定です

（3才～）見学・体験可

担当

担当

〒136－0076  江東区南砂1－5－27-101　woodwork NAGAO内 
Tel&Fax：03－3699－6186　E-Mail：woodwork@lime.ocn.ne.jp

伝統の
指物技術で、
ご希望の家具を
制作いたします。

留袖レンタル着付　¥20,000～

●主婦クラス（50代・60代中心）
　月謝￥7,350～（月4回・1回110分）
●TOEIC　中上級会話クラス

NHK講座の外国人講師等によるレッスン
英語会話クラス

●中学生、高校生
英語受験クラス

●フランス語・ロシア語・スペイン語・アラビア語・
　中国語・韓国語・チェコ語・オランダ語・インドネシア語
　月謝￥7,350～
●フリートーキングクラス有　フリートーキング 1回￥1,575～

その他外国語

合  格  実  績
成城高、明大付高、海城高、新宿高、戸山高  他
一橋大、東工大、学習院大、日大、早稲田大  他

外国人講師
による会話リスニング

クラス併設

NHK講座
イレーネ先生

NHK講座
ナハラ先生

ホームページ  http://kirakureiki.jp 
☎03－5690－0733
　 office@kirakureiki.jp

ストレス社会の現代で
疲れた心と身体を
癒しませんか？
心と身体を癒して
健康で楽しい毎日を
送りましょう !!

