
地域理解・散策

　かつては天下無双の巨
城だった江戸城。現在の
皇居はその一部分に過ぎ
ません。皇居を外濠に沿っ
て歩けば、今なお残る当時の痕跡から現在の東京地形の成り立ちが
見えてくるほどです。そんな皇居周辺を散策し、「水都・東京」の面影
を辿る時間旅行を楽しんでください。
時□5/16～7/8 火曜 19：00～20：30 外出講義は土曜午後　数□4回
場□古石場文化センター ほか　対□25名　￥□3,500円・200円
師□千代田区地域振興部文化振興課文化財係学芸員 後藤宏樹 ほか
 No.230092

5/16（火）「名所江戸百景」や古写真から見える水都・東京

6/3（土） 江戸城一周「水の道探索」①（外出）

6/13（火） 近現代の皇居周辺から見えてくる水都・東京

7/8（土） 江戸城一周「水の道探索」②（外出）

NEW  江戸城水辺散歩 古石場

文学・歴史

　五・七・五・七・七のリズムにあわせて日常を切り取
り、思いをのせてみませんか。今まで短歌を詠んだこ
とのない方でも無理なく創作できるよう、現代短歌の
鑑賞や課題詠に取り組みます。一生の趣味として「短
歌」を楽しみましょう。
〈主な内容〉 ● 鑑賞と実作
時□5/10～9/20 水曜 19：00～20：30
数□前期8回　場□江東区文化センター
対□若干名（20名）　￥□11,100円・500円
師□『短歌人』編集人 藤原龍一郎 No.230019

　短歌のたのしみ ～現代短歌の鑑賞と実作～ 東陽町

　外国の絵本や、児童文学に興味のある大人のための講座。絵本や児童文
学の世界に関心のある方に向けていろいろな国の本を取り上げていきます。
子どもに読み聞かせをしたい方、絵本を贈りたい方もぜひご参加ください。
〈主な内容〉 ● 絵本と児童文学～物語の魅力～
● 外国の絵本と物語の世界
● キャラクター、テーマ、国などから選んで読んでみよう
● 絵本と児童文学は今
時□6/20、7/18、9/19、9/26 火曜 18：30～20：00　数□4回
場□総合区民センター　対□30名　￥□2,600円・400円
師□日本子どもの本研究会、日本児童文学者研究会会員・評論家 米田久美江
 No.230065

NEW   大人も楽しめる絵本と物語 ～絵本で心豊かに・物語で広がる世界～ 区民

　亀戸の老舗店などを紹介する人気シリーズ。
　今回は漢方「松江堂薬局」を取り上げます。日本、中
国の歴史、風俗から漢方、中医学の理論についてや、中
医体質論による養生法、年齢による養生法を学びます。
時□6/6～7/18 火曜 19：00～20：30
数□4回
場□亀戸文化センター　対□30名
￥□500円・200円
師□松江堂薬局店主 松江一彦

 No.230136

　高橋美江さんが帰ってきました。全国200ヶ所以
上の絵地図を制作した美江さん。その経験を生かし

「まち歩き」の達人に。なにげない街角も美江さんに
かかれば楽しい発見の連続です。好奇心旺盛の美
江さんと一緒に「まち」を歩いてみましょう。
時□5/10～9/20 水曜 10：00～12：00　数□前期5回
場□砂町文化センター ほか　対□25名
￥  □5,000円・2,500円 
（外出に伴う入場料及び交通費は各自負担）
師□絵地図師・散歩屋 高橋美江
 No.230054

　江東区内には、上場している大会社や小さい
ながらも独自の品を作っている会社やお店、また、
歴史ある老舗などが多数あります。本講座では、
会社・お店・工場などを歩いて訪ね、その業務や作
業などのお話をうかがうとともに裏側を見学し
ます。今回は臨海部エリアを中心に訪問します。
※コースは変更になる場合があります。
時□5/17～9/13 水曜 10：00～12：00
数□5回　場□江東区内各地域
対□20名　¥□7,000円・150円
師□タウン誌深川編集部 片山祐子 ほか No.230090

5/17（水） 豊洲周辺

6/14（水） 潮見周辺

7/12（水） 有明周辺

8/23（水） 辰巳周辺

9/13（水） 新木場周辺

NEW  江東 会社・お店探訪3 東陽町 

（株）IHI  IHIものづくり館 i-muse

NEW  亀戸まちのマイスター 松江堂薬局と漢方 亀戸 NEW  ～美江さんと一緒に歩く～ 東京下町散歩 砂町

東陽町：江東区文化センター 森下：森下文化センター 古石場：古石場文化センター 豊洲：豊洲文化センター
亀戸：亀戸文化センター 東大島：東大島文化センター 砂町：砂町文化センター 区民：総合区民センター

 NEW：新規講座
NEW 以外の講座は欠員の補充募集講座となります。

講師著書

松江堂薬局
店内

講師：高橋美江作/
亀戸周辺の絵地図

　今年は明治維新から150年を迎えます。倒幕・新政府
樹立に尽力した西郷隆盛（1828～77）は木戸孝允・大久
保利通と並ぶ維新の三傑の一人です。この講座では西
郷の生涯をもう一度見直していきながら、明治維新とは
なんであったのかを再考していきます。
時  □5/12～7/7 金曜 19：00～20：30
数□5回　場□砂町文化センター
対□25名　￥□4,200円・300円
師□明治大学文学部教授 落合弘樹

 No.230050

NEW  再考 明治維新と西郷隆盛 砂町

西郷隆盛像
（上野恩賜公園）

5/12（金） 島津斉彬と西郷隆盛

5/26（金） 長州征伐と薩長同盟

6/9（金） 大政奉還と明治新政府

6/23（金） 征韓論政変から挙兵に至るまで

7/7（金） 西南戦争とその後の評価

　洋書をテキストに使い作品を読み解いていきます。年
間で1冊の洋書を読みすすめます。今回のテキストに使
用するのはA・Aミルン作の『Winnie the Pooh』（邦題：ク
マのプーさん）です。※英会話講座ではございません。
〈テキスト内容〉
●  クマのプーは、クリストファー・ロビンの大切なぬいぐるみ。そんな

プーが仲良しのクリストファー・ロビンや森の仲間たちと、愉快な冒
険をくりひろげます。大人が読んでも味わい深く、心温まる物語。

時□5/13～9/30 土曜 14：00～15：30　数□前期9回
場□豊洲文化センター　対□20名　￥□11,000円・1,300円
師□児童文学評論家・翻訳家 斉藤美加 No.230075

NEW  英語で読む児童文学『Winnie the Pooh』 豊洲

使用予定テキスト

　日本固有の演劇で、伝統芸能の一つ
である歌舞伎を、松竹㈱の協力のもと、
2013年に新しく建て替わった歌舞伎座
で、造詣の深い講師の事前講義を受け、
歌舞伎鑑賞を行います。
〈主な内容〉 講義と鑑賞
● 5月公演「團菊祭五月大歌舞伎」 ● 9月公演 未定
時□5/18、9/7 木曜 講義14：15～15：45、鑑賞16：30～21：00（目安）
数□前期2回　場□歌舞伎座　対□60名　￥□3,500円・12,500円
師□松竹㈱ 演劇営業部演劇ライツ室派遣講師
 No.230022

NEW  芸術鑑賞講座「歌舞伎」 東陽町

歌舞伎座 Ⓒ松竹（株）

　知られざる16世紀ネーデルラント絵画の魅力とその
代表的画家ブリューゲルの驚くべき作品を紹介。最後
は《バベルの塔》（写真右）に焦点を絞って解説します。
※ 美術館の見学あり。別途入館料が必要です。
〈主な内容〉
● ネーデルラント美術とは?
● ブリューゲルと作品
● 《バベルの塔》について ほか
時□5/9～6/13 火曜 14：00～15：40
数□5回　場□東大島文化センター ほか　対□ 25名　￥□6,000円・100円
師□美術ジャーナリスト 村田真 No.230104

