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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８つの施設で開講いたします。
「いつでも、どこでも、だれでも」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。
（文）･･･江東区文化センター、（森）･･･森下文化センター、（古）･･･古石場文化センター、（豊）･･･豊洲文化センター、
（亀）･･･亀戸文化センター、（東）･･･東大島文化センター、（砂）･･･砂町文化センター、（推）･･･男女共同参画推進センター

（江東区文化センター）

（亀戸文化センター）

（古石場文化センター）

（東大島文化センター）

（男女共同参画推進センター）

（砂町文化センター）

英会話講座
（各文化センター）

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・男女共同参画推進センター

A面
B面
C面
D面

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。
お申し込みの状況により抽選となります。

【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、お申し込み下さい。
※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。

■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。

お申し込み  平成20年9月10日（水）～24日（水）必着
その他

●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20年10月31日

講座実施施設のご案内
■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・■8は第2･4月曜日
　　　　　　　■2・■3・■6・■7は第1･3月曜日

毎月10日発行

No.316
平成20年9月10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。

9
秋の講座特集ページ

申込期間　9月10日（水）～24日（水）
申込方法は、本紙下段をご覧ください

（豊洲文化センター）

写真提供：田中絹代メモリアル協会（森下文化センター）

女は髪の<奈良絵本『徒然草』第9段絵>名古屋市蓬左文庫
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講師：半田利弘

〒135-0004　江東区森下3-12-17
5600-8666　FAX5600-8677

〒135-0016　江東区東陽4-11-3
3644-8111　FAX3646-8369

なぜなに宇宙科学研究所2
～太陽系大図鑑～

　太陽系は、人類の手が届く宇宙の範囲で
す。今回は、天文学や宇宙科学の視点から、
太陽系内の天体や現象について学んでいき
ます。また、今年は太陽嵐や火星探査報告
など宇宙関連のニュースが多い年です。そ
の最新情報も講義します。

【講師プロフィール：松浦晋也】
　慶應義塾大学理工学部卒業、同
大学院メディア政策科学研究科終
了後、日経ＢＰ社に入社「日経エ
アロスペース」誌の宇宙開発の取
材を手掛ける。現在、科学ジャー
ナリストやノンフィクション作家
として活躍中。

 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

講師：松浦晋也

「街」の「ギャラリーA4」を
楽しもう！

　東陽町駅から徒歩3分のギャラリーA4。
竹中工務店東京本店の運営で“建築”・“愉し
む”をコンセプトで展示会と関連のレクチ
ャーやシンポジウムを開催しています。身
近な「街」のギャラリー「A4」でアートを
愉しんでください。
※会場は、ギャラリー「A4」です。
＜主な内容（全3回）＞
　①コンセプト解説　②展示会見学
　③オープニングパフォーマンス体験ほか

50歳からのパワーアップ塾
「徒然草」と人生

　「徒然草」は、人生や社会について作者
が鋭く切り込んだエッセイです。当講座で
は、時代やテーマ別にいくつかの段を取り
出し、６００年以上の時を越えて輝き続け
る古典の真価を味わいます。
＜主な内容＞
　・「つれづれ」の意義とその発見
　・友という生き甲斐
　・性愛の根源－大いなる惑い
　・人の亡き跡　ほか

【講師プロフィール：半田利弘】
　早稲田大学理工学部物理科卒
業、東京大学大学院理学系研究科
天文学専門課程修了。理学博士。
専門は電波天文学。現在准教授。
日本天文学会理事。日本天文学会
教育委員。

【講師プロフィール：三木紀人】
　1935年生まれ。東京大学文学
部国文科卒業。お茶の水女子大学
名誉教授。城西国際大学教授。
　著書に「徒然草全訳注」（講談
社学術文庫）、「方丈記・発心集」（新
潮日本古典集成）ほか多数。