潮見駅徒歩2分

卓上バーナーワークを使って、ガラス工芸
の技法「バーナーワーク」を体験します。

「楽しくうたおう！ イタリアのうた」の会
090-9137-2443 美野輪洗足学園音楽大学教授　捻金正雄

金
夜間

シルクスクリーン自主講座
　　野々宮幸雄

絵てがみ虹の会
 　メンバーのみで活動

ユリコジャズダンス

ゆかりジャズダンス
3615-3140 清水茂呂由枝バレエ＆ジャズダンスカンパニー講師　山内由香里

金
午前

プアナニ髙橋ハワイアンフラ江東
3630-3939 髙橋全日本フラ協会理事　プアナニ髙橋

金
午後

江東フォトクラブ
全日本写真連盟理事　岡本美知子ほか

月1回水
夜間

江東スピリッツ・マジシャンズクラブ
スピリット企画代表　スピリット百瀬

2・4水
夜間

江東童謡唱歌の会
音楽家　板井行雄

月
夜間

メロディー（混声合唱団）
作曲家　石原真

火
夜間

深川よこぶえ会
しのぶえ奏者　中盛恒雄

1・3月
夜間

江東マンドリンクラブ
日比野マンドリン研究会主宰　日比野俊道

水夜間
2土午後

たつみ会端唄・三味線教室
端唄根岸家元　根岸悦子

月3回金
午後・夜間

大正琴絃容会
日本大正琴協会常任理事・絃容会会主  小林絃容

土
午前

しの笛倶楽部
しのぶえ奏者　中盛恒雄

隔火
夜間

登舟会（端唄・三味線）
根岸流名取師範　岡本登舟

隔木
午後

ボサノヴァ自主グループボサハンコス
ギタリスト　西山史翁

火・木
夜間

江東ジョイスプリングス
ミュージシャン　後藤裕二・井上眞・大江文孝

木
夜間

江東アコーディオンクラブ
全日本アコーディオン連盟理事　西尾正

隔日
午後

もくもく英語
 　Wendy Bradford

木
午前

みんなではなそうにほんご
 　メンバーのみで活動

火
午前

プランタンにほんご教室
日本語講師　池田康子ほか

水金
午前

グッドナイトにほんご
 　メンバーのみで活動

水
夜間

楽しい中国語
女子栄養大学中国語グループ　黄文藍・小林弘典

金
夜間

こうとう演劇ワークショップ
現代座演出家　日下部煕

水
夜間

江東きりえの会
3645-7667 稲垣

047-353-5528 塚越

3615-1878 板倉

5609-9339 福士

045-981-3278 渡辺

3649-0317 野木

047-449-5257 太田

3645-9536 新妻
boofoowoo_61@hotmail.com

3658-2826 大石

3647-0935 町田

3630-0535 大倉
okurahan@aol.com

6228-1908 戸島
rsd84577@nifty.com

3681-4700 松本

3800-9339 根岸

3646-9654 野沢

3645-6443 安田

3643-2596 石川

090-1111-5747 橋爪
aiueui@mail.goo.ne.jp
3640-1634 井上
tokyoorigamikai@yahoo.co.jp

5245-4001 森野

3645-5937 箕浦

3551-1861 岡本

3638-3248 坂

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

3644-1656 五十嵐

5245-6687 磯貝

3645-7581 老沼

090-9834-8310 横山
kotoaco@yahoo.co.jp

3648-4120 鈴木

090-5406-1834 中澤

UNIVERSE（時事英語会話）
Serge Heyman

月
夜間 3649-5838 高橋

木ようびの日本語
 　メンバーのみで活動

木
午前 3534-2275 鈴木

3637-8405 成松

3630-1367 小泉

3630-1878 酒井

3647-5720 松本

3624-1531 嶋田
090-4749-3289 池田

3646-5950 田村

5690-5133 大沼

3683-8217 大場

090-8877-4361 大塚

3640-0614 堀江
koto48@hotmail.com

3630-3939 髙橋 　メンバーのみで活動
2・4金
午後

3615-0966 田中2・4木
午後

3648-7885 福井火または水
夜間

3月
午後

火
夜間

月3金
夜間

1・3月
夜間

火
夜間

1・3木
午後

木
午後

木
夜間

1・3土
午後

1・3月
午前・午後

木
午前・午後

木・土
午前

月3回水
午前

土
午後

1・2・4
土午後

1・3火
午前・午後

2・4水
午後

火・土
午前

隔木
午後

月3回木
夜間

木・土
午前

パステル画を描く会
 　メンバーのみで活動

日本画教室
日本画家　渡辺功

江彩会（水彩画）
西新宿美術研究所所長　牛嶋毅

木彫同好会
木彫講師　荒居和子

江東バードカービング愛好会
バードカービング指導者　中島啓文

鎌倉彫文月会
鎌倉彫作家　松本裕代

陶花会（陶芸）
陶芸家　栗原靖彦

江陶会（陶芸）
陶芸家　栗原靖彦

江東うるしの会
（社）亜細亜美術交友会常任委　阿部軍吉
江東おりがみ（東京おりがみ会）

折紙研究家　井上文雄
花のフランス刺繍グループ

刺繍研究会講師　箕浦環
坂くに子のパッチワーク
Studio Art Quilt Associatiates会員 坂くに子
手編みサークルデイジー
日本編物文化協会特別会員　五十嵐優江
ぬくもり会（手工芸講師連盟）

文科省認定・編物検定審査員　老沼秀子
川名ニットサークル
日本編物文化協会手編指導員　川名よし子
陶芸サークルひまわり
陶芸家・東京芸術大学陶芸科講師　小田昭典ほか

リフォームQ（洋裁）
アトリエQ主宰　石渡久子

花大好き！ 暮らしのフラワーデザイン
NFD正会員　田村玉子

ボビンレースの会
手工芸家　吉田祝子

古代史の会
共立女子短大教授　前之園亮一

カルチャーダンスサークル
JATD日本舞踏教師協会会員メンバー　髙橋昌子

3633-3536 磯崎茂呂由枝バレエ＆ジャズダンスカンパニー講師　山内由香里
水
午前

かな書道清和会
5683-7265 大須賀毎日書道展かな部会員　小久保展代

とんぼ玉の会
ガラス工芸デザイナー　二宮紗由香

1・3月
午後・夜間

3630-8650 豊福月2回水
夜間

碩神文会（楷・行・草・隷・篆書）
3641-6094 米久保

3615-2842 宮本

3648-1918 川澄

042-425-7473 三浦

3640-8470 山村

3631-0597 鷲谷

3630-1272 近藤

3644-5596 川田
yeticycle@mac.com

3641-9344 柳瀬

日展会員　小池青皚
自主講座ペン字会

日本書道教育学会監事　城戸筑水
楽印会（篆刻）

日本遊印アート協会顧問　川澄光雄
江東篆刻研究会
朝日カルチャーセンター横浜教室講師・篆刻家  豊岡歩齋
玄陽書道会
日展会友・毎日書道展審査会員　室井玄聳
油絵サークル“土筆”

メンバーのみで活動
「ゆめとき」の会（油絵）
画家（元東京芸大非常勤講師）　松田幸三

彫塑サークル
日本彫刻会会員　川田晃一

聖山会（水墨画）
全日本水墨画会会長　塩澤玉聖

1・3火
夜間

月2回木
午後

2・4火
夜間

1・3・5金
夜間

1・3金
午後

土
午後

土・日
午前・午後

2・4水
夜間

隔火
午後

講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日
時間帯 講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日