NEW  ブリューゲルがおもしろい! 16世紀ネーデルラント絵画の迷宮 東大島

ボイマンス美術館所蔵
ブリューゲル「バベルの塔」展
16世紀ネーデルラントの至宝 －ボスを超えて－
2017年 4月18日（火）～ 7月2日（日）東京都美術館
ピーテル・ブリューゲル1世 《バベルの塔》
Museum BVB, Rotterdam, the Netherlands

鑑賞・教養

　無形文化遺産にも登録されている、日本の伝
統芸能「文楽」。国立劇場の協力のもと、現地で、
文楽出演者等による公演の解説と文楽鑑賞を
行います。
〈主な内容〉 講義と鑑賞
● 5月公演 寿柱立万歳、菅原伝授手習鑑
● 9月公演 未定
時  □5/14（日）講義9：40～10：30 観劇11：00～ 

9/17（日）講義時間未定 観劇時間未定
数□前期2回　場□国立劇場　対□50名
￥□2,200円・11,800円　師□国立劇場文楽出演者 ほか No.230045

NEW  芸術鑑賞講座「文楽」 東陽町

菅原伝授手習鑑

国際理解・語学 （英会話はD面をご覧ください）

　外国の方を対象にする実践的な日本語指導法を、1年
間を通してテキストをベースに学びます。今年度は教材
作りを通して、指導内容を深めるノウハウを学びます。日
本語指導法を学習してきた方、実際に日本語指導にあ
たっている方が対象です。
〈主な内容〉 ● ひらがな・カタカナ・漢字の教材作り 
● 基本動詞の教材作り ● 比較文の教材作り
● 可能形の教材作り ほか
時□5/10～10/11 水曜 18：30～20：00　数□前期17回
場□江東区文化センター　対□25名　¥□18,000円・5,500円
師□武蔵野大学教授 村澤慶昭 No.230076

NEW  外国人のための日本語指導法 ～初級 日本語の教材作り～ 東陽町

講師：村澤慶昭

　「おもてなし中国語」講座が2年目を迎え「初級クラス」へレ
ベルアップ。発音記号や数字が読める、少し中国語を学んだこ
とのある方向けの講座です。オリンピックに向けて、コミュニ
ケーションが取れるように学んでみませんか。場面ごとに必
要な応対表現、習慣や国民性なども合わせて学んでいきます。
〈主な内容〉 ● 中国語の発音内容
● 疑問文を使った一問一答 ● 場面別の表現、一言フレーズ等
時□5/12～10/6 金曜 19：00～21：00
数□前期17回　場□豊洲文化センター
対□10名（20名）　￥□17,000円・2,600円
師□ディラ国際語学アカデミー派遣講師 張小兵 No.230007

　 おもてなし中国語 初級クラス 豊洲

　英語を読む・書く・聞く・話す力のスキルアップのために、あるいは
英語の各種試験準備のために英文法を総ざらいします。テキストは
駿台文庫「新装版新・英文法頻出問題演習PART1文法篇」を使用し
ます。この本は大学受験のための多少レベルが高い問題集ですが、
30年以上に及ぶロングセラーであり、英文法のエッセンスが詰まっ
たもので、基礎から応用まで網羅しています。
※上記テキストを既にお持ちの方は、申込時にその旨お伝えください。
時□5/20～7/22 土曜 9：15～10：45　数□10回　場□江東区文化センター
対□50名　￥□6,000円・2,000円
師□ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ディレクター  岡田信彦
 No.230081

NEW  英文法を学ぶ ～正確な英語を身につけるために～ 東陽町

　この講座は公式問題集を使用し、問題演習を通じてTOEIC®テス
トで自己ベストスコアを出すことと、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。
使用テキスト：「 公式TOEIC®Listening & Reading 問題集1」
※ 上記テキストを既にお持ちの方は、申込時にその旨お伝えください。
※オプションのIPテストは今期より実施しません。
※ TOEIC®は、エデュケーショナル・テスティング・サービス（ETS）の登録商標です。
時□5/20～7/22 土曜 11：00～12：30　数□10回
場□江東区文化センター　対□50名　￥□6,000円・4,000円
師□ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ディレクター 岡田信彦
 No.230082

NEW  公式問題集で学ぶTOEIC® 東陽町

　中国語はビジネスを含め、多方面で交流
の場が増えています。2020年の東京オリン
ピックを控え、中国語でコミュニケーショ
ンをとる機会は一段と多くなるでしょう。
本講座では中国語学習のポイントとなる発
音や実践的な会話練習を中心に中国語を
基礎から学び、また中国の文化・習慣等の理
解も深めていきます。初心者対象の講座です。
時□5/9～10/3 火曜 19：00～21：00　数□前期17回
場□森下文化センター　対□20名　￥□17,000円・2,600円
師□ディラ国際語学アカデミー派遣講師 No.230036

NEW  はじめての中国語 森下

授業の様子

　近くて遠い隣国・韓国に
ついて掘り下げる人気シ
リーズです。場所、建物を
キーワードに韓国の文化や
歴史を紐解いていきます。
時□5/24～8/30 水曜 14：00～15：30　数□前期6回
場□亀戸文化センター　対□30名
￥□7,000円・300円
師□都立日比谷高等学校講師 武井一 ほか

 No.230133

NEW紐解くコリア2 ～めぐるとわかる～ 亀戸

5/24（水） 慶州めぐり ～仏国土新羅と日本～

6/21（水） 慶尚北道味めぐり

7/5（水） 扶余、益山めぐり ～百済の移動と日本～

7/26（水） 王宮めぐり ～景福宮（正宮）～

8/9（水） 王宮めぐり ～昌徳宮と後苑（離宮）～

8/30（水） 文化めぐり ～80・90年代の韓国音楽～

　韓国語は日本語と文法構造が似て
いるなど、多くの共通点があり、親し
みやすい言語です。多くの韓国文化に
触れるようになり、「アニョハセヨ」「カ
ムサムニダ」などの韓国語を知ってい
る方も多いでしょう。本講座では韓国
の文化・歌なども取り入れて楽しみながら韓国語の基礎を習得して
いきます。初心者対象の講座です。
時□5/12～9/29 金曜 19：00～21：00　数□前期17回
場□森下文化センター　対□20名　￥□17,000円・2,400円
師□ディラ国際語学アカデミー派遣講師 No.230037

NEWはじめての韓国語 森下

韓国の文化も学びます

　日本最古の木造建築、名
刹・法隆寺について、建築から
仏像までその美しさを学んで
いきます。
時  □5/22～6/26 月曜 

※6/15のみ木曜 
14：30～16：10

数□4回　場□砂町文化センター、東京国立博物館（上野）　対□20名
￥□6,500円・300円 ※東京国立博物館入館料及び交通費は別途
師  □美術史家・群馬県立女子大学兼任講師 北進一 

公益財団法人黒川古文化研究所研究員 杉本欣久 No.230049

NEW  日本最古の美 ～いまふたたびの法隆寺～ 砂町

5/22（月）
宝物の発見と評価
－ 江戸時代の人々はどのように法隆寺

を見ていたのか－

5/29（月） 風雪に耐える古寺
－法隆寺の建築美－

6/15（木） 外出講義 －法隆寺の宝物を観る－
（東京国立博物館法隆寺宝物館見学）

6/26（月） 仏教美術の辿った道
－法隆寺の仏像、その笑顔の謎－

　今回は北条の城と小田原攻めを中心に学
びます。講師が、わかりやすく楽しく解説しま
す。現地も北条ゆかりの八王子城と小田原城
を見学します。
時  □6/8～6/24 木曜 19：00～20：30　数□5回

