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英会話講座
江東区文化センター・亀戸文化センター・東大島文化センター
総合区民センター・砂町文化センター・古石場文化センター
森下文化センター・男女共同参画推進センター・豊洲文化センター

秋の講座特集ページ
申込期間　9月10日（木）～24日（木）

申込方法は、本紙下段をご覧ください
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●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。

●「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？
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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。
10月2日（金）～9日（金）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。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。

■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。
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
お申し込みできるようになりました。
出席希望のガイダンスにお申し込み
ください。

お申し込み  平成21年9月10日（木）～24日（木）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。
●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
目的に利用いたしません。

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

【有効期限】平成21年10月31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  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

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

4  総合区民センター
江東区大島4-5-1 ☎3637-2261 FAX3683-0507

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

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

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

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

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

【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・2・4・8・9は第2･4月曜日
3・5・6・7は第1･3月曜日

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

9/24（木）①10：00～ ②18：45～ 砂町文化センター

9/25（金）③10：00～ ④18：45～ 豊洲文化センター

9/26（土）⑤10：00～ ⑥18：00～ 森下文化センター

9/27（日）⑦10：00～ ⑧14：00～ 江東区文化センター

9/28（月）⑨10：00～ ⑩18：45～ 東大島文化センター

9/29（火）⑪10：00～ ⑫18：45～ 古石場文化センター

★内容：簡単な筆記とリスニング

日程 10：30～ 19：00～

9/24（木） ⑬東大島文化センター ⑭砂町文化センター

9/25（金） ⑮砂町文化センター ⑯古石場文化センター

9/29（火） ⑰森下文化センター ⑱東大島文化センター

9/30（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
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10月20日（火）より順次スタートします。
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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 ※後期は補充募集のため、募集人員は定員と異なります。

クラス一覧

新規スタート イチオシ講座
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英会話講座

各文化センター A面
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秋からの学習活動Let’s 　
Start

初めてのフラダンス初めてのフラダンス
美しいフラを心で踊れるようにご指導いたします。
月謝／月3回／4,200円
火曜日　①13：30～14：45　②15：00～16：15
　　　　7月7日（火）スタート
亀戸文化センター大研修室（2F）

無料体験あり　お気軽にどうぞ

お問い合わせ▶090-4394-4352　不二子ケハウラニ
　　　　　　  kehaulani@kfy.biglobe.ne.jp

第4土曜日
第2・4日曜日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！

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23,000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20,700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

運営費含 運営費含
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〒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。

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

入会キャンペーン
実施中

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。

TEL：5606-9310　080-2019-5616　扇橋3丁目21－3 平和ビル1階　パルシティそば

パト
リック

先生の英語教室 クレッシェンド音楽教室

豊洲
教室

ピアノは、読譜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.comURL

ピアノ（月～土）3 才～大人
リトミック（火水木土）1 才半～6 才

☎03-6220-0326
体験レッスン受付中です。

前回の講座発表会の様子

来年5月、「薪狂言」の舞台上で練習の成果を発表します。

講師によるお手本
（大字の練習を行い小字で「般若心経」を仕上げます。）

昨年度の現地講義の様子

地図を片手に歩く旅

ワックスと仕上がり例

重厚な建物の魅力も紹介し
ます。

「ソークオフジェル」を扱います。
シール、ホログラム、ラインストー
ン、ラメグラデーション、フレン
チなど予定。

写真提供：高知県立坂本龍馬記念館

散策場所：皇居東御苑・渡櫓門
区内で見られる水鳥　オナガガモ

講師：三遊亭栄楽 対局風景

行茶法の様子

講師：倉千鶴

【予告】12月10日募集開始 
　　シューベルト「冬の旅」の世界２

　～菩提樹の蔭で～　
　東京ドイツ文化センター講師三上かーりんさんのお話とピアノ、国立音楽大学准教授の小川哲
生さんのバリトン独唱で、音楽史上最高の歌曲集「冬の旅」をじっくり味わいます。
（2月～3月木曜日夜間開講予定）

●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

なぜなに「笑いの科学」研究所
 医学博士・落語家　立川らく朝ほか

木
5

19:00～20:30
10/8～1/27 30 3,000円

2,800円

50代からのパワーアップ塾 写経入門 
 江東区書道連盟会長　鈴木正根

金
10

19:00～21:00
10/16～3/5 20 8,500円

500円

50代からのパワーアップ塾 株式投資 
 ＮＰＯエイプロシス　小糠真

水
10

19:00～20:30
10/21～2/3 30 5,000円

300円

こども能楽囃子教室 ～笛・大鼓（おおつづみ）～
 森田流笛方　寺井宏明ほか

月
10

17:00～18:00 
10/19～3/15 30 10,000円なし

キッズ英会話 ～小学1・2年生コース～
 英会話イーオン派遣講師

木
16

17:00～18:00 
10/8～3/18 15 20,000円4,600円

日本通史Ⅲ ～室町・戦国時代～
 江東区文化財専門員　栗原修

水
8

14:00～15:30
10/14～2/10 30 3,600円

300円

深川図書館100周年記念 図書館と江東区の文化 
 東京学芸大学教授　山口源治郎ほか

水
5

10:00～11:30
10/28～12/2 20 3,000円

300円

秘書検定2級受験対策講座
 ビジネスマナー講師　大神摩利子

水
10

19:00～20:30
11/4～2/3 30 7,000円

3,000円

はじめてのジェルネイル～指先のおしゃれが楽しい～
ＪＮＡ本部認定講師・バイオスカルプチュアジェルシニアエデュケーター 

柚木愛美
木
6

13:30～16:00
10/15～3/11 20 6,700円

12,300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

ＴＯＥＩＣ®ＴＥＳＴ受験対策講座
～スコアアップ730点～
　ジョンソン･エンド・ジョンソン㈱
 購買本部部長　岡田信彦

土
10

11:00～12：30
10/10～12/12 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㈱
 購買本部部長　岡田信彦

土
10

9:15～10:45
10/10～12/12 50

5,000円
1,200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
16

18:30～20:50
10/23～3/12

若干
名
24,000円 
3,000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
10/14～1/27 5 9,000円

500円

芸術鑑賞講座「文楽」
 国立劇場文楽出演者

日
2

9:40～11:00
12/13、2/14

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
10/19、12/21、

2/15

若干
名

3,000円 
38,500円  

書道漢字教室・夜間
 日展審査員　田岡正堂

木
17

18:30～20:00
10/29～3/18 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
10/29～3/18 5 19,000円

1,600円

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
10/20～3/9 10 13,000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
11/10～3/16 10 12,000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
12

16:30～17:30
11/17～3/23 10 11,300円なし

「徒然草」と人生　
 城西国際大学教授　三木紀人

金
5

19:00～20:30
11/6～3/5

若干
名 7,500 円

※「外国人のための日本語指導法」は理論・教案作成・実習を半年間行ったクラスへの参加となります。
※「なぜなに笑いの科学」「歌舞伎」「文楽」講座は教材費にチケット代が含まれます。
※「こども能楽囃子教室」は小1～中3、「ジュニア・ジャズダンス・ミックス」は5歳～中3が対象です。