時間帯 講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日
時間帯

やさしいヨーガ
フリダヤヨーガ主宰　田辺裕子

水
午前

すてきに表装
3645-0557 榎本2・4水

午前

更紗会
3641-6696 横田江東区登録無形文化財保持者　佐野利夫

水
夜間

江戸切子あさのは会
3643-0530 澁谷江東区指定無形文化財保持者　小林英夫

木
夜間

江戸切子教室　小林切子会 wahaha104@hotmail.com
丹羽江東区指定無形文化財保持者　小林英夫

金
夜間

川名ニットサークル
5378-4625 加藤日本編物文化協会手編指導員　葉賀笑子

金
午前

日本刺繍森下教室
3630-3923 岡島石井刺繍教室　川田昌子

1・3土
午後

Myフィットシューズ 090-1034-6036
猪瀬（連絡は夜のみ）前㈱ロマン取締役工場長　釼持博志

水
夜間

森下うるしの会
3699-0306 張替江東区登録無形文化財保持者　前田仁

2・4土
午後

江戸和竿寿晴深川会
5621-5991 大塚江戸和竿職人　山崎寿晴

1・3土
午後

手描友禅の会
3641-0813 谷江東区登録無形文化財保持者　和田宣明

土
午後

鬼平熱愛倶楽部
3640-7094 西坂 　

2・4土
午後

裏千家晴和会
3633-6440 菅野茶華道会派遣裏千家教授　松澤宗晴

1・3水
午前

森下パソコン教室 050-5552-9518 加藤
playpc@post.email.ne.jpPlay PCぱそこんすくーる代表　加藤ゆかり

水
夜間

琉球三線愛好会　ちんだみーず 090-2562-0130 坂部
hija-juka@docomo.ne.jp野村流古典音楽保存会　大城貞吉

水
夜間

森下ハーモニカ・ハーモニー
3846-4161 田中日本ハーモニカ芸術協会常任理事　田邊峯光

隔金
夜間

深川リコーダーアンサンブル
090-7207-8129 堀内 　 

土
午後

MORIS-ITALIANO（イタリア語）
3846-6943 岩渕オペラ翻訳家　とよしま洋

木
夜間

外国絵本を楽しもう
3646-1280 上條立教大学講師　斎藤美加

2・4土
午前

ダンスエクササイズ
3633-2657 市川フリーインストラクター　加藤美里

火
午前

フェイスストレッチング 090-8800-4133 金崎
goldendonapooh@docomo.ne.jpフェイスストレッチングインストラクターカラーコーディネーター　斉藤ゆき子

月
夜間

朗読の会　華か語（はなかご）
3846-5203 杉本劇団かっぱ倶楽部主宰　新城彰

金
午後

ワイン講座
090-2206-0240 吉田日本ソムリエ協会シニアワインアドバイザー　嘉村浩剛

4土
午後

森もり会
3648-6969 村瀬学芸員　久染健夫

金
午後

版画教室
3631-8249 日花

3480-6605 田辺

版画家　舩坂芳助
火
午後

玄聳会森下教室（書道）
090-4726-1354 細井日展会友・毎日書道展審査会員　室井玄聳

火
夜間

金敷駸房の暮らしの書道
3632-0761 古村毎日書道展審査会員　金敷駸房

1・3・5金
午後夜間

東風書道会
3633-6882 渡津日展会友・毎日書道展審査会員　森桂風

土
午前

交諄会（書道・篆刻）
3646-4730 牛山毎日書道展審査会員　関久治

2・4木
夜間

ちぐ紗会（ペン習字）
3634-8976 古庄文部科学省認定社会通信教育講師 大原一紗

2・4金
夜間

ヴィリジャン（油絵）
3633-3612 大川 　 

1・3金
夜間

すみれ・アート（トールペイント）
3965-9310 成川米国ペインティング協会（SDP）会員　成川すみえ

2・4月
午前

講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日
時間帯 講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日