（ 6/17土曜は13：00～14：30、 
6/24土曜は12：00～14：00予定）
場  □砂町文化センター、八王子城、 

小田原城（交通費等、各自負担）
対□30名　￥□6,000円・300円
師□城郭ライター・編集者 萩原さちこ No.230018

NEW  わくわく!! 城講座 ～小田原攻めと北条の城～ 砂町

小田原城

6/8（木） 戦国の城の特長

6/15（木） 小田原攻めと北条の城①

6/17（土） 現地見学（小田原城）

6/22（木） 小田原攻めと北条の城②

6/24（土） 現地見学（八王子城）

　やきものの基本的知識、なぜやきものは焼くのか? 
から始まり、世界最古とされる縄文土器や、アジア
や地中海文化の影響のもとに形成されてきた日本
の陶器の歴史を確認します。更に、茶道の中心的
やきものである楽や美濃作品の特徴と茶道の精神

「わび、さび」を究明し、江戸時代の伊万里磁器の成
立に至る日本陶磁史のおもしろさをお話しします。
時□5/15、6/5、7/3、7/31、9/4 月曜 14：00～15：30　数□5回
場□江東区文化センター
対□30名　￥□5,000円・100円　師□日本骨董学院学院長 細矢隆男
 No.230071

NEW  陶磁器の歴史と茶道具の美 東陽町

講師：細矢隆男

　2016年度「NHK俳句」選者、堀本裕樹氏厳
選の名句から参加者が選句していく「つくら
ない句会」と気鋭の女性俳人、日下野由季氏に
よる俳句鑑賞講座です。夏目漱石や芥川龍之
介、永井荷風から現代の川上弘美、又吉直樹
まで、古今の人気作家の俳句を採り上げます。
作家それぞれの個性や小説と照らし合わせて文人俳句を味わいましょう。
時  □7/6、7/13、7/20 木曜 18：30～20：00　数□3回 

※7/6の「つくらない句会」のみ18：30～20：30
場□砂町文化センター　対□25名　￥□3,500円・100円
師□俳人 堀本裕樹・日下野由季 No.230056

NEW  俳句鑑賞講座 ～つくらない句会と文人俳句を読む～ 砂町

講師：日下野由季講師：堀本裕樹

　北欧の国・デンマークの魅力を、歴史、文学、
文化などから探ります。
〈主な内容〉 ● デンマークの福祉と教育 

～世界一幸福な国の実態とは～
●デンマークの魅力～文化・生活・デザイン～ 
●童話作家アンデルセンとデンマーク ほか
時□5/11～6/29 木曜 19：00～20：30　数□4回
場□東大島文化センター　対□25名
￥□4,500円・300円
師  □東海大学文学部北欧学科教授 佐保吉一、
　イラストレーター ナシエ、童話作家 立原えりか No.230105

NEW  もっと知りたい!! デンマーク ～日本・デンマーク外交関係樹立150周年～ 東大島

「はだかのおうさま」
アンデルセン童話より
フレーベル館・2016年
立原えりか／文

「北欧が好き!」
ダイヤモンド社

2015年
ナシエ著

　小説に全てを捧げた曲亭（滝沢）馬琴の生涯と、壮大な伝奇小説
『南総里見八犬伝』の名場面をご紹介します。
〈主な内容〉 ●深川生まれ・馬琴の生涯 ●【公演鑑賞】「復曲浄瑠璃 
花魁莟八総」 ※講義なし ●「芳流閣と犬飼現八」 ●「犬坂毛野の対
牛楼と犬村大角の庚申山」 ●【外出講義】生誕地 深川・寺町を歩く
時  □5/10～10/18 水曜 14：00～15：30 ※5/31（水）のみ、浄瑠

璃公演鑑賞のため19：00～20：30（予定）
数□11回　場□森下文化センター ほか
対□25名　￥□10,000円・3,000円（公演鑑賞のチケット代、教材コピー代）
師  □専修大学文学部教授 板坂則子、共立女子大学文芸学部教授 

内田保廣、中川船番所資料館次長 久染健夫 No.230043

NEW  生誕250年 馬琴と『里見八犬伝』 ～八犬士の名場面を中心に～ 森下

里見八犬士之内 犬塚信乃
豊原国周画（館山市立博物館蔵）

り、思いを
とのない方
鑑賞や課
歌」を楽し
〈主な内容
□時 5/10～
□数前期8回
□対若干名
□師『短歌人

再考 明治維新と西郷隆盛こどものためのクラシックバレエ

旅の楽しみ 駅弁
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NEW55講座

3/10（金）
受付開始

受講生募集 全 11ジャンル、区内 8 施設で実施!
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区民参加
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文学
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手芸
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演劇

もっと知りたい!! デンマーク
～ 日本・デンマーク 
外交関係樹立150周年～　



お申込み 江東区文化センター（東陽町） ☎3644-8111
 FAX3646-8369
森下文化センター ☎5600-8666
 FAX5600-8677

古石場文化センター ☎5620-0224 
 FAX5620-0258
豊洲文化センター ☎3536-5061 
 FAX5560-0505

亀戸文化センター ☎5626-2121 
 FAX5626-2120
東大島文化センター ☎3681-6331 
 FAX3636-5825

砂町文化センター ☎3640-1751 
 FAX5606-5930
総合区民センター ☎3637-2261 
 FAX3683-0507

実施するセンターへお申し込みください …………………………………………………………………
お申込み
期間

3月10日（金）
～3月24日（金）

こども・親子

　世界に名だたる映画監督・小津安二郎は、
人の心に届きキラリと光るコトバをいくつ
も残しています。せりふとして映画の登場
人物に言わせたコトバ、日記に書かれた自身
に語りかけるコトバなど、さまざまな側面か
ら小津安二郎の世界をのぞいてみませんか。
〈主な内容〉 ●   小津映画との邂逅
●生涯を貫いた流儀 ● 「食」と「酒」●結婚観、家族観 ●老いと時間
時□5/13、6/10、7/1、8/5、9/9 土曜 14：00～15：30　数□5回
場□古石場文化センター　対□30名　￥□4,800円・200円
師□文筆業 米谷紳之介 No.230101

NEW  僕はトウフ屋だから…コトバで巡る小津安二郎 古石場

古石場文化センター併設
小津安二郎紹介展示コーナー

　深川に住み、江戸時代中期に活躍した三
井親和。独特な筆跡は、“親和染（しんなぞ
め）”という染模様として、衣類や寺社の幟
に染められ、当時大流行しました。直筆の
親和の書も講座内で特別公開します。
〈主な内容〉 ●   書道についての基礎知識
●   江戸の書の流れ ●   親和の書 ●   親和と深川
時□7/10、8/14、9/11、9/25 月曜 19：00～20：30
数□4回　場□古石場文化センター　対□30名　￥□3,800円・200円
師□國學院大学教授 佐野光一、近代日本書道史研究家 岩坪充雄 ほか
 No.230100

NEW  江戸っ子たちの書 ～深川を愛した書家・三
みつ

井
い

親
しん

和
な

を知る～ 古石場

三井親和「清談」

　スクリーンに映った電車や駅のプラットホー
ム。その姿に失われてしまった懐かしの時代を
思い出す事はありませんか。昭和をテーマに鉄
道情景の旅にいざないます。後半には模型作家
の巨匠、宮下洋一氏が昭和の模型を語ります。
〈主な内容〉 ●   昭和の時代の鉄道、その時代背景
●映画と鉄道 ●模型で見る懐かしの鉄道情景
時□5/21、6/4、6/18、7/23、7/30 日曜 10：00～11：30　数□5回
場□古石場文化センター　対□30名　￥□2,000円・3,000円
師  □鉄道史研究家 岩成政和、 

Chitetsu Corporation代表 宮下洋一 No.230099

NEW  懐かしの鉄道情景 ～映画と模型でふりかえる～ 古石場

「地鉄電車」より

手芸・工芸

　小さなハサミを使って、動物や植
物のシルエットを活かしたオリジナ
ル作品を楽しく切っていきましょう。
絵やデザインに自信がない方でも簡
単に出来るように、写真やイラストを
利用して進めていきます。カードや
額に飾る作品など、インテリアやプレ
ゼント等にもできる素敵な切り絵で生活を彩ってみませんか。
時□5/13～7/8 土曜 14：00～16：00　数□5回　場□豊洲文化センター
対□20名　￥□6,300円・700円　師□紙切り師 切刻亭 No.230068