●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

亀戸のまち再発見 ～亀戸散歩～
 江東区文化財専門員　龍澤潤ほか

土
6

13:00～15:00
10/31～1/30 20 4,500円 

500円 

カントリーウォークへの誘い ～歩く旅の魅力を探る～
 カントリーウォーカー　山浦正昭

金
6

19:00～20:30
10/23～11/13 25

4,700円 
300円 

気軽にジュエリー製作 ～クリスマス・自分だけの指輪作り～
 ジュエリーワックス製作者　都筑幸恵

水
8

19:00～21:30
10/21～12/16 15

10,000円
6,000円

お茶で知る韓国の文化
 （社）韓国茶道協会東京支部長　李瑛子

水
5

13:30～15:00
11/11～1/6 20 5,500円 

2,000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

坂本龍馬の生涯
 幕末史研究会会長・高知県観光特使　小美濃清明

金
7

19:00～20:30
11/6～3/19 40 3,500円

500円

江戸城と大名屋敷跡を歩く
 中川船番所資料館　久染健夫

日
4

13:30～15:00
11/8～2/14 20 4,000円

300円

親子で自然観察教室
　日本野鳥の会東京支部監査役・
 江東区ネイチャーリーダー　花里董男

土
5

10:00～12:00
11/7～1/23

親子
15
組

6,400円
600円

アンチエイジング～美しく歳を重ねるために～
 フィニッシングスクール　美プロデュース　倉千鶴

月
5

14:00～15:30
11/9～3/8 20 7,000円

500円

ジュニア落語倶楽部
 落語家　三遊亭栄楽

土
8

10:00～12:00
11/14～2/27 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
10/24～3/27

若干
名
16,000円
1,000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
10/17～3/20 5 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
11/6～3/5 5 15,000円

2,500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

表現ワークショップ ～舞台朗読の基礎～
 バーニングプロ付属養成所演技講師　末永明彦

土日
10

9：30～12：30
13：30～16：30
10/24～1/30

25 13,000円 300円 

気軽にできるヨガ・ピラティス
 YPS国際認定講師　飯髙真理子

木
14

19:00～20:30
10/15～2/4 5 12,000円

なし

※「カントリーウォークへの誘い～歩く旅の魅力を探る～」講座の外出における費用は自己負担となりま
す。また、外出時間は決定次第ご案内します。
※「気軽にジュエリー製作～クリスマス・自分だけの指輪作り～」講座は、受講料・教材費の他に、シルバー鋳
造代と加工代が別途実費で必要です。

※ 「気軽にできるヨガピラティス」講座は、5月から開講しているため補充募集となります。全ての方に効果
があらわれるとは限りません。女性限定です。

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

民謡教室
 金沢流二代目宗家　金沢大成

水
15

13:00～15:00
10/28～2/24 5 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
10/16～2/19

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
10/10～2/28 5 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
10/9～2/28 5 12,500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
10/24～3/27 5 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
10/28～2/10

若干
名

5,500円
5,500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
10/27～3/23 5 23,000円

300円

※今期募集しない講座「こどものためのクラシックバレエ」、「ティーンズのためのクラシックバレエ」

10/31【講義】中世・近世の亀戸
11/14【外出】湊町の景観をたどる
11/28【外出】寺町としての亀戸
12/12【講義】近代・現代の亀戸
1/16 【外出】城東電車と亀戸
1/30 【外出】亀戸と隣町　大島
※ 天候の事情により、外出が困難な時は教室での座学になる場合が
あります。

11/6 龍馬の生涯
－偶然、ペリー来航に遭遇した幕開け－

11/20 龍馬の成した功績－薩長同盟を実現させたことー

12/11 龍馬の魅力を探る－人間性・平等感覚が根底に－

1/29 私の坂本龍馬－趣味人・刀剣収集が幼少からー

2/12 龍馬が歩いた日本
－幕末の日本、国境への視線－

2/26 龍馬の手紙－姉、友人への情愛－

3/19 龍馬がめざしたもの、世界観

10/23  【講義】カントリーウォークとは？（ヨーロッパでの実践と経験から）
10/30  【講義】知図紀行ってどんなこと
10/31  【外出】野外実習１・墨田区周辺
11/6  【講義】歩くたびのプランニング
11/7  【外出】野外実習２・市川市周辺
11/13  【講義】オリジナルマップを作ってみよう

11/8 【講義】大名屋敷と江戸の町
12/13【散策】江戸城・皇居東御苑周辺
1/10 【見学】小石川後楽園と神田川周辺
2/14 【見学】赤坂　氷川神社周辺

11/7 秋冬の昆虫について
11/14 昆虫採集（会場：大島小松川公園）
12/5 秋冬の野鳥について
1/16 バードウォッチング（会場：大島小松川公園）
1/23 昆虫・野鳥の工作

10/21 シートワックスを使ったチャームの実技練習①
10/28 シートワックスを使ったチャームの実技練習②
11/4 ハードワックスによる指輪の実技練習①
11/11 ハードワックスによる指輪の実技練習②
11/18 自分デザインのオリジナルリング製作①
11/25 自分デザインのオリジナルリング製作②
12/2 自分デザインのオリジナルリング製作③
12/16 仕上げ・作品講評とアドバイス・まとめ

11/11 韓国伝統茶代用茶の紹介
11/25 韓国茶道・茶礼・その歴史
12/9 韓服の着付けと礼法　※実技あり
12/16 茶道の行茶法　※実技あり
1/6 茶菓子作りと小さな茶会　※実技あり

11/9 5歳若返るパーソナルカラーとファッションコーディネート術
12/14 お顔をリフトアップ！ ファンデーションとメイクの決め手眉メイク
1/25 もっとキレイにメイクアップ！ カラーテクニック
2/8 美しいウォーキング＆立ち姿勢、座り姿勢、正しいお辞儀の仕方
3/8 セルフコーチング＆ストレスコントロール　ロールプレイング

10/24㈯ オリエンテーション、
発声･発音

11/7㈯ 言葉で創る、色･形･空間

11/22㈰ （13:30～16:30）
文章をどう読むか

11/28㈯ 音声の表現

12/5㈯ 視覚･聴覚の演出効果①

12/12㈯ 視覚･聴覚の演出効果②

1/16㈯ 朗読舞台空間での表現

1/23㈯ 物語の世界を創る

1/30㈯ （9:30～12:30）
リハーサル

1/30㈯ （13:30～16:30）
「舞台朗読」発表会

なぜなに「笑いの科学」研究所

50代からのパワーアップ塾
写経入門

50代からのパワーアップ塾
株式投資

　不況の今こそ、金融や証券についての正
しい知識を持ち、ライフプランに役立てま
しょう。

日本通史Ⅲ
～室町・戦国時代～

　日本の歴史を追いかけるシリーズ第３弾。
歴史の１ページを覗いてみませんか。

キッズ英会話
～小学1・2年生コース～

　小学１・２年生が毎回楽
しみながら英語に触るため
に、歌をうたったり、発達
段階に合わせたゲーム等を
とり入れて、バイリンガル
講師がレッスンを進めてい
きます。

〒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

こども能楽囃子教室
～笛・大鼓（おおつづみ）～

　日本の伝統文化である能楽囃子を体験す
る講座です。笛と大鼓のコースがあります。

無料体験ワークショップ
　時　9/13（日） 14:00～15:30　￥　無料
　人　小・中学生 30名（要申込）

　「笑い」は心と体に多大な効果を与えま
す。「笑い」を科学的に紐解き、医師であ
ると同時に立川流の落語家でもある立川ら
く朝さんを講師に迎えた楽しい講義です。

　活字ばかりの社会の中、墨で書かれた文
字は心の安らぎを覚えます。忙しい現代に
写経をとりいれ「潤いある生活」「きれい
な字を学ぶ」ことを実践しましょう。

深川図書館100周年記念
図書館と江東区の文化

　図書館は私たちの
生活に密着した施設
です。江東区の歴史
と共に歩んできた深
川図書館をその役割、
建物の魅力、地域と
の係わりなど多角的
に考察します。

秘書検定2級受験対策講座

　秘書になりたい方、一般的なビジネスス
キルをアップしたい方、就職活動中の方に
役立つ資格です。マナー、接遇などを学び
ます。２月の受験を目指します。
＜教材＞「 秘書検定２級に面白いほど受かる本」 