時間帯 講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日
時間帯

導会技術指導員　堀口れい子

ヨーガ体操、呼吸法、瞑想法を学び、
ゆっくりとした動きで心と体を調えます。

 江東区文化センター 〒135-0016　江東区東陽4-11-3
☎3644-8111　FAX3646-8369

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

やさしいヨーガ

交諄会（篆刻）

森下ハーモニカ・ハーモニー

朗読の会　華か語

油絵サークル土筆 江東篆刻研究会

江東バードカービング愛好会 花のフランス刺繍グループ

坂くに子のパッチワーク 手編みサークルデイジー

江陶会 江東おりがみ（東京おりがみ会）

江東マンドリンクラブ 川名ニットサークル

ボビンレースの会 花大好き！暮らしのフラワーデザイン

こうとう演劇ワークショップ

江戸和竿寿晴深川会 Myフィットシューズ

［交通案内］東京メトロ東西線東陽町駅から徒歩5分

［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

このマークは自主グループの写真を掲載しております。
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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。

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

体験レッスン受付中です。

4月生
4月22日（水）～3ヶ月

03－3657－9594
090－5494－1872 矢島

ベンツェ先生
サンフランシスコ生まれ
N.H.州大言語学科卒

ベンツェ先生
サンフランシスコ生まれ
N.H.州大言語学科卒

英会話右脳初
級
最初の
授業から

笑いが
いっぱい

0、1才と母親 2、3才と母親 4、5才と母親
小1、2 小3、4 小5、6
成人熟年 成人午後 成人夜間

話せる
自分が

他に教材費など
の支払いなし

3ヶ月毎回出席し、進歩が
みられない場合、月謝全額返金保証

1ヶ月4,500円

亀戸・豊洲 各文化センター

FAX 0120－974－586
  ☎  03－6277－1522

イングリッシュアカデミー
www.english-academy.jp

英会話

創業 60 年
信頼と実績

【販売/修理】家庭用・工業用 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！

HIP HOP MASTER 090-9186-3833 カヨ
kayo_snoopy_89@yahoo.co.jpヒップホップダンサー　KAYO（カヨ）

隔土
夜間

翠千会（茶道） 3649-7765 小原
tomiko-rara@m6.gyao.ne.jp表千家講師　小原宗富

月2～3回
火・土
午後

楽しく学ぶドイツ語 090-4064-7721 齋藤
hachiman1934@ninus.ocn.ne.jp欧日協会講師　アンドレアス・ヴァルナー 要問合

新舞踊教室・子どものための童謡舞踊 3641-7760 細川

3643-4363 林

細川民族舞踊研究会宗家　細川千光ほか
隔水
午後

Star of Soul（ゴスペルコーラス） gospel1061@yahoo.co.jp 大熊山口浩和ヴォイストレーニングスクール講師　山口浩和
月2～4回土
午後