NEW   紙切り講座 ～ハサミで気軽に切り絵アート～ 豊洲

講師作品

　夏に向けて、ゆかた用帯じめと髪飾りを
作ります。あなたが織りなす組紐であなた
だけの作品を作ってみませんか。
時  □5/13～7/1 土曜 

10：00～12：00
数□5回　場□亀戸文化センター
対□12名　￥□6,800円・4,200円
師□江東手工芸協会 竹内小夜子

 No.230132

NEW   はじめての組紐 ～ゆかた用帯じめと髪飾り～ 亀戸

組台と講師作品

　江戸の昔より伝承されてきた「お
細工もの」をちりめんや古布を縫い
合わせ、手のひらサイズの花・人形・
鳥など初心者向けのつるし飾りび
なを作ります。期間内に7作品を仕
上げ一本飾りが完成します。わかり
やすいテキスト付です。
時□5/20～9/16 土曜 10：00～12：00　数□8回
場□森下文化センター　対□20名　￥□4,000円・8,000円
師□深川つるし飾りの会主宰 宮永悦子 No.230062

NEW   はじめての「ちりめん細工」（協力講座） 森下

講師作品

　自分だけの陶芸作品にチャレンジしま
しょう。手びねりから絵付けまでを学びます。
講師は、大堀相馬焼き伝統工芸士の長橋明孝
氏です。
〈主な内容〉 ● 基本の形をつくる
● 成形、仕上げと装飾 ● 絵付けと施釉 
時□5/21、6/18、7/16 日曜 13：30～15：30
数□3回　場□江東区文化センター
対□20名　￥□3,000円・2,000円
師□陶芸家 長橋明孝  No.230079

NEW   はじめての陶芸教室（協力講座） 東陽町

講師：長橋明孝

　社会で必要な、でも学校では習えな
い「考える力」がつきます。いろいろな

「なぜ?」を参加したこどもたちで一緒に
考えます。おうちの方が参加して一緒
に考える回もあります。
時  □5/21、 6/4、 6/25、 7/9、 9/3、 9/17 

日曜 10：00～11：00
数□6回　場□古石場文化センター　対□小学3～6年生20名　
￥□3,500円・500円
師□開智日本橋学園中学校「哲学対話」非常勤講師 小川泰治 ほか
 No.230096

NEW  こどもの考える力を育てよう! ～こどもの哲学～ 古石場

ⒸNPO法人
こども哲学おとな哲学アーダコーダ

〈イメージ〉

　初心者対象のクラスです。年齢、経験に応じて3クラスに分かれて
レッスンを行います。
※4歳から小学3年生まで。
※募集は、Aクラス（15：00～15：50）です。
時□4/26～10/11 水曜  Aクラス15：00～15：50 

Bクラス15：50～16：40 
Cクラス16：40～17：40

数□前期17回　場□砂町文化センター
対□4歳～小学6年生（募集は小学3年生まで）5名（54名）
￥□12,000円・なし
師□石井清子バレエ研究所教師 永田明日香・中島郁美 No.230015

　 こどもバレエ教室 砂町

　花、くだもの、おもちゃなど身の回りにある
様々なものを描きます。複数の講師がそれぞれ
の進度にあわせてサポートするので安心。完成
作品は、豊洲シビックセンターギャラリーで展
示します。未来の芸術家を目指してGO!
〈主な内容〉 ● 絵を描く基本 ● 描く内容を決める
● 下書きをする ● 絵を塗る ● 作品を展示する
※作品展示期間は7/25～30を予定 
時□5/17～7/19 水曜 14：30～16：30　数□10回　場□豊洲文化センター
対□小学生20名　￥□2,000円・1,000円
師□江東区美術協会会員 西村潔 ほか No.230066

NEW  やってみよう! こどもスケッチ 豊洲

　クレヨンを使って大画面に落書きをしたり、
新聞紙を使った遊びなど、様々な造形にチャレ
ンジします。造形を通じてこどもの心の発育や
表現を知り、上手にこどもと接する方法も学び
ます。
※ こどもに絵画技術を教える内容ではありません。
※こどもだけの受講はできません。
時□5/14、6/18、7/16 日曜 10：30～11：50　
数□前期3回　場□砂町文化センター　
対□親子10組　￥□8,000円・300円（1組料金）
師□東京学芸大学准教授 石井壽郎 No.230047

NEW  こどもとアート ～親子で造形コミュニケーション～ 砂町

講座風景

　区内の公園にある植物や昆虫を観察し、昆虫標
本作りに親子でチャレンジします。夏休みの自由
研究に効果的です。講座最終日は砂村エコスペー
スに行って夜の鳴く虫観察会を予定しています。
時□6/17～9/16 土曜　数□4回
場□砂町文化センター ほか
対□親子20組（小学生以上）
￥  □3,600円・200円 
（ 標本箱は別途料金がかか

ります）
師□NPO法人ネイチャーリーダー江東会長 阿河眞人 No.230055

NEW  ～親子で標本作り～ 自然観察会　 砂町

6/17（土） 観察会（仙台堀川公園）
 10：00～11：30

7/29（土） 昆虫採集／昆虫標本作り①
 9：30～15：30

8/19（土） 昆虫標本作り② 10：00～11：30

9/16（土） 鳴く虫観察会（砂村エコスペース）
 19：00～20：30

　プロの演奏家が、日本の伝統楽器
「箏」の弾き方をやさしく教えます。初
めてのお子様も丁寧に指導しますの
で安心です。
時  □4/15～9/30 土曜 

①9：30～10：30、②10：40～11：40
数□18回　場□古石場文化センター
対□小学3年生～中学生 ① ②各8名（各15名）
￥□18,000円・1,000円（箏爪代6,000円別途）
師□山田流箏曲演奏家 武田博華・森田博代
 ① No.230102 ② No.230103

　 こどものためのお箏教室 古石場

　児童演劇指導の経験が豊富な講師によ
り、演劇を通してコミュニケーション力と
表現力を豊かにします。
〈主な内容〉 ●ことばの訓練
●ハウスツアー ●スティックトレーニング
●ブラインドウォーク ●ミラーの運動
●発表会 ほか
時□5/7～10/1 日曜 初心者クラス10：00～11：10
数□前期10回　場□亀戸文化センター　対□小学1～4年生15名
￥□7,500円・200円　師□東京学芸大学名誉教授 小林志郎 ほか
 No.230137

NEW  ～コミュニケーションと自己表現～ こどものための演
ド ラ マ

劇教室 亀戸

昨年度の練習風景

　キラキラのポンポンを持って、楽しく
踊ることをメインにチアダンスを行いま
す。笑顔やチームワークを大切にするチ
ア・スピリットを学びながら、お友達と元
気いっぱい踊りましょう。チアダンスが

「初めて」の子も大歓迎! 基本のステップ
から丁寧に指導します。（組体操やアクロバットなど難しい動きは行
いません。レッスンは普段着で行います。）
時□5/11～10/5 木曜 16：30～18：00　数□前期15回　場□森下文化センター
対□小学生男女25名（40名）　￥□12,000円・1,000円
師□㈱WING DANCE PROMOTION 小髙智織 ほか No.230042

　 キッズチアダンス ～ソングリーディング～ 森下

レッスン風景

　踊りの好きなこどもたち集合! 
楽しくダンスのテクニックを身に
つけよう! 年齢に応じて2クラスに
分かれてレッスンしています。
※ 11/19（日）こども文化祭ステージに出演予定です。
●Aクラス  5歳～小学3年生 16：20～17：20 サブ・レクホール
●Bクラス 小学4年生～高校生 17：30～18：30 レクホール
時□4/18～10/10 火曜　数□前期17回　場□江東区文化センター
対□若干名（各クラス15名）　￥□18,100円・1,000円
師□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
 No.230020