講師：三木紀人

油絵で描く名画の塗り絵Part2
画材の使い方から模写まで

　油絵初心者の方のための講座です。下絵
付きのキャンバスを使った塗り絵と、トレ
ーシングペーパー等を使った模写に挑戦し
ます。
<主な内容>
・ルノワール「すわるジョルジェット・シャルパ
ンティエ嬢」（塗り絵）

・フェルメール「牛乳を注ぐ女」（模写）

TOEIC® TEST受験対策講座
～スコアアップ730点～

　書店には「TOEIC」と冠した英語の学習書
がたくさん並んでいて、何をどう学習した
ら良いか迷われる方も多いことでしょう。
　本講座で使用するのはTOEICの試験問
題を作成している米国の教育機関「ETS」
が発行しているもので“The Only Official 
Guide”です。
　この問題演習を通じて、①TOEICで自
己ベストのスコアを出すこと、②自分自身
に合った継続できる学習方法を体得するこ
と、を目指します。
　英検2級（TOEIC550点程度）の方を対象と
しますが、どのレベルの方でも各自の目標
点数を設定し受講いただくことができます。
【講師プロフィール】
　日本の大学を卒業後、日本のメーカーに入社。在職中
米国の経営大学院に社費留学（2年間）、その後教育学部
博士課程（中退）に自費留学。現在ジョンソン・エンド・
ジョンソン（株）人事総務本部に在籍。2001年より文化
センターにてTOEIC講座を開始、2006年より英文法講
座を開始。TOEIC970点。

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。Reading, 
Writing, Listening, Speakingのスキルを伸
ばすために、あるいは英語の各種試験準備
のために英文法のポイントを総ざらいしま
す。
　テキストは、駿台文庫の英文法頻出問題
演習。30年以上におよぶロングセラーであ
り、英文法のエッセンスが詰まった教材で
す。多少レベルの高い問題集ですが、幅広
い英文法の基礎から応用までひと通り網羅
します。TOEIC® TEST受験対策講座との
セット受講をおすすめします。

教材：
ホルベイン
「巨匠に学ぶ
シリーズ」
サイズ：
サムホール
縦 22.7 ×横
16cm

こうとうぶらり旅
～江東区の歴史と未来～

　江東区は臨海部のめざましい発展だけで
なく、歴史のある奥深い町です。江東区を
もっと知って好きになっていただくために
散策講座をご用意いたしました。

日本通史Ⅱ
～平安・鎌倉～

　日本の歴史を追いかけるシリーズ第２
弾。今回は、平安・鎌倉時代。日本を約
700年にわたって支配し続けた武士。その
原点が平安から鎌倉時代にあります。魅力
ある両時代を政治、宗教、文化など様々な
角度からひもといていきます。
　奥深い歴史を体感しませんか。

●江東区文化センター講座一覧

彩りのあるセカンドライフ

　クラシック音楽や邦楽、地域を知る講義、
毎日の生活に役立つ講義など、セカンドラ
イフを充実させる
ためのメニューを
ご用意しました。
講義を聴くだけで
はなく、実際に体
験したり、出掛け
たりもします。普
段の生活を楽しく
するヒントを見つ
けてみませんか？

 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

簿記3級検定対策講座

　この講座では平成 21 年 2 月の日商簿記
3 級検定に向けて学習していきます。「得
点」するためのポイントを学びながら、会
計的知識の基礎を習得していきます。企業
の経営状況を数字から理解できるようにな
りますので、多くの社会人の方に役立ちま
す。スキルアップをお考えの方におすすめ
です。

色鉛筆で描くのらくろのいる風景

　旅先や街歩きで、思うように描けたらい
いなと思ったことはありませんか。風景を
スケッチブックに残
せるように、写真な
どを見ながら描くコ
ツを学びます。絵を
描く楽しさを体験し
てみませんか。

近代日本美術史
～夭折の天才・関根正二が生きた時代～

　西洋美術の受容とともに、日本近代美術
が成熟、確立された明治・大正時代を中心
に、後世に名を残した「夭折の天才画家た
ち」の青春と、彼らを巡る時代背景につい
て理解を深め、その作品にも触れていきま
す。