楽しいスクラップ・ブッキング 5690-6881 森野スクラップブッキング作家　武田今日子
2月
夜間

大正琴絃容会「華ぼたん」 3820-8723 池田日本大正琴協会師範・絃容会講師　八和田絃容恵
2・4月
午後

土画の会（アクリル画） 5600-1340 岩佐東京芸術大学日本画修課程（4学年）　石原孟
2・4土
午後

ザ・ドリームスクエア・ジャズオーケストラ
トロンボーン奏者　西山健治

1・3土、
2・4日
夜間

すまいる会（水彩色鉛筆画） 3615-5661 佐々木現代童画会会員　中根和美
1・3金
午後

パパス・コーラス（男声コーラス）
二期会会員　福山出

月3回金
夜間

遊人会（はがき絵） 090-5303-5474 谷日本遊印アート協会顧問　川澄光雄
1・3金
夜間

楽しいハングル 火
夜間

恵墨会（墨彩画） 3643-7565 大槻国画水墨院副理事長　横山恵芳
1・3木
午後

江東の町なみを探る 3384-5839 荒居建築家・町なみ研究家　荒居康明
1土
午前

ルーシーダットン（タイ式ヨガ）

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

080-3129-2435 鴇田

3682-9327 戸原

3642-4329 中元

日本ルーシーダットン普及連盟　　　　　　
認定インストラクター　河野明美

江戸・東京　落語の舞台を歩く
読売新聞東京本社編集委員・落語評論家　長井好弘

隔水
夜間

半期13回金
午後

090-2751-9660 吉田ハワイアン　リボンレイ
Lei ALOHA主宰　山下エミ

～お勤め帰りに～ リラックスピラティス
FTP認定インストラクター　渡辺りな

自由に描くパステル画教室
版画家　宮寺雷太

1金
午後

3959-7515 堀江ハワイアンキルトサークル mili mili
キルト作家・カラーコーディネーター  堀江玉枝

2・4土
午後

3649-0978 佐藤すずらん会（アートフラワー）
江東手工芸協会会員  向山晴子

１・３木
午前

3646-5808 伊藤手作りを楽しむ手芸教室 ～刺繍・小物編～
江東手工芸協会会員  伊藤浩子

１・３金
午後

5677-3651 奥村紅型染古石場
染色家  白川冨枝

1･3水
午後

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

下町写真倶楽部
写真家　坂田薫

3土
午後

3643-3780 又賀室井玄聳書道会　古石場
日展会友・毎日書道展審査会員　室井玄聳

火
午後

3641-8688 横山ウクレレで楽しく唄おう
ハワイアンアカデミー主宰　清水峰生

2・4水
夜間

2・4土
午後

楽しいイタリア語（中級）
早稲田大学講師 フランチェスカ・ウジッコ

木
午前

年代を問わず行なえる、負担の少ないタ
イの仙人体操・ルーシーダットンで、健康
な身体作りを目指しています。 

otu_pira@yahoo.co.jp
高橋

隔木
夜間

古石場ムービー倶楽部（ビデオ製作）
メンバーのみで活動 090-2254-4300 幸田月1回土

午前

グループ名　講師名 連絡先　代表者名曜日
時間帯 グループ名　講師名 連絡先　代表者名曜日

時間帯 グループ名　講師名 連絡先　代表者名曜日
時間帯

3641-2822 賀田
よし  だ

とき  た

090-3081-9471 續
chlgomhangul@rr.em-net.ne.jp

つづき

立教大学大学院博士課程　李　玟
イジョンミン

サークル花と木～植物園へ出かけよう～ 3533-8754
090-2201-9829 吉金緑・花文化士　綿引寿三郎

月1土か日
午後

ゆきの会（書道） 3534-9234 松前慶山会会員　佐々木裕紀子

さーくる・彩
環境芸術家　三木祥子

火
午前・午後

一玄会（書道） 3532-4957 川名日展会友・創玄書道会理事　室井玄聳
水
夜間

045-716-2455 横田1・3月
夜間

薫豊会書道教室 3521-5327 小田原毎日書道会会員　阿部桂石
木
夜間

豊洲カリグラフィーサークル toyosucc@yahoo.co.jp
浦田カリグラファー（ＪＦＣＣ）　浦田和代

月1回土
午前

豊洲篆刻同好会 3647-0656 広川日展会員・全日本篆刻連盟副理事長　内藤富卿
1・3木
午後

豊洲一期会（油絵） 3647-0719 西村江東区美術協会会員　西村潔
金
夜間

聖山会豊洲教室 3644-1450 小林全日本水墨画会会長　塩澤玉聖
2・4木
午後

豊洲デッサン教室 3646-1386 村山新制作協会協友　永田由利子
隔水
夜間

豊洲写光会（写真） 3684-3028 鳥居講師は写真家に依頼
3土
午後

アイヌ紋様を刺す会 3701-6763 鈴木関東ウタリ会　八幡智子
原則3月
夜間

ゆたかに表装 3532-1066 石塚2・4水
午後

プアナニ髙橋ハワイアンフラ豊洲 047-485-6848 宮田全日本ハワイアンフラ協会理事  プアナニ髙橋
金
午前

講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日
時間帯

トヨスダンスサークル 3641-0934 太田（財）日本ボールルームダンス連盟東部総局審査員　植田友善・啓子
火
夜間

朗読グループ「座・深川」 3521-0515 中澤日本演出者協会会員　由布木一平
月2回土
午後

大正琴コスモス 3521-2635 太田日本大正琴協会理事・絃容会会主　小林絃容
１・2・3
土午後

ノリマダン（コリアン打楽器） 090-4543-1471 柳
norimadang@hotmail.comコリアン舞踊家　柳京華

土
午後

原語で唄おうハワイアン 3645-8340 吉田日本ハワイアン音楽協会常務理事　白石信
1月
夜間

ムーラン・ルージュ（シャンソン） 090-6113-4596 篠原フランス語教室主宰　梅原英正
木
夜間

中国語自主講座 048-991-5481 松村教育委員会派遣区内小中学校日本語講師　何小京
金
夜間

古文書サークル 3641-7887 石田駒澤大学非常勤講師　鈴木雅晴
2・4木
夜間

つりてんぐの会 04-7153-3389 片桐東京勤労者つり団体連合会名誉会長  加藤恵司
3金／夜間
月1日／昼

講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日
時間帯

導会技術指導員　堀口れい子
水彩色鉛筆を中心に自由な画材と発想で作品づくりを
行っています。メンバーは、それぞれの個性や良いとこ
ろをのびのびと表現できる時間を、ゆっくり、じっくりと
楽しんでいます。 