　 ジュニア・ダンスミックス 東陽町

　2020年のオリンピック招致に成功した今だか
ら、1964年オリンピックを振り返る意味がある─
地図や写真を用いながら、オリンピック前後の東
京の激変ぶりを、わかりやすく解説します。幻に終
わった1940年の東京オリンピックと、来たる2020年
のオリンピックの内容も、最新情報とともに丁寧に
紹介。
時□5/10、5/31、6/14、7/5、7/26 水曜 14：00～15：30
数□5回　場□江東区文化センター　対□25名
￥□5,600円・200円
師□文筆家 竹内正浩、フォトライター 栗原景 No.230070

NEW  1964 オリンピック再発見 五輪と東京 東陽町

講師：竹内正浩氏著作
（KKベストセラーズ刊）

　地下鉄や地下街など「地下」は私
たちの生活に溶け込み、ますます進
化しています。この講座では、あまり
知られていない利用方法などを紹介
しながら、地下の役割や未来につい
て学びます。
時  □5/11～9/14 木曜 19：00～20：30 

6/10（土）は10：00～11：30
数□7回　場□亀戸文化センター ほか
対□30名　￥□6,700円・300円
師□地下開発利用研究センター所長 奥村忠彦 ほか No.230134

NEW  東京の地下がすごい 亀戸

5/11（木） 地下の利用 ～歴史と概論～
（講師：奥村忠彦）

6/1（木） 東京の地下街と地下歩道
（講師：粕谷太郎）

6/10（土） ～散策～ 東京の地下を歩く
（案内：中野貞三）

6/22（木）
地下の交通施設
～駐輪場からリニアまで

（講師：奥村忠彦）

7/13（木）
地下鉄の改良工事
～東京メトロ担当者が語る

（講師：荻野竹敏）

8/24（木） 東京を支える地下施設
（講師：奥村忠彦）

9/14（木） 地下空間利用の未来
（講師：奥村忠彦）

　あまり語られること
の無いデスク周りの必
需品たちを採り上げま
す。売れる秘訣やしの
ぎを削る開発の裏側、ま
たは文房具の未来まで、
文房具のスペシャリス
トならではの視点で解説いたします。
時□6/1～7/27 木曜 19：00～20：30　数□5回　場□豊洲文化センター
対□25名　￥□6,200円・200円　師□文具王 高畑正幸
 No.230067

NEW  すばらしき文房具の世界 ～文具王的文房具の楽しみ方～ 豊洲

6/1（木） デジタル時代の今なぜ文房具なのか?
実際に使ってみてわかるその違い

6/15（木） 文房具に見る各メーカーの熱いバトル
文房具の進化と開発合戦とその裏側を深読み

6/29（木） 最新文房具を科学する
分解・実験から見えてくる文房具

7/13（木） 文房具の使い方と「術」の潮流
ノートはどこへ行くのか

7/27（木）
文房具の過去から未来を考える
文具先進国のルーツは欧米とは何が違うのか、
未来の文房具はどうなるのか

　理科や算数の不思議を「たい
けんはっけん」します。
時  □5/28～9/10 日曜 

10：00～11：30（異なる回有）
数□5回
場□古石場文化センター ほか
対  □小学3～6年生の児童と 

その保護者20組
￥□3,500円・2,500円
師□R&M'sCANDLE主宰 小幡梨絵子 ほか
 No.230098

NEW  たいけんはっけん 理数系 古石場

5/28（日） 宇宙エレベーターって何?

6/18（日） 東京理科大学・数学体験館を見学

7/30（日） 城西大学・大石化石ギャラリーで
化石とりだし体験（写真）

8/27（日） ケーキの値段を決めるには?

9/10（日） 実験・キャンドルのヒミツ

　教育課程にも組み込まれた伝統音
楽。その代表的な楽器である三味線を
習ってみませんか。日本文化に興味を
持つきっかけにもなります。
〈主な内容〉
● 三味線のお稽古 ● 発表会
時  □5/14～10/1 日曜 

前半クラス14：00～15：00 後半クラス15：00～16：00
数□前期10回　場□亀戸文化センター　対□小学3年生～若干名（15名）
￥□13,800円・8,000円
師□一般社団法人長唄協会派遣講師 No.230077

　 こどものための三味線教室  亀戸

発表会の様子

鑑賞・教養

　漢字・仮名の基礎から暮らしに生
かせる書を学びます。
〈主な内容〉
● 楷書や行書、仮名の基本
● 仮名交じり、カタカナや、字形の取

り方など 
時□4/12～9/13 水曜 19：00～20：30
数□前期17回　場□総合区民センター
対□10名（25名）　￥□14,500円・4,500円
師□毎日書道展会員 帯向芳園
 No.230044

 実用書道 ～暮らしに生かせる書～ 区民

イメージ

書道・絵画

　静物、風景など、さまざま
なモチーフを描きます。はじ
めて絵筆を持つ方でも大丈
夫！ベテラン講師が基礎か
らていねいに指導します。
※野外スケッチを実施予定です。
※教材費の他に別途道具代がかかります。
時□4/27～9/28 木曜 19：00～20：40　数□前期10回
場□砂町文化センター　対□5名（20名）
￥□12,000円・2,000円
師□サロン・ド・パリ会員 菅野たみお No.230016

 スケッチ教室 ～水彩画を楽しむ～ 砂町

講師作品

　「書」に関する知識、楽しさを
深めながら技術の向上を目指し
ます。一人ひとりの経験、技量に
合わせたお手本を使い、わかり
やすく丁寧に指導します。初心
者の方から受講していただけます。
時□5/11～10/5 木曜 18：30～20：00
数□前期17回　場□江東区文化センター
対□若干名（25名）　￥□18,000円・300円
師  □創玄書道会一科審査会員、 

毎日書道展審査会員 北澤翠香 No.230074

 書道教室 東陽町

講師作品

　寄席文字は、家元橘右近からの伝承者と
して認定された「橘」を冠した名を持つ17名
が講師をつとめています。江戸時代から伝わ
る寄席で使われる文字です。縁起の良い文字
としても喜ばれています。初心者歓迎です。
〈主な内容〉
●簡単な基本数字（一、二、三～）から行います。 
時□5/11～10/12 木曜 18：30～20：00
数□前期17回　場□江東区文化センター
対□若干名（25名）　￥□15,000円・1,600円
師□橘流寄席文字 橘右女次 No.230048

 橘流寄席文字教室 東陽町

講師：橘右女次

　基礎となるデッサンからス
タートし、岩絵具を用いた日本
画の制作に至るまで、個人の
レベルに合わせてさまざまな
技法を学びます。

【 28年度成果作品展】 
3/11（土）～3/17（金）東大島文化センター展示ロビー
時□5/12～10/6 金曜 18：30～20：30　数□前期12回
場□東大島文化センター（9月より総合区民センター）
対□5名（25名）　￥□13,000円・1,000円
師□日本美術院院友 佐藤孝 No.230012

  日本画教室 東大島

講師作品「五月の風に泳ぐ」

※年齢・学年の対象日は、平成29年4月1日時点です。

【ABクラス】初心者対象のクラスです。年齢・経験
に応じてクラス分けを行い、柔軟とリズム体操を
取り入れたクラシックバレエの基礎を学びます。
時  □5/13～9/30 土曜 
【A】13：00～13：50 【B】13：50～14：40
数□前期15回
場□東大島文化センター（6月末まで）、総合区民センター（7月から）
対□4歳～小学4年生 若干名（各20名）　￥□10,000円・500円
※ 経験により、Cクラス（14：40～15：40 ￥□11,100円・500円）になる場合

もあります。ポワントクラス（小学5年生以上）の募集はありません。
師□石井清子バレエ研究所教師 小山田整・中島郁美 No.230008

　 こどものためのクラシックバレエ 東大島

江東こども文化祭2016
に出演（ポワントクラス）

　江戸文字「勘亭流」は歌舞伎の看板
や番付を彩る文字です。江戸の文化
が生み出した歴史のある書を習って
みませんか。
〈主な内容〉 ●個別に合わせた指導
で、基本の数字を書くことから始めます。 
時□5/17～10/4 水曜 19：00～20：30
数□前期10回　場□豊洲文化センター
対□10名（25名）　￥□17,000円・6,500円
師□勘亭流家元二代目荒井三禮直門 荒井三鯉
 No.230003

講師作品

  江戸文字教室 ～勘亭流～ 豊洲
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クレッシェンド音楽教室

info@cresc-ms.comMail

ピアノ（月～土）3 才～大人
リトミック（火～土）0 才～6 才

☎03-6220-0326
ピアノとリトミック、絶対音感の説明会と無料体験受付中!