中経出版、佐藤一明著

はじめてのジェルネイル
～指先のおしゃれが楽しい～

　ジェルネイルとは、紫外線で固まる
ジェル状樹脂を使用したネイルのこと
です。ご自分でジェルネイルを行うの
ははじめてという方を対象に、爪のケ
ア（手入れ）からジェルの塗布、基本
的なアート、ジェルのオフまでを実際
に行います。UVライトは数名で１台
を使用します。

英文法を学ぶ
～正確な英語を身につけるために～

　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。TOEIC®TEST受験対
策講座とのセット受講をお勧めします。

TOEIC®TEST受験対策講座
～スコアアップ730点～

　TOEIC®TESTで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」 

（TOEIC®運営委員会発行）

＜主な内容＞
　・笑いと生活習慣病予防
　・笑いとコミュニケーション
　・ 11/19　立川らく朝落語会「らく朝の健康エン
ターテイメント～笑いと食と運動～」 
（会場：江東区文化センターホール）

＜主な内容＞
　・南北朝分立と室町幕府成立　・村の自治と戦い 
　・応仁の乱と二人の将軍
　・戦国大名の成長と地域統一

　お茶を通して韓国の文化を学びます。韓国に
は身近な材料や生薬材を使った茶葉を使わない
お茶があり、その多種多様のお茶は様々な効能
を発揮します。日常に取り入れたい「医食同源」
の考えを持つ韓国茶と、伝統茶道の歴史や礼法
を韓服の試着などを交えて楽しく学びます。最
終回は茶菓子作りと小さなお茶会を催します。

　歳を重ねるごとにキレイになっていきたい。女性なら誰もが持つ
願望です。でも、若い頃とは異なるお肌やメイク、洋服のコーディネー
トなどで悩んでいませんか。講座では、ファッションやメイクの方
法から、心の元気を保つ方法まで、実技を取り
入れながら学びます。「早い、簡単、キレイ」な
アンチエイジング法を身につけ、今よりも元気
に輝いてみませんか。

　ピラティスは呼吸法を活用し、普段意識することのない、体の中
心にある筋肉を意識しながら行うエクササイズです。
　もともと、リハビリから開発されたため、激しい運動もなく、年
齢に関係なくご参加できます。　※本講座は男性対象です。

　好きな言葉をより好きになる。
朗読表現の可能性を探る舞台朗
読の基礎講座です。最終回では、
読むことによる表現だけではな
く、音響などの演出効果も取り入
れて朗読発表会をおこないます。

亀戸のまち再発見 
～亀戸散歩～

坂本龍馬の生涯

　江東区の中で最も古い歴史を持ち、東京
都長期計画で副都心に指定されたまち・亀
戸。その歴史と文化を、散歩感覚で学びま
す。文化財専門員が同行し、解説します（全
６回のうち、２回は教室での座学になりま
す。）。

　国内外の田舎を歩く山浦正昭さんが、
ヨーロッパ縦断徒歩旅行の実践と経験から
歩く旅の魅力を紹介します。スケッチやメ
モを取りながら歩く実習も２回予定してお
り、仕上げはオリジナルマップの作成です。
プレ講座『講師によるドイツ徒歩旅行報告会』
　時　9/18（金） 19:00～20:30　￥　無料
　人　60名（要申込）

　クリスマスに向け、自分だけのシルバーリ
ングを作ります。扱いやすいワックスで原型
を作るところから始める、オリジナルジュエ
リー製作講座です。なかなか体験できない本
格的なジュエリーの作り方をプロの製作者か
ら学びます。

　坂本龍馬は、幕末の歴史上人物として、
多くの方に支持されています。龍馬が残し
た功績やグローバルな考えは、現代社会に
おいても深く根付いています。
　龍馬の生涯を歴史史実に基づき検証し、
彼の魅力を探ります。

カントリーウォークへの誘
いざな

い
～歩く旅の魅力を探る～

気軽にジュエリー製作
～クリスマス・自分だけの指輪作り～

江戸城と大名屋敷跡を歩く 親子で自然観察教室

ジュニア落語倶楽部 囲碁教室・実践編
～基礎から応用まで～

　現在の東京は、江戸城を中心に広がりま
した。東京の中心である江戸城や周辺の大
名屋敷跡の史跡等を講師の解説と共に巡り
ます。
　月１回、お江戸のお殿様や江戸庶民の気
持ちになって、散策してみませんか。

　江東区内には、自然がないと思われてい
ますが、身近なところにも秋から冬のこれ
からの時期、昆虫や野鳥を多く見ることが
できます。
　クイズや写真などを使った講義のほか、
昆虫採集や野鳥観察会を通して、身近にあ
る生き物について学びます。

　手拭や扇子の使い方、
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。

　初段を目指す方（棋
力５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。

お茶で知る韓国の文化

アンチエイジング 
～美しく歳を重ねるために～ メンズ・ピラティス

表現ワークショップ 
～舞台朗読の基礎～

〒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 2

 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 3
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出張有り完全予約制

ストレスに負けない心と身体作り
あなたの魅力を100％引き出す！！
コミュニケーションヒーリング

レイキヒーリング

江東さざんか
協賛店

さざんかカード持参で毎週金曜日
ヒーリング 60分……5,000円

40分……4,000円
60分……6,000円

個性診断カウンセリング
60分……6,000円

http://kirakureiki.jp
office@kirakureiki.jp

ホームページ

全身又は、不調な箇所に手を当てていきます。
身体の不調や心配ストレスなど、感情的な癒しにも効果的です。
自然治癒力や免疫力を高めて深い癒しを得ることが出来ます。

生年月日からあなたの
本質、宿命、運気の流れを
知る事ができます。

あなたは
そのままのあなたで
いいのです！！

今、大切なのは、
あなたの個性をしっかり
把握することです。

江東区塩浜

お気軽に
お問い合わせ
くださいね♪

office 氣楽
☎03 5690 0733

9月生
9月9日（水）～3ヶ月

03－3657－9594
090－5494－1872 矢島

Joy★Kid
s

ミュージカルスクールミュージカルスクールミュージカルスクール
ジョイキッズジョイキッズジョイキッズジョイキッズ
ミュージカルスクール

劇団四季出身講師によるミュージカルスクール♪
歌唱・ダンス・演技の本格的なレッスンで

多彩な表現力を養います！

毎週水・土曜日
（土曜日は１１月よりスタート）

ダンススタジオKスタ
清澄白河B1出口 徒歩１分

対象：４～１２歳
http://www.joykids-musical.com
お気軽にどうぞ！ （山崎）03-5856-2364

2009年11月より土曜クラス スタート！
10/17，24，31（土）体験レッスン実施♪

詳細はHPをご覧ください！

9月の無料体験（要予約）
月4回
教材費込（ 　 ）

隔週土曜日 PM2:00~5:00

3,150
4,200

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（9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

●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

美江さんと東京下町散歩
 絵地図師・散歩屋　高橋美江

火
6

13:00～15:00
10/27～3/9 20 6,700円

2,200円

うまく撮るデジカメ教室～初心者限定～
 写真家　酒井憲太郎

水
10

13:30～15:30
10/21～3/10 25 10,300円2,000円

おうちで作れるイタリアン
 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
10/23～3/5 30 8,000円