亀戸まちのサポーター会議 3646-8465 小田部月１不定期
午後

ヨガピラティスまりの会

芝居仲間いづみ

3846-8410 飯髙

5548-1375 豊増
yosit28567@ezweb.ne.jp

090-7238-1857 松原

水彩画教室「豊増」
水彩画家　豊増良雄

YPS国際認定講師　飯髙真理子

江戸の針
ちりめん細工「江戸の針」主宰　三好裕子 遊び心の書

こだま書の教室主宰　山崎祥馨

1・3金
夜間

農的暮らしのすすめパートⅡ
090-9342-0881 雪森

増刊 「現代農業」 編集主幹　甲斐良治

月１回木
夜間

不定期
夜間

3月
夜間

3643-6671 江川1・3火
夜間

絵手紙（カメリア福包の会）

グループkito

はじめてのビーズアクセサリー教室

5626-5783 沢地日本絵手紙協会公認講師　古保淳子
1水
午後

絵手紙（笑顔の会） 3637-2740 古川日本絵手紙協会公認講師　古保淳子
3水
午後

3536-4456 山中
FAXでお申し込み下さい作家・脚本家　竹内日出男

月1不定期
夜間

090-4948-9739 大滝
文化服装学院特別講師　大滝あやこ

2・4水
午後

講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日
時間帯 講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日

時間帯

3645-7507 三好2･4水
午後

絹織物のちりめんや古布を縫い合わせ
て、季節ごとの動植物などをモチーフに
細工物を作成しています。 

講師による各地の紹介や、会員が情報を
持寄り見学・体験実習等を行い、農的暮
らしの輪を広げます。

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

ルーシーダットン自由に描くパステル画教室

新舞踊教室・子どものための童謡舞踊 ザ・ドリームスクエア・ジャズオーケストラ

Star  of  Soul ハワイアン　リボンレイ

［交通案内］東京メトロ東西線門前仲町駅・木場駅から徒歩10分
　　　　　　JR京葉線越中島駅から徒歩10分　都営地下鉄大江戸線門前仲町駅から徒歩15分

 豊洲文化センター 〒135-0061　江東区豊洲2-2-18
☎3536-5061　FAX 5560-0505

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

ゆきの会（書道） 一玄会（書道） 豊洲篆刻同好会豊洲カリグラフィーサークル

アイヌ紋様を刺す会
プアナニ髙橋ハワイアンフラ豊洲 トヨスダンスサークル（こどもクラスもあります）ノリマダン

大正琴コスモス 古文書サークル つりてんぐの会（三浦半島剣崎灯台下の磯）朗読グループ「座・深川」

［交通案内］東京メトロ有楽町線豊洲駅から徒歩2分／新交通ゆりかもめ豊洲駅から徒歩1分

［交通案内］JR総武線／東武亀戸線亀戸駅北口より徒歩2分

このマークは自主グループの写真を掲載しております。

江戸の針 ヨガピラティスまりの会

亀戸まちのサポーター会議農的暮らしのすすめパートⅡ（収穫作業風景）
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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 ☎
● 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 ☎
● 場所　東大島文化センター

連絡先

NHK教育テレビ、趣味悠々、はじめての水墨画、講師

3月の無料体験（要予約）
月4回
教材費込（ 　 ）

毎週土曜日

3,150
4,200

劇団四季出身講師によるミュージカル教室

毎週水曜　入会金￥3,000　月謝制￥5,000～　清澄白河駅徒歩１分
15:00～15:45 キティ 16:00～17:00 キッズＡ 17:15～18:30 キッズＢ
【お問い合わせ】Tel・Fax 03－5856－2364　Mail office.blossom@gmail.com
 こちらもご覧ください！ 　  http://www.joykids-musical.com

■体験レッスン ￥1,000

江東区産業会館　第4展示室
（東西線「東陽町」駅下車 ４番出口右隣り）

4月18日（土）、19日（日）、27日（月）、
     28日（火）、29日（水）
5月3日（日）、4日（月）、5日（火）、6日（水）、
     16日（土）、17日（日）、18日（月）
※時間はすべて13：00～16：30

会場

日時

藤田

講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日
時間帯講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日