豊洲・東雲
教室

「一音会式絶対音感トレーニング」で、お子様に一生の宝物をつけてあげませんか?
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れています。
ピアノは、読譜力と表現力が身につく楽しいレッスンです。
ピティナ《豊洲CANALステーション》代表
2016年ピティナ予選131名（80%）が奨励・優秀賞受賞
全国大会へ3名、ベスト21に2名選ばれました。

2017年度
新リトミッククラス
体験受付中!!

【お問合せ】宮川明フラメンコギター教室
☎090-8491-6364

フラメンコギター教室葛西駅
無料お試し
レッスンあり
初回限定

個人
レッスン

9周年
キャンペーン
入会金
75%off
2,500円徒歩7分

複雑そうに思えるフラメンコギターですが
多少のギター経験があれば大丈夫♪
個人のペースで、丁寧に教えます。

月謝8,700円（月3回・1レッスン40分）
※ギター入門クラスもあり（月謝6,900円）Pあり、レッスンギターあり

http://edogawanavi.jp/shop/100249/

akiramiyakawa@eweb.ne.jp

　「陰陽ストレッチ・エクササイズ」はカラダ
の気（元の気）の流れを整えて経穴のつまり
を改善し元気なカラダを手に入れる、セルフ
ケアをレッスン形式にアレンジしたプログラ
ムです。無理のないレッスンで年齢に関係な
く健康法が学べます。
時□4/25～10/3 隔週火曜 10：00～11：30
数□前期10回　場□総合区民センター
対□30名（女性限定）　￥□11,000円・なし
師□漢方養生指導士 Mana
 No.230086

NEW  女性のための健康法・陰陽ストレッチエクササイズ 区民

講師：Mana

　人気のハワイアン・フラで心と体をリフレッ
シュ。明るい音楽にのせて、ハワイの風を感じ
ながら楽しく踊りませんか。ハワイアン・フラ
は美容と健康に役立ちます。年齢にかかわら
ず、気持ちが若い人、若さを保ちたい人が集まっ
てレッスンしています。新しい仲間大募集 !
時□5/10～10/4 水曜 19：00～20：30　数□前期17回
場□砂町文化センター　対□15名（40名）
￥□13,500円・なし
師  □プアナニ髙橋フラスタジオ インストラクター 

髙橋紫 ほか No.230017

 ヤング★ハワイアン 砂町

講師：髙橋紫

ダンス・健康

　正しい姿勢、歩き方を学ぶことにより体の調子
を整え、元気になっていきます。ストレッチや姿勢
診断、ウォーキングなどを取り入れ自身の姿勢を
見つめ直して充実した日々を送ってみませんか。
〈主な内容〉
● 体のゆがみを整える姿勢診断
● 姿勢調律ストレッチ
● 印象よく見せる姿勢とは?   ほか
時□5/17～6/14 水曜 10：00～11：30　数□5回　場□東大島文化センター
対□25名　￥□5,000円・100円
師□一般社団法人日本姿勢調律協会代表理事 野口早苗 No.230106

NEW  元気の作り方は姿勢で決まる! 姿勢講座 東大島

〈イメージ〉

　初心者の方のためのクラスです。きちんと基本的な
ことからご指導します。まずはリズムに乗り、楽しく踊
ることを目指しましょう。後期は3月4日（日）開催予定
の「森下文化センター成果発表会」に出演します。
※ 服装は動きやすければ問題ありません。スラック

スでもOK。足元はソックス（滑らない物）、裸足、
バレエシューズなどご自分に合ったものでご参加ください。

時□5/16～9/26 火曜 13：30～15：00　数□前期15回
場□森下文化センター　対□30名（女性限定）　￥□13,000円・なし
師  □NPO法人全日本フラ協会理事、 

プアナニ髙橋・フラスタジオ主宰 プアナニ髙橋 No.230038

NEW  はじめてのハワイアンフラ ～ゆったり、楽しく、基本を学ぶ～ 森下

講師：プアナニ髙橋

　ヨガのポーズを交えながらのス
トレッチ。バレエの要素を取り込
んだボクササイズ。しなやかさと
機敏な動きで全身の筋肉を使い血
行促進、シェイプアップを目指し
ストレス解消を楽しみましょう。
時□5/11～10/5 木曜 20：00～21：00
数□前期10回　場□豊洲文化センター
対□10名（女性限定25名）　￥□8,000円・なし
師□アウルスポーツジム所属トレーナー 大久保こず枝
 No.230005

 美BODYをめざすシェイプアップエクサ 豊洲

講師：大久保こず枝

　中東・アラブ文化圏発祥のベリー
ダンス。エキゾチックな音楽の中に
身をゆだね、音と遊び、踊る喜びを
感じてみませんか。未経験でもまず
は踊ってみたいという気持ちがあ
れば充分です。
時□5/11～10/5 木曜 18：40～19：40
数□前期15回　場□豊洲文化センター
対□8名（女性限定25名）　￥□16,000円・なし
師□アイニーベリーダンス所属 Jericho（エリコ）
 No.230004

 初心者のためのベリーダンス 豊洲

講師：Jericho（エリコ）

　ストレッチ運動から始ま
り、リズムに合わせて体幹を
整えるステップやダンスをし
ます。運動不足解消に、初心者
でも楽しく気軽に踊れます。
〈主な内容〉 ●ストレッチやダンス
時□4/18～9/19 火曜 19：00～20：30
数□前期17回　場□江東区文化センター
対□15名（40名）　￥□15,300円・なし
師  □ヨシエダンススタジオカンパニー 

茂呂由枝、ユカリ No.230046

 インナーマッスル&ダンス ～気軽に楽しく踊れる!～ 東陽町

講座風景

　タップダンスは、最初に基本的
なステップを覚えておけば、どな
たでも楽しく踊ることができま
す。基礎からレッスンを進めてい
きますので、運動不足の方もお気軽に参加ください。まず
は音楽にあわせて、楽しくステップを踏んでみましょう。
時□5/13～10/14 土曜 13：10～14：10　数□前期14回
場□豊洲文化センター
対□10名（20名）　￥□13,000円・なし
師□佐々木隆子タップダンススタジオ代表 倉形裕代
 No.230001

　タップダンス教室 入門・初級 豊洲

講座風景

　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ヨガです。
〈主な内容〉 ●ヨガの呼吸法
●肩周りをほぐす
●脚などをほぐす
●身体全体を伸ばす など
時□4/21～9/8 金曜 18：45～20：00
数□前期17回　場□総合区民センター　対□5名（40名）　
￥□9,000円・なし
師□㈱フクシ・エンタープライズ派遣講師 三井かおり
 No.230051

　健康のヨガ 区民

　バレリーナが毎日行うエクサ
サイズとバレエの基本を習得し
ながら、美しく健康的な身体作
りを目指します。バレエ初心者
など年齢を問わず、どなたでも
ご参加いただけます（女性限定）。
時□4/18～9/19 火曜 14：00～15：30
数□前期15回　場□江東区文化センター
対□若干名（30名）　￥□13,000円・なし
師□石井清子バレエ研究所教師 吉田結子
 No.230021