8,000円

そば打ち入門
 手打ち蕎麦「銀杏」店主　田中栄作

月
6

18:30～20:30
11/2～2/1 24 6,000円

6,000円

３級 FP技能士試験対策講座
～今日から生かせるお金の国家資格～
 東京リーガルマインド派遣講師

火
木
15

19:00～20:30
10/22～1/21 20 16,000円3,400円

免疫のふしぎ
～免疫学の基礎から免疫療法の最前線まで～
理研　免疫・アレルギー科学総合研究センター

　チームリーダー　河本宏

水
6

19:00～20:30
11/11～2/3 20 6,700円

300円

親子手作りお菓子教室
 お菓子研究家　柳元里香ほか

土
6

13:00～15:30
10/31～3/6

12
組
11,000円
6,000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
10/21～3/3 10 13,000円3,000円

健康のヨガ ヨガ講師　渡辺美保 金
15

18:30～20:00
10/23～3/5 10 7,000円

1,700円

※「美江さんと東京下町散歩」の入館料及び交通費、昼食代は別途、実費負担。最終回のみ12：00～15：00
※「健康のヨガ」は、各自ヨガマットをご持参ください。

10/27 講義：絵地図の楽しみ方
11/10 谷中　下町風俗資料館付設展示館・谷中銀座 他
12/8 浅草　雷門・テプコ浅草館・浅草寺（境内＋お参り）他
1/12 本郷　文京ふるさと歴史館・一葉旧居跡・東大本郷構内散策 他
2/9 お茶の水・神保町　神田明神またはニコライ堂・明治大学刑事博物館 他
3/9 根岸　子規庵・ねぎし三平堂・千手院 他（途中で昼食）

10/31 うるおいのあるベース肌づくり 
・スキンケア 
・マッサージ方法等を学びます。

11/14
11/28
12/5 いつものメイクのまちがい探し 

・眉、アイメイク 
・チーク、ハイライト 
・リップ、ファンデーション等を学びます。

12/19
1/9
1/23 顔色をいきいきさせる！頭皮マッサージとヘアエステ
2/20 自分でできるおでかけメイク
2/27 自分でできるまとめ髪・プロのお手並み拝見
3/6 エステ＆メイク･プレゼンテーション！

10/26 イントロダクション～現代美術ってなんだろう？／戦前の展開
11/9 伝統と前衛　岡本太郎、イサム・ノグチ、具体美術協会など
11/30 反芸術とポップアート　赤瀬川原平、横尾忠則など
12/6 【見学】岡本太郎美術館見学（川崎市）　※日曜日日中に設定

12/14
様々な表現
　　① もの派、コンセプチュアルアート（荒川修作な

ど）、インスタレーション（川俣正など）

1/25 〃　② 写真（荒木経惟など）、彫刻（舟越桂など） 工芸・日本画

2/8 〃　③ ジェンダー（草間彌生など）、戦争（会田誠な
ど）、メディア（大阪万博など）

2/22 現代美術の今　村上隆・奈良美智以降

2/28 【見学】東京都現代美術館（江東区）　※MOTアニュアル展　日曜日日中に設定

10/17 淀川さんと私～「映画の友」編集部時代～
11/21 淀川さんの映画の見方①監督編～C・チャップリン、J・フォードほか
12/12 淀川さんの映画の見方②スター編～E・テイラー、G・ケリーほか
1/16 品田雄吉さんとの対談「映画評論家・淀川長治とは」
2/20 淀川さんと三つのスローガン

1 オリエンテーション
深川の楽しみ方 8 建築を見る

（モダン館、清洲寮、清澄庭園）

2 深川地区の文化財
～江東区の歴史～ 9 はなし方・もてなし方

～ガイドとして～

3 富岡八幡と深川不動 10 浮世絵と美術～歌舞伎と深川、深川と美術～

4 水の街・深川
（八幡橋、永代橋、海洋大） 11 映画と落語～映画の舞台、落語と深川～

5 時代小説を歩く～深川と文学～ 12 深川人物伝、ガイドプラン作成

6 食と文化のまちめぐり 13 ガイド実習①

7 深川七福神めぐり 14 ガイド実習②　まとめ　修了証発行

10/31 簡単スイートポテト
11/7 お誕生日のデコレーションケーキ
12/5 クリスマスケーキ
1/23 季節の和菓子
1/30 バレンタインのチョコレートとクッキー
3/6 アップルパイ＆バナナパイ

※対象：小学生。こども1名につき、保護者1名のお申し込みが必要です。

10/22 タックスプランニング①：所得税の仕組み
10/29 タックスプランニング②：税額控除、住民税、個人事業税
11/5 ライフプランニング①：ライフプランニングの基礎
11/12 ライフプランニング②：社会保険、年金制度
11/19 リスク管理①：保険制度全般、生命保険
11/26 リスク管理②：損害保険、保険と税金
12/3 金融資産運用①：経済指標、金融商品
12/10 金融資産運用②：株式、投資信託の基礎
12/17 不動産①：不動産関連法規、不動産と税金1
12/22 不動産②：不動産の証券化、不動産と税金2
1/7 相続・事業承継①：贈与について
1/12 相続・事業承継②：相続について
1/14 総まとめ：過去問題演習　１
1/19 総まとめ：過去問題演習　２
1/21 総まとめ：過去問題演習　３
※1月の試験直前は週２回（火・木曜日）になります。

●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

俳句実作講座～石田波郷の面影を追いながら～
 俳句結社「鶴」同人会会長・俳人協会監事　鈴木しげを

金
6

13:30～15:00
10/23～1/15 25 5,300円

300円

親子でアート～造形コミュニケーション～
 東京学芸大学准教授　石井壽郎

日
5

14:00～15:20
10/18～2/7

10
組
12,000円
600円

パソコン入門講座～Windows Vista～　
 インストラクター　謝花良次ほか

土
8

10:00～11:30
10/31～12/26 20

8,000円
2,000円

5歳若返ろう！
おうちでできるセルフエステ
 サロン　ド　マツモト代表　松本美香ほか

土
10

10:30～12:00
10/31～3/6 20 10,000円5,800円

よくばり園芸術～プランターで作る冬野菜～
 園芸研究家　小林五郎

土
8

10:00～12:00
10/17～1/30 20 8,000円

300円

地域を学ぼう！砂町の歴史～江戸から昭和まで～
 中濱万次郎直系5代目　中濱京ほか

金土
5

14:00～15:30
11/28～3/12 20 3,800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

受講料
教材費

コンクリートオブジェをつくろう～大人の美術部～
 建築事務所ikmo主宰　柴田晃宏ほか

日
10

10:30～12:00
10/25～3/7 20 13,000円5,000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
10/23～2/26 5 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
10/26～3/8 12 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
10/21～3/17 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
10/22～3/11

若干
名
15,500円
3,500円

※「親子でアート～造形コミュニケーション～」こどもの対象は、開講日に満5歳以上小学2年生までです。
※「パソコン入門講座～Windows Vista～」は、毎回ノートパソコン（OS：Windows Vista）をご持参して
いただきます。

※「地域を学ぼう！砂町の歴史～江戸から昭和まで～」の受講料、教材費に戦災資料センター（300円）、中
川船番所資料館（200円）の入館料は含まれておりません。

※「コンクリートオブジェをつくろう～大人の美術部～」11月29日・12月20日は午前10:30～12:00、
午後1:00～2:30の制作実習となります。

※「スケッチ教室」は道具代が別途かかります。（7,000円程度）

11/28 知られざる砂町の偉人　ジョン万次郎 中濱万次郎直系5代目　中濱京

12/18 旧大石家住宅から見える
江戸の生活(座学＆現地講義)