プロに学ぼう！マンガ道場

　プロの漫画家の指導で、漫画を描いてみ
ませんか？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
心してご参加いただけ
ます。
（対象小学校5年生以
上）

～街・ひと・心を切り取る～
エッセイ教室

　身近なテーマで自由にエッセイを書きま
しょう。出題されるテーマに沿って仕上げ
た作品への講評を交えながら、文章表現や
構成などを学びます。
※継続講座のため、経験者を対象とした指
導です。文章の書き方など、初歩的な内
容を省略することがありますので、予め
ご了解ください。

講師作品

【講師プロフィール：辻真先】
　「ジャングル大帝」「サザエさん」「巨人の星」など、ア
ニメーションの脚本を多数手がける。「アリスの国の殺人」
で推理作家協会賞長篇賞を受賞。近作は「旅のエッセイ
教室　地球の歩き方」「北海道・幽霊列車殺人号」「サハ
リン脱走列車」など。

NASA

＜主な内容＞
　・日本の近代洋画の中の黒田清輝
　・岸田劉生・萬鉄五郎・川上涼花の自然
　・関根正二と伊東深水
　・関根正二と河野通勢 ほか
【講師】
　東京文化財研究所企画情報部長　田中淳
　東京文化短期大学教授　　　　　岩切信一郎
※講義6回（10/11～1/24）の他に2・3月に2回美術
館見学があります。

講師著書（㈱ブリュケ発行）

写真提供：ギャラリーA4

豊洲シエルタワー屋上から市場前・選手村予定地方面

講師作品

使用教材

使用テキスト

森下地域を散策（イメージ）
講師派遣元：NPO法人本所深川・散策風景より
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〒136-0071　江東区亀戸2-19-1
5626-2121　FAX5626-2120

〒 135-0061　江東区豊洲2-2-18
3536-5061　FAX5560-0505

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

生誕100年を前に
田中絹代～人と時代

　映画黎明期から映画界で活躍し続けた田中絹代。
　可憐な娘から老婆まで、演じた役は数知れません
が、女優としてだけではなく、監督としても評価さ
れています。
　来年の生誕100年を前に、そんな田中絹代の生涯、
作品、巨匠たちとの交流等を通して、その魅力を探
ります。

 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

写真提供：田中絹代
メモリアル協会

フランスを楽しむアラカルト

　日仏交流150周年を記念して、フランス文
化全般を様々なテーマで楽しく学んでいき
ます。フランスの歴史や現代についてヴィ
ジュアルを使用しながらすすめていきます。
　旅行に役立つ情報も紹介します。

 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

抒情画の世界

　大正から昭和にかけて一世を風靡した
抒情画を夢二や華宵らの作品を通してた
どります。当時なぜこれらの作品が広く
受け入れられ、また少女文化の中心とな
り得るまでに至ったのかを、時代背景や
少女漫画への移行とともに衰退していく
過程までを探っていきます。

澤登翠の弁士にチャレンジ！

　無声映画に命を吹き込む活動弁士は、現
在貴重な存在です。その中でも第一線で活
躍中の澤登翠さんご指導のもと、活弁の醍
醐味と楽しさを体験してみませんか。映画
の新しい楽しみ方を発見できます。最終回
の3/1（日）には発表会を実施します。
※来年１月より「弁士にチャレンジ！こど
もクラス」も開講予定です。詳細は後日
お知らせします。

フルート教室
～素敵にアンサンブル～

　正しい奏法の知識をグループで学んでい
きます。成果発表会（最終回の3/15㈰）出
演を目指して、みなさんで素敵に楽しくア
ンサンブルに挑戦しましょう。
※この講座は前期からの通年講座です。
※楽器について…お持ちいただくことが前提で
す。購入またはレンタル希望の場合はご相談
ください。
※今回の募集は初心者対象です。経験者の方は
若干名補充募集いたします。詳しくはお問い
合わせください。