時間帯 講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日
時間帯

かな書道教室
書道玄海社会長・毎日書道展審査会員　三上栖蘭

木
午前

3683-5657 片山
yori52@mbn.nifty.com

3699-5026 鈴木
kosyo-367@pa2.so-net.ne.jp

稲野辺俊子パンフラワー教室
全日本パンフラワー協会副理事長　稲野辺俊子

2・4水
夜間 3644-5860 稲野辺

漢字書道教室
書道玄海社会長・毎日書道展審査会員　三上栖蘭

水
夜間

5609-4017 安田
3683-5657 片山
yori52@mbn.nifty.com

アートフラワー「コスモスの会」
江東手工芸協会講師　向山晴子

1・3水
夜間 3636-6353 河野

すがのたみおスケッチ教室
サロン・ド・パリ会員　菅野たみお

土
夜間

囲碁教室「水曜会」
日本棋院棋士八段　佐々木正

水
午後

東大島ウクレレ教室
日本ウクレレ協会名誉会員　山下好哉

1・3木
夜間 090-1439-5891 岩瀬

蘭瑶書道会
書道玄海社会長・毎日書道展審査会員　三上栖蘭

火
午前 3631-6079 山本

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

土
午後

（昼）3682-6821 雪森（夜）3684-7967
童謡・唱歌を歌う会

日本オペラ協会会員　福山恵
隔金
午後

火
午後

東大島大正琴教室
日本大正琴協会理事・絃容会会主　小林絃容

1・2・3火
午後 3681-2403 田中

3646-0055 田村

トモ・ダンスサークル
JATD日本舞踏教師協会会員　日吉智子

2・4月・火
午前 3682-3497 小山

水曜クラブ（英会話）
外国人講師

水又は金
午前

3640-0415 井上
upwell_@hotmail.com

5627-5686 伊藤
hiro0512@w4.dion.ne.jp

聖山会　東大島水墨画教室
全日本水墨画会会長　塩澤玉聖

1・3木
午後 3682-0182 宮原

大人のためのクラシックバレエ
エトワールバレエスタジオ主宰　土田美恵子

土
午前

3699-7981 堀江
s-tgw.fra-bal@docomo.ne.jp

アーチャークラブ（英会話）
江東区英語会話力認定者協会会員　笹川裕美子

水
午前

5624-0238 笹川
sasakawa@zc4.so-net.ne.jp鎌倉彫　文月会

鎌倉彫作家　松本裕代
1・3金
午前・午後

3土
午後

3681-4700 松本

スカール・プティ（バリ舞踊）
バリ舞踊家　富澤香寿美

土
午前

090-4051-7156 田中
sekar-p@hotmail.co.jp

パル英会話
江東区英語会話力認定者協会会員　柴田典子

木
午後

3638-2659 三柴
nanoshibata@ybb.ne.jp写遊くらぶ

写真家　唐沢哲朗 5683-8913 朝海

アイニーベリーダンス
アイニーベリーダンス主宰　松屋伊那子

月2回日
午前 3636-7888 松屋

東大島囲碁会
日本棋院普及指導員　東條秀文

金
午後・夜間

3682-1592 澤田
sawasoft@r9.dion.ne.jp

Enjoy English
江東区英語会話力認定者協会会員　今田好穂

A火午後
B木夜間 3636-0524 今田

プアナニ髙橋ハワイアンフラ東大島
全日本フラ協会理事　プアナニ髙橋 3630-3939 髙橋

写真クラブフォトロ 3647-3794 宮内写真家　宮本和義
4火
午後

047-336-3206 下谷金
午後

砂町デジカメ倶楽部 090-6182-1372 塚田写真家・テクニカルライター　那和秀峻
2･4月
夜間

ドラムを叩こう！ 070-5550-7811 斉藤ドラムを叩こう！　三根生啓
2･4月
夜間

ノースサンドハーモニカクラブ 3647-9874 池田日本ハーモニカ芸術協会常務理事　田邊峯光
1･3･4火
夜間

グラスアートとんぼ玉をつくる 直接見学に来てください。東京国際ガラス学院派遣講師
1･3金
夜間

ケーナ　ワイラ　デ　砂町 070-5668-9059 飯田ケーナ・サンポーニャ奏者　菅沼ユタカ
水
夜間

川名ニットサークル 3699-5196 石井日本編物文化協会講師　川名よし子
1･2･4火
午前

砂町実践カラオケ教室 3644-7681 香川作曲家　田中健一郎
2･4金
午後

さざんかの会（アートフラワー） 3699-1416 馬場江東手工芸協会　向山晴子
火
午後

ENGLISH NOW（英会話） 3684-0993 蕪木江東区英語会話力認定者協会会員　蕪木美枝子
木
午前

刺繍小物教室 3640-3745 小関江東手工芸協会　伊藤浩子
火
午後

ひまわり押し花 3824-1565 星野ふしぎな花倶楽部インストラクター　星野真理子
2水
午前

嵯峨御流生花自主教室 3681-7056 室井メンバーのみで活動
木
夜間

講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日
時間帯講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日