葛西工業高校嘱託員教師　
堀内仁之

1/15 砂町で活躍した都電たち 都電史研究家　笹目史郎
2/19 小名木川と荒川からみる砂町 江東区文化財専門員　龍澤潤

3/12 現地講義　
「東京大空襲・戦災資料センター」 東京大空襲・戦災資料センター職員

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

楽しくステップ！ジュニアタップダンス
 佐々木隆子タップダンススタジオ派遣講師
 安部寛美

土
15

11:00～12:00
10/31～3/20 20 14,000円3,150円

魅惑のベリーダンス
 アイニーベリーダンス主宰　松屋伊那子

月
10

19:30～21:00
10/26～3/8 20 12,000円なし

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
10/29～3/18

若干
名
12,000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

20:00～21:00
11/4～3/14

若干
名
12,000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

11/5～3/14
19:00～21:00 5 13,500円

300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

土曜映画サロン～元「映画の友」編集長が語る～
淀川長治と洋画の世界
 元「映画の友」編集長　土田英一ほか

土
5

14:00～16:00
10/17～2/20 30 5,000円

500円

わかる！日本の現代美術
 美術評論家　暮沢剛巳

月
9

19:00～20:30
10/26～2/28 40 8,000円

2,500円

仏像の魅力
 桐朋学園芸術短期大学講師　北進一

金
9

14:00～16:00
11/13～3/12 25 8,000円

1,000円

観光ガイドボランティア養成講座
～深川編～ エッセイスト　枝川公一ほか

土
14

9:30～12:30
10/31～3/27 20 12,000円2,000円

澤登翠の弁士にチャレンジ！
 活動弁士　澤登翠

火
6

19:00～20:30
10/20～3/6 20 8,000円

2,500円

11/13 法隆寺金堂釈迦三尊像と救世観音像
11/27 法隆寺金堂四天王像と百済観音像
12/11 広隆寺弥勒菩薩像と中宮寺菩薩半跏像
12/25 薬師寺金堂薬師如来像と東院堂聖観音像
1/15 法隆寺五重塔諸像と興福寺阿修羅像
1/29 東大寺大仏と法華堂不空羂索観音像
2/12 東大寺戒檀院四天王像と天平の仏像
2/26 唐招提寺金堂諸像と木彫像
3/12 【見学】東京国立博物館

11/11 免疫の仕組み（1）基本的なメカニズム

11/25 免疫の仕組み（2）制御のための種々のメカニズム

12/16 免疫細胞の発生どこでどうやってつくられるの？
1/13 感染症との戦い
1/27 自己免疫疾患とアレルギー
2/3 免疫療法の開発研究の最前線

10/23 俳句の基本　俳句の成り立ち・有季定型・文語文法

11/6 添削・実作指導
　-食物・植物・動物を詠む-

11/20 添削・実作指導　-忌日を詠む-
12/4 添削・実作指導　-家族を詠む-
12/18 添削・実作指導　-新年を詠む-
1/15 吟行会

10/31 パソコンの起動と終了／PC基礎用語説明／マウス操作
11/7 キーボード操作
11/14 文字入力①（文字の消し方、変換、文書保存）
11/21 文字入力②（保存文書を開く、サイズや色の変更、文章入力）
11/28 画像の取り込み（図の挿入、図の書式設定）
12/5 ワードを使って年賀状作成①（文章）
12/19 ワードを使って年賀状作成②（図の挿入）
12/26 まとめ

10/17 シュンギク、ブロッコリーの栽培・土づくりの話
10/24 ホウレンソウ、スナックエンドウの栽培・容器を利用しての野菜作りの話
11/21 ラディッシュ、チンゲンサイの栽培・養分のいろいろと働きの話
11/28 カラシナ、菜ダイコンの栽培・養分の吸収の話
12/19 コマツナ、タアサイの栽培・京野菜、東京の野菜の話
12/26 葉ネギ、貝割れダイコンの栽培・昔の野菜、今の野菜の話
1/16 水菜、ルッコラの栽培・コンパニオンプランツの話
1/30 菜の花、サニーレタスの栽培・資材利用の話
※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。
栽培内容について変更する場合があります。

美江さんと東京下町散歩

　全国200ヶ所以上の絵地図を制作した講
師が、その経験を生かし「まち歩き」の達
人に。なにげない街角も講師にかかれば楽
しい発見の連続です。好奇心旺盛の講師と
一緒に「まち」を歩いてみましょう。

そば打ち入門

　そば打ちの基本
を、基礎から学び
ます。経験の豊富
な講師が丁寧に指
導いたします。
　今年の年越しそ
ばは、自分で打っ
たそばを食してみ
ませんか？

おうちで作れるイタリアン

　幅広い年代に人気のイタリアン。パスタ
だけでなく、おいしく、手軽に作れる前菜、
肉・魚料理、デザートなどを紹介します。
　どれも家庭ですぐ
に実践できる人気の
定番メニューです。

3級FP技能士試験対策講座
～今日から生かせるお金の国家資格～

　FP（ファイナンシャルプランニング）技
能士とは、貯蓄計画や相続対策などライフ
プランのアドバイスをする生活設計アドバ
イザーです。資格取得だけでなく、年金・
保険・税金・相続・資産運用などの知識を
これからの生活に生かしてみませんか？

　本講座では、イラストなどを
まじえながら、免疫学の基本か
ら病気の話まで、わかりやすく
解説します。
　さらに、すでに行なわれてい
る最先端の免疫療法の話や、
iPS細胞を用いた免疫再生療法
などの開発研究の最前線まで紹
介します。

　お誕生日やクリスマスを祝うケーキ、バレンタインデーのチョコ
レート、和菓子など、季節のお菓子を親子で楽しく手作りしません
か。パパやママが一緒なら、難しいところもきっと大丈夫。おいし
くて、すてきな完成品が持ち帰れます。

　あまり知られていない砂町地域の
偉人について学び、旧跡などを訪れ
ながら、わが街・砂町を探ります。
バラエティ豊かな講師をお迎えして
江戸時代の風土から昭和までの移り
変わりを感じていきます。一緒に砂
町を探検してみませんか。

　住宅建築・デザインの現場で活躍する建
築家の講師の指導で、コンクリートをつかっ
た“使えるオブジェ ”を作ります。
　コンクリートの特質や活用、すまいや建
築についての講義もお楽しみ下さい。

俳句実作講座
～石田波郷の面影を追いながら～

わかる！日本の現代美術

　俳句の作り方をやさしく指導します。俳
句の成り立ち・有季定型・文語文法・歳時
記の活用など、俳句作りに欠かせない知識
を基礎から学びます。波郷没後40年にあた
る今年、改めて波郷の句も鑑賞し、その魅
力と作風を味わいましょう。

親子でアート
～造形コミュニケーション～

　毎回テーマに基づき、親子で色ぬり、影
あそび、粘土造形、新聞工作など様々な作品
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。

　日本の現代美術は、難し
いと言われていますが、理
解するためのヒントを基礎
から学び、美術館見学も交
えながら、現代美術の楽し
み方を深めていきます。

5歳若返ろう！
おうちでできるセルフエステ

澤登翠の弁士にチャレンジ！

　夏の紫外線や冷房の乾燥で疲れたお肌をよみがえらせてみませんか。
自宅で自分でできるお肌や頭皮のケアテクニックを学び、ベースが
整ったらメイクやヘアアレンジを楽しみましょう。