竹久夢二／「秋の雲」〔竹久夢二美術館〕

【講師プロフィール：澤登翠（さわと　みどり）】
　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して「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：澤登翠 講師：佐藤加代子

【講師プロフィール：佐藤加代子】
　江東区在住。武蔵野高等学校音楽科、武蔵野音楽大学卒業。現在、音楽教室にてフル
ート科、オカリナ科講師。また、フルートオーケストラや他楽器とのアンサンブルを組み、
演奏活動を行っている。仏像を知る

　現代においても人々の心を惹きつけ、癒しを与え
てくれる仏像を、美術品として鑑賞するだけではな
く、その本質を理解することを目指した講座です。
　各仏像がいったいどのような出身であるのか、あ
るいはどのような願いがこめられているのかなど、
根本的な疑問をわかりやすく解説していきます。
※現地講義あり（3/7㈯） 講師執筆著書
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とその時代
～天下人たちとの係わりを中心に～

　時は戦国時代。越後の名門・上杉家に「義」と「愛」を掲げた知勇
兼備の武将がいました。その名は直江兼続。この講座では、来年
のNHK大河ドラマの主人公としても注目される直江兼続の波乱万
丈の生涯を、天下人たちとの係わりを中心に解説していきます。

【講師プロフィール：池享（いけ　すすむ）】1950年生まれ。一橋大学社会学部卒業。
新潟大学人文学部助教授、一橋大学経済学部助教授を経て、現在教授。専門・研究分野
は日本中世史。主な著著『大名領国制の研究』・『調べ学習日本の歴史5　戦国大名の研究』・
『街道日本史24　越後平野・佐渡と北国浜街道』など。

Excel関数ビギナーズ

　Excel関数ってなに？……関数はやっか
いな操作や計算を簡単にしてくれるとって
も便利な機能です。基本から応用まで、実
習をまじえて学習していきます。
※Excelの使用経験がある方が対象です。
※参加に際しては、ノートパソコン（OS：Windows
　2000以降、Excel：バージョン2000以降）をお持ち
ください。講師はExcel2003を使用します。

※使用テキストは各自でご用意ください。
『できるExcel関数編』（インプレス･ジャパン社刊）
お持ちいただくEXCELのバージョンに合った版をご
用意ください。

江戸と上方の小噺に挑戦！
こども落語入門

　同じお題の落語でも、江戸では“そば”、
上方では“うどん”という具合に、習慣・文
化の違いが落語にも現れます。
　今回は、本ネタの落語の前の“まくら”（導
入部）などで話される小噺を、江戸と上方
それぞれ1つずつ挑戦します。上方の小噺
は、もちろん関西弁で演じます。希望者に
は、本ネタも指導します。その他、高座（舞
台）で必要な作法、手ぬぐいや扇子の所作
（使い方）も習い、最後は発表会を行います。
　指導は豊洲文化センターで年5回の寄席
を14年間に渡り開
催し続けている「都
笑亭～とわいらい
とてい～」の面々
が担当します。

フェイク★スイーツを作ろう！

　大人気の本『かわいいフェイクスイーツの作り
方』の著者、氣仙えりかさんを講師に迎え、本物
さながらのフェイクスイーツの作り方を習います。
　色とりどりの愛すべきスイーツをいつも手元に
置いて幸せな気分になりませんか？オブジェから
アクセサリーまで、楽しいフェイク★スイーツ作
りにチャレンジしましょう。
『かわいいフェイクスイーツのつくり方』グラフィック社より　写真／新井谷武廣

講師作品

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。

亀戸のまち再発見

　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。その歴史と文化に触れてみませんか。
講義だけではなく、実際にまちを歩いて史
跡をめぐります。亀戸の魅力を新たに発見
しましょう。