時間帯 講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日
時間帯

タイ語教室（※）

聖山会砂町教室

ソウルディスコダンシング

煌書会

絵画サークル 芽次知（めじち）

スケッチ教室 ワインの会

穂有会俳画山岸教室たんぽぽ会

わいわいフォトクラブ

東京外国語大学講師　ナタヤ・ヤマカノン

全日本水墨画会会長　塩澤玉聖

JIN DANCE FACTORY 代表 JIN　相馬仁

日展会友・毎日展審査会員　加藤煌雪

前橋工科大学講師　齊藤光晴

サロン・ド・パリ会員　菅野たみお

穂有会講師　山岸美佐子

全日本写真連盟理事　岡本美知子

木
夜間

1･3木
午前

水
夜間

火
夜間

水
午後

金
夜間

2金
午後

2火
午後

080-5642-4690 高橋

5626-6081 大森

3648-9821 宮島

3699-4933 播摩

3683-9420 清水

3646-2932 杉本

090-3228-9129 関口

茶道さざんかの会
遠州流茶道教授　戸川宗彬

2月
夜間

3648-9884 佐藤
平日18:00～21:00のみ

3640-3920 八木

049-264-7810 山岸

プアナニ髙橋ハワイアンフラ砂町
全日本フラ協会理事　プアナニ髙橋ほか

※「タイ語教室」は経験者対象です。まずは見学においでください。

1960～80年代のSoul系を中心に、当
時を知る方から知らない世代まで楽しめる
ダンスサークルです。

やさしい油絵教室
前橋工科大学講師　　齊藤光晴

水
夜間

油絵を始めてみようかな、絵を描いてみ
ようかな、そんな人達の楽しくやさしい教
室です。

講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日
時間帯講座名　講師名 連絡先　代表者名曜日

時間帯
香耀会（書道）

毎日書道展審査会員　 花村林香
木
午前 3649-3498 土田

彩の会（絵手紙）
日本絵手紙協会公認講師　 松波けい子

火
午後 090-6160-6334 黒川

あゆみの会（絵手紙）
日本絵手紙協会公認講師　 三沢礼子

2・4水
午後 3685-1515 及川

木曜フォトクラブ
日本写真協会理事　 鍔山英次

木
夜間 3645-7405 伊藤

川名ニットサークル
日本編物文化協会手編指導員　 川名よし子

水
夜間 3645-7767 岩見

MOAIクラブパッチワーク
MOAIクラブ本部講師　 三橋八重子

木
午前 3637-2723 星

おりがみの会
四季の折紙講師　 大村保雄

金
午前 3615-5668 根津

はな人形教室
創作人形協会講師　 田中カツ子

木
午後 3630-3858 西垣

フィットネス Bestクラブ（健康体操）
トータルフィットネス研究所講師　作野

火
夜間 3683-9610 小原

みんなの日本語
日本語講師　右見恭子ほか

火・午前
木・夜間

5609-3601 右見
5679-3308 興

Rob's Club（英会話中級）
英国人講師

日
午前・午後

090-5425-3903 中江
 robs@bridge.ocn.ne.jp

釣楽会（つりの会）
つりてんぐの会事務局長　片桐公男

木
夜間 3644-7125 黒須

 東大島文化センター 〒136-0072　江東区大島8-33-9
☎3681-6331　FAX 3636-5825

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

ソウルディスコダンシング

写真クラブフォトロ ケーナ  ワイラ  デ  砂町

やさしい油絵教室

トモ・ダンスサークル

スカール・プティアートフラワー「コスモスの会」

稲野辺俊子パンフラワー教室

フラメンコサークル・アレグリアス

東大島囲碁会

茶道さざんかの会 グラスアートとんぼ玉をつくる

［交通案内］都営地下鉄新宿線東大島駅から徒歩5分

［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

〒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

みんなの日本語 おりがみの会

MOAI クラブパッチワーク

はな人形教室

このマークは自主グループの写真を掲載しております。
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