 バレエエクササイズ 東陽町

講師：吉田結子

音楽・演劇

　魅力ある、力強い声の基礎作りのためのヴォイス
トレーニングで、ストレスも解消！プロヴォーカリス
トとして、また日本橋三越カルチャーサロンや音楽
専門学校で活躍中の講師が、基本のヴォイストレー
ニングやJ-POPの名曲でのヴォーカルレッスンを楽し
く解りやすく指導します。
時□5/17～9/20 水曜 19：15～20：45　数□8回
場□江東区文化センター　対□30名
￥□10,100円・200円
師□日本橋三越カルチャーサロン講師 カタヤマケイジ
 No.230091

NEW  ヴォイストレーニング＆J-POPの名曲を歌おう! 東陽町

講師：カタヤマケイジ

　発声・リズム・表現の基礎を身につけ
て、演歌・歌謡曲の新曲を月1回ごとにマ
スターしていきます。初心者の方、ご年
配の方、人前で緊張してしまう方にも、丁
寧に分かりやすく教えます。お気軽にご
参加ください。
時□5/19～9/8 金曜 13：00～15：00
数□5回　場□森下文化センター　対□30名　￥□4,000円・500円
師□ボイストレーナー 佐々木裕正

 No.230063

NEW  カラオケマスター基礎コース（協力講座） 森下

講師：佐々木裕正

　腹式呼吸の練習など、声を出す
ことから始めます。レッスン課題
曲は最近の話題曲を中心に、ポッ
プス、洋楽、演歌まであらゆるジャ
ンルの中から選んで練習します。
〈昨年度課題曲〉 ありがとう、恋しゅうて、秋恋歌、
風に吹かれて、魔法って言っていいかな？ 等
時□5/17～10/11 水曜 19：00～20：30
数□前期17回　場□豊洲文化センター　対□15名（40名）
￥□18,500円・300円
師□ヴォイストレーナー 伊藤美子 No.230006

　ポピュラーヴォーカル教室 豊洲

レッスン風景

　誰もが耳にし、口ず
さんだことのある懐か
しい童謡・唱歌の名曲
の数々を、和やかな雰
囲気の中で、気軽に楽しみながら歌います。四季折々に
ちなんだ歌を練習しています。季節を感じながら楽しく歌
いましょう。10月29日㈰の江東区民合唱祭に出演します。
時□4/20～10/29 木曜（10/29は日曜） 14：00～15：30
数□前期17回　場□森下文化センター　対□10名（30名）
￥□18,000円・1,300円
師□声楽家 前野邦子 No.230039

　うたう・楽しむ・元気がでる 童謡・唱歌の世界 森下

成果発表会の様子

　アットホームな雰囲気の中、「明るく楽
しく健やかに」をモットーに、日本の四季
や美しい自然を歌った叙情歌から人気
のポピュラーソングまで、親しみやすい
曲を中心に練習します。女性ならではの美しくのびやかなハー
モニーを目指し、仲間と一緒に楽しく歌いましょう。初心者の
方も大歓迎です。10月29日㈰の江東区民合唱祭に出演します。
時□5/16～10/29 火曜（10/29は日曜） 18：30～20：00
数□前期17回　場□森下文化センター
対□成人女性10名（30名）　￥□14,000円・1,600円
師□（一社）日本童謡協会理事（作曲家） 佐藤亘弘 No.230041

　森下女声コーラス 森下

成果発表会の様子

　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。そ
して、10月29日（日）の江東区民合唱祭に出演します。
夜間クラス 時□4/21～10/29 金曜（10/29は日曜） 18：30～20：30
対□4名（25名） No.230014
午前クラス 時□4/22～10/29 土曜（10/29は日曜） 10：00～12：00
対□若干名（25名） No.230013
【共通事項】 数□前期12回
場□東大島文化センター（8月より総合区民センター）
￥□11,000円・800円　師□日本オペラ協会会員 福山恵

　東大島女声コーラス 夜間クラス・午前クラス 東大島

昨年の区民合唱祭の様子

　毎回の課題曲をもと
に、講師のピアノ伴奏や
カラオケ、独特な発声練
習を通じて、上手に歌う
コツを学びます。10月6日
には、成果発表の機会と
して「おさらい会」を実施します。
時  □4/21～10/6 金曜 14：30～16：30　数□前期8回
場□東大島文化センター（9月より総合区民センター）
対□15名（60名）　￥□10,100円・300円
師□作曲家 田中健一郎 No.230011

　実践カラオケ教室 東大島

おさらい会の様子

趣味・実用

　映画にまだ「音」がなかった時代、日本では「活動写真
弁士」が内容の説明をしていました。文化庁映画賞（映
画功労部門）を受賞し、雑誌「文藝春秋」の「日本を代表
する女性120人」に選出された活動弁士の第一人者が、
弁士に興味を持った方へ直接指導する講座です。
〈主な内容〉 ● 無声映画の歴史について
● 無声映画を利用して練習（3作品） ● 発表会（10/22日曜日） 
時  □5/23、6/20、7/18、8/22、9/19、10/17 火曜、10/22 日曜 

19：00～20：30（発表会は10/22 日曜の日中）
数□7回　場□古石場文化センター　対□20名　￥□11,000円・2,100円　
師□活動写真弁士 澤登翠 No.230097

NEW  澤登翠の弁士にチャレンジ! 古石場

講師：澤登翠

　癒し効果抜群、お世話もカンタン、自分で作
れば愛着も！理化学+インテリアを目指すアン
テナショップ「リカシツ」のかわいいアイテムを
使って、和のインテリアグリーンを楽しみましょ
う。作った作品はお持ち帰りいただけます。
〈主な内容〉 ● 苔玉づくり ● 苔盆栽
● 多肉植物寄せ植え ● 苔テラリウム 
時□5/8、5/29、6/12、7/10 月曜 13：00～14：30
数□4回　場□古石場文化センター
対□20名　￥□5,200円・5,200円
師□「リカシツ」  川本毅 No.230093

NEW  暮らしにグリーンを 苔玉盆栽 古石場

こんなすてきな
苔玉が作れます

　駅弁の歴史と風土、容器やネーミングの話
をはじめ、全国各地のおいしい駅弁、ユニーク
駅弁や、間違いのない駅弁の選び方を「駅弁の
女王」小林しのぶさんがご紹介します。人気駅
弁と、どら弁の実食も3回あります。
〈主な内容〉 ● 母恋めし（室蘭・母恋駅）実食
●東西日本の駅弁いろいろ（実食あり） ●老舗駅弁店、定番駅弁の紹介
●東京駅の駅弁店のまわり方 ●どら弁・空弁にも注目を（実食あり） 
時□5/30～9/12 火曜 14：00～15：30　数□5回
場□亀戸文化センター　対□30名　￥□4,500円・4,000円
師□旅行ジャーナリスト・フードアナリスト 小林しのぶ No.230131

NEW  旅の楽しみ 駅弁 亀戸

実食！幻の駅弁「母恋めし」

　「ゆる登山」シリーズの著者である西野淑子氏と一緒に、山の楽し
み方を一から学びます。座学だけでなく、実際に高尾山など人気の
低山にも登りに行きます。あなたも「ゆる～く、楽しく、安全な」山歩
きライフを始めてみませんか。
〈主な内容〉 ● 登山の準備 ● 山の歩き方、マナー
● ハイキング（高尾山、景信山～陣馬山） 
時  □（講義）5/18、5/25、7/27 木曜 14：00～15：30 
（登山）6/1、9/28 木曜 10：00～15：00予定
数□5回　場□豊洲文化センター ほか
対□25名　￥□3,500円・500円（別途保険料、交通費がかかります）
師□フリーライター 西野淑子 No.230069