 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

ちりめんで端午の
節句飾りを作ろう！

　５月５日こどもの日は男
の子の厄除けと健康祈願を
祝う端午の節句です。出世
魚と象徴される鯉や邪気を
払うと言われる菖蒲など願
いを込めた縁起物をちりめ
んで作ります。自分で作っ
たオリジナル飾りで端午の
節句を祝いませんか。

農的暮らしのすすめ

　あなたにとっての“人生の楽園”を農的暮
らしの中から見つけてみませんか。「定年
帰農6万人の人生二毛作」の編集者が、全
国各地の取材から得たとっておきの情報を
紹介します。現地講義（参加費実費）として、
千葉県鴨川市をバスで訪ねます。

老後の生活を豊かにするために
～保険・年金制度を正しく理解しよう～

　老後の生活に大きな影響がある年金ですが、複雑
でわかりにくく、そのため不安が大きくなっていま
す。また、必要な保障はどうやって算出するのか、
今入っている保険の保障範囲はどうなっているのか
など、経験豊富な講師がていねいに解説します。

初歩からのスペイン語

　スペイン語の初心
者や、もう１度基礎
から学びたい方を対
象にしています。目
標は基本的な文法の
習得から、旅先での
簡単なやりとりが
できるようになるま
で！スペイン語は中
南米などの数多くの
国々でも公用語とし
て話されています。

前回の散策の様子

講師  三好裕子作品

鴨川自然王国の仲間たち

講師：紀平正幸

直江兼続公所
用甲冑・愛の
前立の兜（上
杉神社所蔵）

囲碁大会めざしてがんばろう



お申し込み方法は■Ａ面をご覧下さい。申込期間：9月10日（水）～24日（水） 平成２０年９月１０日発行　第３１６号（毎月１回発行）Ｄ

江東文学散歩
～小名木川・隅田川周辺～

　江東区は、数々の文
学作品に取り上げられ
てきました。文人たち
が描いた下町の人情や
風物の舞台への理解を
深め、明治・大正・昭
和・平成へ大きく変化
を遂げてきた｢江東区｣
を、文学の世界から探
訪していきます。藤沢
周平、池波正太郎等の名作から心に響く情
景をふりかえります。

【講師プロフィール：井上謙】
　ＮＨＫカルチャーアワー「文学と風土」の講師を歴任。
「文学探訪は、読んで歩く、そして歩いて知る」をモット
ーに、『東京文学探訪』や『鎌倉文学探訪』などのラジオ
放送で活躍。前近畿大学教授。主な著・編著に、『横光利一』
（新潮日本文学アルバム43）、『向田邦子鑑賞事典』（共著、
翰林書房）等多数。

 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

お江戸超低山さんぽ
～中村みつをさんと歩く～

　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。

ジュニア落語倶楽部

　落語は、面白い、楽しい話のかたまりで
す。どこが面白いのか、どうしたら面白い
話ができるのか、楽しく学んでみましょう。
手拭いや扇子の道具の使い方や礼儀作法も
学び、一口小噺ができることを目標とし、
ひとり一人の個性に合わせて学びます。
※対象は小学生から高校生までです。

講師：井上謙 使用教材　講師著書『お江戸
超低山さんぽ』書肆侃侃房刊

今年度前期
講座成果発
表会風景

【講師プロフィール：
三遊亭栄楽】

昭和59年に三遊亭円楽に入門、
同61年に二ツ目。
平成3年10月に真打昇進。
平成8年より東大島文化センタ
ーにて大島落語会を隔月１回開
催しています。

韓紙の小物づくり
～韓国の紙工芸～

　日本に和紙があるように、韓国には和紙と同じ楮（こうぞ）を
原料とした韓紙（はんじ）があります。
　韓国の伝統工芸・韓紙工芸は、コースターや手鏡などの小物か
ら箪笥やテーブルなど大きなものまであり、本国でもここ数年人
気が高まっているといいます。講座では、日常使いの小物を作り
ます。紙の土台を組み立て、その上に色韓紙や伝統の模様を貼っ
て仕上げます。
　木のように丈夫で軽く、紙の素朴な風合いが手に優しい韓紙工
芸をどうぞお楽しみください。
＜主な内容＞①手鏡　②小皿（２枚組）③八角形の器