　無声映画に合わせてセリフや説明を述べる活
動写真弁士。大河内傳次郎主演「血煙高田馬場」
や「ちびっこギャング」など往年の名作を題材に、
澤登翠さんから「活弁」の楽しさを学びます。
最終回は発表会を実施します。

パソコン入門講座
～Windows Vista ～

仏像の魅力

　パソコンを使ったことがない初心者向け
講座です（要ノートパソコン持参）。
　電源の入れ方（起動・終了）、マウスの
使い方、文字の入力など、基本操作をひと
とおり学びます。さらに、画像を挿入して
年賀状作りにチャレンジします。

　日本の飛鳥・奈
良時代の代表的な
仏像を取り上げま
す。奈良・京都の
有名寺院に安置さ
れているものを主
に、各仏像の本質
を理解することを
目指します。

免疫のふしぎ
～免疫学の基礎から免疫療法の最前線まで～

親子手作りお菓子教室

地域を学ぼう！砂町の歴史
～江戸から昭和まで～

コンクリートオブジェをつくろう
～大人の美術部～

 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 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 4

〒135-0045　江東区古石場2-13-2
5620-0224　FAX5620-0258 地図 6 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

うまく撮るデジカメ教室
～初心者限定～

　簡単なはずのデジカメ、買ってはみたも
のの、思い通りにうまく撮れない。こども
やペットの可愛い一瞬の表情を残したい。
そんな悩みを解決し要望に応えます。
＜主な内容＞・カメラの機能　
・室内の静物　・ポートレート
・花を撮る　・こどもを撮る
・動くペットを撮る（外出）
・写真の整理、管理

＜主な内容＞
・そば打ちの基本　・変わりそば

＜主なメニュー＞
・キノコのリゾット　
・イカ墨パスタ　・ブルスケッタ
・アクアパッツァ　・ミラノ風カツレツ　・パンナコッタ

【講師プロフィール：暮
くれ
沢
さわ
剛
たけ
巳
み
】

　美術評論家。武蔵野美術大学、
多摩美術大学、桑沢デザイン研究
所非常勤講師。アート、建築、デ
ザイン、サブカルチャーなどに関
して幅広く執筆活動を行なう。

【講師プロフィール：澤登翠】
　東京都出身。故松田春翠門下。
「弁士」というユニークな存在が
次第に忘れられていく中で、国内・
海外での幅広い活動を通じて「弁
士」の存在をアピールし、「伝統
話芸・活弁」を支える貴重な存在
として知られる。

【講師プロフィール：松屋伊那子】
　愛称：『ainy』『亜伊那』。高校生からソシアルダンスを
始め、その後、フラメンコ、ベリーダンスも始める。
1991年に、故イブラヒム・ファーラー氏、ヨースリー・シャ
リフ氏等に師事。93年、アイニーベリーダンススタジオ
を開設し、様々な人達への指導を行ってきている。

【講師プロフィール：安部寛美】
　6歳からジャズダンス、10歳から佐々木隆子タップダン
スネットワーク教室にてタップダンスを始める。TVでは
1993年に「とんねるずのフッフッフッてするんです」「ジャ
イアンツファイアー」「紅白歌合戦」、舞台では1995年に
ミュージカル「アニー」ケイト役、1996年に「GANG」
パンジー役にて出演。現在インストラクターとして茅ヶ崎、
小田原、蘇我などのクラスを担当。

【講師プロフィール：土
つち

田
だ

英
えい

一
いち

】
　「映画の友」編集部に入社。67年編集長に。68
年解散後、学習研究社に勤務。各種娯楽雑誌・書
籍の編集に携わる。深川生まれ・住吉在住。

【講師プロフィール：品
しな

田
だ

雄
ゆう

吉
きち

】
　53年「キネマ旬報」入社。「映画評論」などの
編集部勤務を経て、フリーの映画評論家に。著書
に「監督のいる風景」など多数。

　基本ステップ（ネヴァータップス、シャッ
フルステップ）などを学び、楽しくダンスし
てみませんか。子供向けにアレンジをした曲
を使いますので、初めての方でも、安心して
ご参加いただけます。3月には発表会を行い
ます。この講座は小学生1～6年生対象です。

　その卓越した知識、ユーモア、人柄…。
サヨナラおじさんとして親しまれた映
画評論家・淀川長治は、今年で生誕
100年です。本講座では、本人が好き
だった監督や作品、スターについて、
エピソードを交えながらお話します。

　ベリーダンスは中近東で生まれた民族舞
踊です。ベリーとはお腹という意味で、お腹
や腰に特徴的な動きがあることからこの名前
がつきました。心地よい音楽の中で、普段使
用しない筋肉を鍛え、しなやかな動きで内面
からあなたの魅力をひきだしましょう。
　3月14日（日）は発表会を予定しています。

　江東区「深川」の歴史や人物、文化、
観光名所等について基礎から学び、観
光ガイドボランティアを目指します。
実践的な知識や技術を身につけるた
め、ガイドを伴う現地見学や観光ガイ
ド実習をたくさん行います。
　なお、当講座は継続的に受講を重ね
ることにより、スキルアップしていく
プログラムになっています。

ジュニアタップダンス

土曜映画サロン～元「映画の友」編集長が語る～
淀川長治と洋画の世界

魅惑のベリーダンス

観光ガイドボランティア養成講座～深川編～

【淀川長治講座関連展示】淀川長治の人柄や業績を関連資料で紹介します。
時 9/10（木）～26（土）9:00～22:00　※9/21休館、最終日は21:00まで
場 1階　展示ロビー（入場無料）

よくばり園芸術
～プランターで作る冬野菜～

　ベランダや庭先で野菜作りをしてみませ
んか。プランターを使って、冬野菜を土作
りから栽培のコツまで学びます。

【主な内容】
10月～12月の内容（基本講習）
（講義）コンクリートについて知る
（実習）コンクリートを固める
（実習）試作の完成・立体のデザインについて
（実習）デザインスケッチ
（講義・実習）模型の制作とデザインの検討
1月～3月の内容（オリジナル作品制作）
　型枠を作る・コンクリートの打設
　型枠をばらす
　参加者作品発表会
※内容により、講座時間が終日になる回もあります

【講師プロフィール】
　柴田晃宏（一級建築士） 1968年兵庫県生まれ。大阪大学工学
部建築工学科卒業後、東京工業大学大学院理工学研究科修士課程
建築学専攻を修了。99年一級建築士事務所ikmo設立。日本建築
学会会員・日本図学会会員。
　比護結子（一級建築士) 1972年愛知県生まれ。奈良女子大学
住居学科卒業後、東京工業大学大学院理工学研究科修士課程建築
学専攻を修了。99年ikmo共同設立。東京建築士会会員。
ikmoとして、2009年5月 東京建築士会住宅建築賞を受賞する。

イカ墨パスタ

工程の一つ「本延し」

イメージ

都電の車窓

講師：安部寛美

講師著書

講師：澤登翠

淀川長治氏と講師の土田英一氏

講師著書

講師：松屋伊那子

深川東京モダン館

昨年度講座風景

講師：松本美香

イメージ

講師作品 上：照明、左：花瓶

使用作品「血煙高田馬場」
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●1才6ヶ月～小学生

秋のリフォームセール
畳表替 高級品●1枚9,450円 ⇒1枚7,350円（家具移動費込み）
畳表替 中級品●1枚8,400円 ⇒1枚6,300円（家具移動費込み）
畳表替 普及品●1枚6,300円 ⇒1枚4,200円（家具移動費込み）
クロス貼替工事●70㎡マンションで
 ⇒277,000円（㎡/1,100円）／税込み
防音フローリング工事●6帖 L-45 198,450円
 140,000円／税込み
■本社■　   江東区北砂 3-35-8
（有）アラキ建装
☎3644-4884／FAX 3644-4967