やさしく楽しい木版画入門

　木版画は、絵の上手下手に関係なく、味
のある作品ができるところに面白味があり
ます。季節の風物・植物など、自分で作り
たい下絵を題材に、わかりやすく楽しみな
がら作品を仕上げます。年賀状づくりにも
役立ちます。
※彫刻刀などの道具は各自でご用意くださ
い。希望者への販売もあります。

講師作品「干支（牛）の年賀状」

講師作品

　ドイツリート研究家でありピアニストの三上かーりんさんとバリ
トン歌手の小川哲生さんを迎え、音楽史上最高の歌曲集「冬の旅」
より、さすらい・夢・風・光・道など様々なテーマに沿って孤独
な人生の旅路を辿ります。（2～3月開講予定）

シューベルト「冬の旅」の世界！シューベルト「冬の旅」の世界！

囲碁教室・実践編
～有段者特訓コース～

　有段者を対象に、理論（対局の解説）と
実践（指導碁）を指導します。布石、中盤、
さらにヨセを講師との対局を通して学びま
す。指導では､ プロジェクターの大画面に
より､ わかりやすく､ 丁寧な解説を行いま
す。参加者による ｢リーグ戦」も実施して
おり､ 受講生に大変好評です｡

文章教室
～600字のエッセイ～

　身近な生活の出来事や季節の事柄などを
課題として取り上げ、講師が添削します。
起承転結を踏まえた文章の書き方を学びま
す。書き留めた文章は、文集としてまとめ
ます。今回で文集は15集目となります。

東大島女声コーラス
（午前・夜間）

　美しい日本語で歌うための発声練習や発
音を学びながら、さまざまな楽曲を歌いま
す。レッスン以外に、発表会やコンサート
出演もあります。ハーモニーを味わい、楽
しく歌いましょう。
※本講座は、午前（土曜）・夜間（金曜）の2クラス
あります。

平成19年度成果発表会より平成19年度文集

【講師プロフィール：佐々木正】
　日本棋院棋士八段。江東区在
住。昭和49年に二十三世本因
坊栄寿に入門。平成13年に八
段。　平成 8年棋聖戦六段戦
準優勝、平成 14年通算 300
勝達成。

俳句実作講座
～基礎から学ぶ作句の楽しみ～

　俳句の作り方を学ぶ講座です。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。作句の実力をつけながら、
ご自分の気持ちを十七文字で表現する喜び
を味わいませんか。

 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」行、「北砂2丁目」下車徒歩10分

砂町偉人伝 ジョン万次郎

　ジョン万次郎は幕末時
代に通訳・翻訳で活躍し
た後、明治２年から11年
間砂村に住んでいまし
た。ＮＨＫ番組「その時
歴史が動いた」解説とし
て出演された岩下先生を
お迎えして、砂町にゆか
りのあるジョン万次郎の
波乱の人生と活躍を探っ
ていきます。

ピアノと大作曲家との出会い
～バッハからドビュッシーまで～

　17世紀末に誕生した楽器
「ピアノ」。ピアノは300年
におよぶ歴史の中で、様々
な技術革新を重ね今日に至
っています。
　この講座では、バッハか
らドビュッシーまでのピア
ノ音楽を、ピアノの発達の歴史背景とともに、
名作の楽しみ方を探っていきます。（11/21・
2/6・3/13はピアノ生演奏があります。）

講師：鈴木しげを

ハンドメイド工房
エコクラフトで作る かご・小物

　エコクラフトとは、荷造りに使われていた紙バンドを手芸用に
したもので、かごや小物・バッグを作る手芸としてバザー等で人
気を浴びています。こより状の紙紐を12 ～ 16本平らに接着した紙
バンド（エコクラフト）は、細く裂いたり、はさみで切ったり、
ボンドで貼ったりと加工がしやすく、初心者でもステキな作品が
作れます。本講座では、基本の編み方（かご３種）を習った後に、
自由制作（作品例の中からお好きな作品にチャレンジ）していた
だきます。※自由制作の材料費は実費です。

おさらいメイクで若返ろう

　正しいスキンケア、メイクアップ方法で若返り、毎日を明るく
楽しく過ごしてみませんか？素顔の正しいマッサージ方法や若々
しく見せるメイクテクニックをプロから教えてもらいましょう！

12月9日募集開始予 告

「中浜万次郎伝」
著者：中浜東一郎

（冨山房より）

講師：西原稔

親子でアート

　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。

表計算の基本を覚えよう！
パソコン講座『Excel 基礎』
　エクセル初心者で、基本的なパソコン操
作（キーボード・マウス・文字入力）がで
きる方が対象です。画面を一つひとつ確認
してから、データの入力、簡単な計算ま
で学びます。便利な表計算ソフト「Excel」
の基本を身につけましょう！

ベビーマッサージ

　お母さんと赤ちゃ
んの絆作りに必要な
スキンシップ。何か
らはじめれば良いか
分からない方へ提案
いたします。ベビー
マッサージをとおし
て、赤ちゃんとの触
れ合い方を身に付け
てみませんか。講座
では基礎から実践までを楽しく学びます。

講座風景

講師：小池浩代

基本かご3種 講師作品
講師：松本美香

◆寺門琢己監修「女性のための肩甲骨教室」

　上半身を美しく見せる秘密は「肩甲骨（けんこうこつ）」に
あります。肩甲骨は背中のあらゆる筋肉とつながっているので、
開閉をコントロールすることにより、肩、首のコリを解消し、
二の腕を引き締めるなどの効果が期待できます。毎日のちょっ
とした時間に実践できるエクササイズを身に付けて、カラダと
ココロをスッキリしませんか。

 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

ブラッシュアップ英会話

　英会話を勉強している方や、もう一度やり
直したい方にオススメの講座です。日本人が
苦手とする「英語音」を聴き取る耳のトレー
ニングで、リスニングと発音を強化しましょ
う。※高校生レベルのクラスです。

おうちdeカフェ気分♪

　手軽でおいしい本格コーヒーや紅茶
の淹れ方から、おいしいスイーツの作
り方までくつろぎの時間が楽しくなる
方法をご紹介します。おうちでゆった
り、カフェのようなひとときを楽しみ
ませんか。

ヘルシークッキングⅡ
～撃退!メタボリックシンドローム～

　スリム＆ヘルシーの基本は食生活から。毎日
作れて、おいしく食べられる、低カロリーな家
庭料理から、旬の食材を使ったおもてなし料理
まで、多彩なレシピをご紹介します。

●男の厨房

　料理が好き！レパートリーを増やしたい！
そんな男性向けの料理教室です。月に一度の
土曜の昼下がり、グループ
でワイワイと楽しく作りま
しょう。

【講師プロフィール】
　テレビ番組をはじめ
とする各メディア出演
などカフェのスペシャ
リストとして活躍中。
　カフェ開業スクール
としての草分けとなる
「カフェズ・キッチン」
を設立し、多くの卒業
生を輩出している。

【プログラム】
10/15 いつもと違うコーヒーを味わう
10/29 アフタヌーンティーを楽しもう
11/12 カフェごはんを作ろう！
11/26 カフェスイーツを作ろう！

講師：富田佐奈栄

本格コーヒーとカフェスイーツ

イメージ写真

監修：寺門琢己

保育について
推進センターでは受講生が学んでいる
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
（推進センター講座の保育は推進センターのみで受け付けます）

地図 7

地図 8

対局風景（平成19年度囲碁大会より）