0120-77-1406
東京都知事許可（般9）第108073号

リフォー ム
アラキ建装 検　索 見積無料

360,000円

11/7 東京湾の環境（江東区近辺の海の状況）
11/14 浜離宮恩賜公園の水質・生物（現地講義）

12/5 東京湾と人の関わりの歴史
（江戸前の海と食文化、海の道）

12/19 三番瀬の海苔養殖について（市川・現役漁師に話を聞く）

1/30 東京湾の珍しい生物
（東京海底谷の生物たち）

2/6 交通の要衝としての東京湾（水先人に話を聞く）
2/27 東京湾の干潟（三番瀬を中心に）
3/13 海藻おしば体験
3/20 三番瀬生き物散策（現地講義）

10/29 上手にかたづけて生活向上 かたづけmom主宰
小関祐加11/12

実践！かたづけ講座
11/26

12/10 チャレンジ　住まいの補修
ふすま・床・障子・壁紙
の補修

DIYアドバイザー
（社団法人日本
DIY協会認定）
諸井路子12/17

● 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

東京湾の社会学
 千葉県立中央博物館　上席研究員　宮正樹ほか

土
9

10:30～12:00
11/7～3/20 30 5,500円

500円

おててでお話し　ファーストサイン
 RTA認定講師　小池浩代

火
6

10:30～11:30
10/27～1/26

15
組

6,000円
1,600円

簿記講座～決算実務の基礎知識～
 ㈱東京リーガルマインド講師　中野隆

月
8

19:00～21:00
10/26～3/8 30 10,000円3,000円

実践・ゆる体操　～楽しく学ぶ健康の知識～
 NPO法人日本ゆる協会派遣講師

土
8

9:30～10:40
10/10～12/12 30 6,000円

羊毛フェルトで作るかわいいスイーツ
 羊毛スイーツ作家　野村えりか

水
8

19:00～20:30
10/21～2/17 20 7,500円

1,500円

エッセイ教室 作家･脚本家　辻真先 火
10

19:00～20:30
11/10～3/23

若干
名
14,000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

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
11/10～3/16

若干
名
13,000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
10/22～3/7

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
11/5～3/7 20 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
11/14～3/27 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
10/22～2/25

若干
名 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
11/4～3/10

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。

● 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

心身のバランス講座　骨格ストレッチ教室
 日本オリンピック委員会強化スタッフトレーナー　久永陽介ほか

隔金
5

14:00～16:00
10/16～12/4 30 5,000円

1,300円

■男性向け料理講座　弁当男子～はじめの一歩～
 料理研究家　きじまりゅうた

日
1

11:00～13:00
10/25

男性のみ
24

1,200円
800円

◆エンパワーメント講座　
住まいるセミナー～上手なかたづけと簡単補修～
 かたづけmom 主宰　小関祐加ほか

木
5

14:00～16:00
10/29～12/17

女性のみ
20

4,000円
2,000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

ワーク･ライフ･バランス講座　
カラダいきいき！健康サポートクッキング
 女子栄養大学生涯学習講師　浅井咲子

火
4

10:00～12:30
11/17～2/16 32 3,000円

3,000円

■男性向け料理講座　男の厨房
 女子栄養大学生涯学習講師　小山朝子

土
5

13:30～16:00
11/14～3/13

男性のみ
6

5,500円
4,500円

◆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
10/28～2/10

女性のみ
12

9,500円
3,000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。

● 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

スローシティに学ぶ
～市民が主役のイタリアの地域づくり～
 「日本版スローシティ」著者　久繁哲之介

水
3

19:00～20:30
10/28～11/11 20

3,000円
100円

小さなこどものための初めてのニット
 手工芸協会講師　川名よし子ほか

水
10

10:00～12:00
10/28～2/3 20 9,500円

別途徴収（※1）

壮
おとな

年が読む名作文学～明治編～
 東海大学文学部准教授　堀啓子

木
6

14:00～16:00
10/15～3/18 20 6,000円

300円

スペインを楽しむ
 ＮＨＫ国際放送アナウンサー　ソニア デルカンポほか

月
6

19:00～20:30
10/19～12/21 30

6,500円
2,000円

こども囲碁教室（※2）
 日本棋院棋士　五段　吉田洋逸

日
8

10:30～12:00
11/8～3/7 16 6,500円

500円

英語で読む児童文学～2編のファンタジー小作品～
 中央大学講師　斉藤美加

土
9

14:00～15:30
10/31～2/20

若干
名
10,000円
800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
11/4～3/17

若干
名
16,000円
6,500円

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　齊藤絵梨香

木
15

19:30～20:30
11/5～3/18

若干
名
15,000円
2,500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
10/28～3/10

若干
名
18,000円
300円

※1　 作る内容によって材料費が変わります（写真の作品：帽子とマフラー2,600円、カーディガン4,700円）
※2　対象は、小学1年～6年生の未経験者です。

◎カリキュラム カリキュラムは若干変更になる場合があります
1 10/19 スペインとスペイン語の魅力 ソニア デルカンポ

2 11/2 スペインてどんな国？明るいラテン系⁉
楽しく知る「多文化」国家のスペイン アルベルト清　フォンセカ酒井

3 11/16 文学のドン・キホーテとスペイン人 ヘスス　マロト　ロペステジョ
4 11/30 とっておきの、おすすめスペインアート 中内 渚
5 12/7 パーティーしよう！スペインの大学の楽団：ラ トゥナ ミゲル アンヘル イバニェス
6 12/21 スペイン、わかった？クイズ＆質問 ソニア デルカンポ 

◎カリキュラム ※本は各自でご用意ください。
10/15 明治文学相関図

11/19 尾崎紅葉 『金色夜叉』

12/17 樋口一葉 『大つごもり』『十三夜』

1/21 泉 鏡 花 『高野聖』『婦系図』

2/25 森 鷗 外 『普請中』『雁』

3/18 夏目漱石 『虞美人草』『硝子戸の中』

東京湾の社会学 羊毛フェルトで作る
かわいいスイーツ

実践・ゆる体操
～楽しく学ぶ健康の知識～

簿記講座
～決算実務の基礎知識～

　東京湾を様々な角度から学びます。環境・
歴史・働く人々そして、身近な自然から世
界的に珍しい生物まで網羅します。私たち
の生活圏にありながら、知ってるようで実
は知らない東京湾の魅力に迫ります。

　ふわふわのフェ
ルトを、針でチク
チクするだけでか
わいい小物が出来
上がります。
　初めての方を対
象に、針の使い方

から始め、かわいいスイーツを作りながら、
基本的なテクニックを習得していきます。
講師オリジナルキットを使いますので、色
や飾りなど、好みにあわてオリジナルのス
イーツ作りが楽しめます。

※ 教材費は基本セット
（針・マット・カッティン
グボード）と1回目の
スイーツキット代金
です。2回目以降は
キット代金が別途掛
かります。（1コ1000
円程度）

　運動習慣のなかった方や、スポーツジム
では敷居が高いと思われている方にも最適
の、やさしく楽しい運動です。運動の強さ
はウォーキング程度。「クネクネ」「気持ち
よく」などの言葉を声に出しながら、ゆっ
たりと身体をゆるめます。健康な体づくり
目指して、楽しくゆる体操を学びます。

　経営者や経理担当者にとって1年間の集
大成として、最も大切な決算の基礎知識を
学びます。決算実務を行う上での大切なポ
イントを分かりやすく説明していくほか、
実務上必要な税金の知識や税務調査につい
ても解説いたします。

　まだ話すことが出来ない赤ちゃんと、手話
やジェスチャーを使って会話を行なう「ファー
ストサイン」。赤ちゃんをお膝に座らせながら、
ファーストサインの上手な使い方を学びます。
〈カリキュラム〉ファーストサインの上手な伝え方、脳の発達・
身体遊び・絵本との関係性など。ママへのレクチャーと共に
毎回赤ちゃんと一緒にサイン実技を行います。

対象：講座初回時に生後5ヶ月～満1歳までの赤ちゃんと母親

　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）

スローシティに学ぶ
～市民が主役のイタリアの地域づくり～

ボールdeボディメイク
～ウェストまわりをすっきり～

小さなこどものための
初めてのニット

こども囲碁教室

英語で読む児童文学
～2編のファンタジー小作品～

　スローシティとは、イタリアで始まった
スローフードの精神をまちづくりに生かそ
うという考えのことです。
　「日本版スローシティ」
の著者・久繁哲之介さん
を講師に迎え、スローシ
ティをキーワードに地域
で暮らす人、商店街など
で事業を営む人が共に豊
かに暮らせるまちづくり
を考えてみませんか。

　手のひらにのるサイズのス
モールボールを使い体のゆが
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。身体の奥
の筋肉（インナーマッスル）を鍛え基礎代
謝のアップにチャレンジしましょう。

　はじめて編み物にチャレンジする方にもや
さしく指導します。手作りのものが再び注目
されている今、ベビーニットからこどもの
セーターまで、お子さんの
年齢に合わせ、好みの毛糸
で欲しい物をみんなで楽し
く編みましょう。この講座は
広いお部屋で開催するので
お子さんも一緒に入れます。
お母さんの近くで安心です。

　今や世界中で親しまれている囲碁。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することも可能です。
囲碁は、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。
　この講座は、小学生の未経験者を対象に
プロ棋士の指導でルールを基礎から学び、
対局を楽しみます。

　イギリスのファンタジー作家として知ら
れる、エリナー・ファージョン作『エルシー・
ピドック夢で縄とびをする』（『Elsie 
Piddock Skips in Her Sleep』 Eleanor.
Farjeon）、ルーマー・ゴッデン作『ねずみ
女房』（『The Mousewife』Rumer.Godden）
の２作の短編を取り上げます。小品ながら、
深い味わいのある2編を、一緒に楽しんでみ
ませんか。英語レベルは中学校卒業程度で
大丈夫です。教材はコピー冊子となります。

おててでお話しファーストサイン キッズチアダンス～ソングリーディング～

〒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 9

〒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 7

　昔読んだ小説。タイトルだ
け知っている小説。そんな明
治時代を代表する名作文学を
じっくり読んでみませんか。

　スペイン文化を様々な角度から楽しみ、新たな魅力を発見しま
しょう。NHKラジオ「まいにちスペイン語」で活躍している講師
も登場。ミニパーティーも予定しています。

壮
おとな

年が読む名作文学～明治編～

スペインを楽しむ

心身のバランス講座
骨格ストレッチ教室

■男性向け料理講座
弁当男子～はじめの一歩～

◆エンパワーメント講座
住まいるセミナー～上手なかたづけと簡単補修～

ワーク・ライフ・バランス講座
カラダいきいき！健康サポートクッキング

■男性向け料理講座
男の厨房

◆再就職準備セミナー
女性のための簡単ビジネス英会話

　骨格ストレッチは、整体法・カイロプラ
クティック療法・呼吸法などの理論をベー
スに、骨格のバランスや関節の動きを本来
あるべき状態に導く、特殊なストレッチ法
です。体の不調の悩みに大きく関係する骨
格の歪みを整えて、理想的なカラダ作りを
していきます。男性の方もぜひどうぞ。

【プログラム】
10/16 骨格ストレッチとは？
10/30 体スッキリ！デトックス編
11/6 痛み解消でスッキリ編
11/20 骨格美やせストレッチでスッキリ編
12/4 まとめ

【講師プロフィール：久永陽介】
　財団法人日本オリンピック委員会
強化スタッフトレーナー、日本ジョイ
レッチ協会代表。現在、セラピスト
養成セミナー、サロン・治療院コン
サルティング、講演活動、執筆活動
など幅広く活躍中。

　自分で作ったお弁当を、
職場や学校に持っていく男
性が増えています。節約、
ダイエットや体調管理、趣
味、エコなど動機は様々。
　あなたも今日から始めて
みませんか。

【 講師プロフィール： 
 きじまりゅうた】
　1981年東京生まれ。大学
卒業後、アパレルメーカー勤
務を経て料理研究家の道を目
指す。著書に「フライパンひ
とつで男めし」（泉書房刊）「弁
当男子」（自由国民社刊）

　「上手に部屋をかたづけられない」「剥が
れた壁紙が気になる」など住まいのトラブ
ルを解決しませんか。暮らしやすさを重視
したかたづけと楽しく簡単にできる住まい
の補修法を学びます。

＊ エンパワーメントとは自分自身の力を引き
出し、問題や課題を解決していくことです。

　団塊世代の気になる体の変化をサポート
する料理講座です。
　食事を通して健康を維持する方法を学習
し、心身共に若々しくいつまでも笑顔で生
活しませんか。

＊ 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。

　「料理が好き」「レパートリーを増やした
い」「美味しいものを作って食べたい」そ
んな男性向けの料理講座です。グループで
数品の料理に挑戦しながら基本的な家庭料
理を学んでいきます。
　家族や友人に喜ばれるおもてなし料理を
楽しく作りましょう。

　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。テキストに
沿って様々なシチュエ－ションの英会話を学
びます。簡単な応対ができることを目標にし
ましょう。

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） 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 8
＊男女共同参画推進センター講座が変わりました＊

　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」を開講しています。男女の自立支援や仕事と生活の調和を考える
「ワーク･ライフ･バランス」など、多様な生活スタイルに合わせて講座を行います。

男女共同参画推進センターの保育について
　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ています。
　・対　象：1歳6か月～就学前幼児　
　・保育料：1人1回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

の講座の保育は推進センターのみ
で受付ます）

＜主な内容＞
・高血圧の予防に効果的な薄味料理
・糖尿病予備軍にならないための料理
・血液サラサラのカラダをつくる料理
・脳の老化を防ぐための料理

無料体験レッスン

時　9月30日（水）
　　　10：00～11：30
場　男女共同参画推進センター
　　　第2研修室　先着20名
　　　（要申込み）
＊保育あり（先着順・要申込み）

コミュニケーションスキル向上

　ビジネスの場でも、日常生活の中でも、
人との良好な関係を保つことは物事を円滑
に進めていく基本です。それにはコミュニ
ケーションスキルは欠かせません。人間心
理の動きなどを踏まえ、日常会話や、交渉
をスムーズに進める方法を学びましょう。
※ この講座は12月に開講します。カリキュ
ラム、申込期間等の詳細はカルチャーナ
ビこうとう10月号に掲載します。

講師：きじまりゅうた

講師著書

講師作品

レッスン風景

高橋のらくろードまつり発表会風景講師：小池浩代

講座の様子
スキルアップを
目指しましょう

講師著書
作品例3点

講師：久永陽介

「金色夜叉・前編」の口絵（画 武内桂舟）

講師作品

ミツクリザメ
提供：千葉県立中
央博物館　宮正樹