NEW  山を楽しむ! 「ゆる登山」のはじめ方 豊洲

高尾山からの眺め

　はじめて料理をする方、基本を学んでみたいというベテランまで、和洋中の定番の家庭料理を
丁寧に指導します。はかる、切る、揚げる、とろみをつける等、料理に必要な技術を身につけます。
〈主な内容〉
● 5/19（金） 麻婆豆腐、春雨サラダ、お米の炊き方
● 6/16（金） 鯵の梅干煮、味噌汁、ポテトサラダ
● 7/21（金） 巻き寿司、だし巻き玉子、インゲンごま和え、すまし汁
● 8/25（金） はるまき、中華風スープ
● 9/15（金） スパゲティペスカトーレ、サラダ　 
時□5/19～9/15 金曜 18：30～20：30　数□5回　場□総合区民センター
対□24名　￥□6,800円・5,500円
師□元女子栄養大学生涯学習講師 小山朝子 ほか No.230080

NEW  基本の家庭料理（和洋中） 区民

前回、基礎から
はじめる料理より

区民参加・ボランティア

　オリンピックはこの江東区でも行わ
れます。日本全国から訪れる方々に魅
力あふれる江東区を案内する観光ガ
イドになってみませんか。
〈主な内容〉 ● 観光ガイドコース実習
● ガイドの心得、話し方
時  □5/13～10/7 火・土曜 

火曜18：30～20：30、土曜10：00～12：00
数□17回　場□古石場文化センター ほか
対□20名　￥□9,400円・1,000円
師□中川船番所資料館次長 久染健夫 ほか No.230095

NEW   江東区文化観光ガイド養成講座 初級Ⅰ 古石場

コース実習は実際の観光スポットを巡ります

　江東区の魅力を英語でご案内するボランティ
アガイドに挑戦してみませんか。ガイドのスキ
ル、英語会話力を実践形式で学びます。今回は、俳
句を英語で表現するテクニックなども学びます。
〈主な内容〉
● ガイドの心構え、コース案内の練習
● 案内の台本づくり、野外学習
時□5/13～9/16 土曜 10：00～12：00　数□10回
場□江東区文化センター ほか　対□20名　￥□12,000円・1,000円
師□通訳案内士 根岸正・古屋絢子 No.230078

NEW   江東区英語ボランティアガイド養成講座 東陽町  
～芭蕉記念館・深川江戸資料館周辺を案内しよう～

ガイド案内の様子

　かつお、こんぶ、煮干し、干ししいたけ、チキンのスープなど、だしの取り方を確認し、それぞれの特性と旨
味を活かした料理を実習します。総合病院の専門調理師が、和食と洋食で「だし」を味わう料理を紹介します。
〈主な内容〉 ● 5/2 太巻き寿司、だし巻き玉子、潮汁
●6/6 ビーフライス、オニオングラタンスープ、奈良漬クリームディップ
●7/4 山形のだし、冷やしそば、かえし、魚のおろし煮
●8/1 だし茶漬け、トマトのだし煮、鶏団子
●9/5 餡かけ茶碗蒸し、鯛めし、旬野菜のだし煮
時□5/2～9/5 月1回火曜 11：00～13：00
数□5回　場□総合区民センター　対□30名　￥□6,200円・6,300円
師□総合新川橋病院栄養科専門調理師主任 金井克行・齋藤雅博
 No.230072

NEW  世界のお家ごはん ～日本のだしと洋風だしを味わう～ 区民

　公共施設では珍しい“プロから学ぶ本格
的なマンガの描き方”実践教室です。全く
の初心者からテクニックを学びたい方ま
で、レベルに合わせて指導します。
※各自で購入していただく教材もあります。
〈主な内容〉 ● 効果音（描き文字） ● 動物描写
● スクリーン・トーンの貼り方、削り方 ほか 
時□5/13～10/28 土曜 14：00～16：00　数□前期10回
場□森下文化センター　対□小学5年生以上10名（20名）
￥□14,000円・1,000円　師□漫画家 江波じょうじ
 No.230040

　 プロに学ぼう! マンガ道場 森下

講師作品

　チーズといえば赤ワイン…だけじゃないんです！
古くから人とともにあったチーズとお酒。その成り立
ちや旬といった基礎はもちろん、お酒とチーズの最適
な相性を実際に味わって学びます。
※ チーズの試食とアルコールの試飲があります。
※成人対象講座
時  □5/17～10/18 水曜 19：00～20：30
数□6回　場□亀戸文化センター　対□25名　￥□4,500円・7,500円
師  □インフィニット・酒スクール講師、 

シュヴァリエ・デュ・タストフロマージュ 圓子チーズ
 No.230130

NEW  チーズの魅力 ～チーズとお酒が出会ったら～ 亀戸

講師：圓子チーズ

　鎧塚俊彦氏が審査する「クッキング・フェスタ」の歴代3人
のグランプリ受賞者（アマチュア）が自身の作品の作り方を
伝授します。難易度は中級程度です。コンテストで審査員票
と来場者の得票数が1番多かった力作を作ってみませんか?
〈主な内容〉 ● 5/13「バナナとナッツのキャラメリゼ」（パウンドケーキ）
● 6/10「きな粉のクリーム和風シフォン」（カップ型シフォンケーキ）
● 7/8「月餅風 五福菓子」（米粉の蒸し菓子） 
時□5/13～7/8 月1回土曜 13：00～16：00　数□3回
場□総合区民センター　対□20名　￥□1,500円・3,000円
師□渡辺千草、藤田敦子、穆心梅（ムシンメ） No.230073

NEW   焼き菓子・蒸し菓子を楽しむ 区民  
～オリジナルがおいしい! コンテスト・グランプリのお菓子を作ろう～

● NEW 以外の講座は欠員の補充募集講座となります。

● 協力講座とは、講師、受講生が中心となって運営する講座です。

●  各講座とも定員の設定をしておりますが、総合的な判断の元、
募集定員を超えて受け入れる場合があります。

〈凡 例〉

時開講日～閉講日、曜日、時間　数回数　場会場
対募集人数（定員）　￥受講料・教材費 ※通年講座は前期分

師講師・指導 No.000000

NEW   講座名 東陽町

新規講座

講座番号※

主催施設

※ インターネットから
のお申込み時にご利
用いただく番号です。

　本場の点心を家庭で作りやすいレシピで紹介します。生地の基本を学び、のばし方や包み
方、身近な食材を使った餡のバリエーションなど、多彩な組み合わせで点心を楽しみましょう。
〈主な内容〉 ● 5/16 焼き餃子（2種）、食べるラー油、杏仁豆腐
● 6/20 小龍包、大根餅、胡麻団子
● 7/18 焼売、コーンスープ、餡まん
● 8/22 肉まん、蒸蝦餃子、マンゴープリン
● 9/19 春巻、おこわ、デザート水餃子（2種）
時□5/16～9/19 月1回火曜 11：00～13：30　数□5回
場□総合区民センター　対□24名　￥□6,000円・6,500円
師□ 元鼎泰豐点心師、現総合新川橋病院栄養科専門調理師 丸山勇治 

総合新川橋病院栄養科専門調理師主任 齊藤雅博 No.230089

NEW  点心料理教室 区民

点心（肉まん）

　習ってみたかったけど、なかなか習え
なかったあこがれの三味線…。
　今からでも遅くはありません。今が
そのスタートの時。グループレッスンで
丁寧に指導します。
時□5/14～10/1 日曜 16：00～17：00
数□前期10回　場□亀戸文化センター
対□12名　￥□20,000円・8,000円
師□一般社団法人長唄協会派遣講師

　 No.230135

NEW  おとなのための長唄三味線教室 亀戸

イメージ

身をゆだ
感じてみ
は踊って
れば充分
□時 5/11～
□数前期15
□対 8名（女
□師アイニ
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江東区 
文化センター
〒135-0016 東陽4-11-3
【電話】3644-8111
【FAX】3646-8369
【開館時間】9：00～22：00
【休館日】第2・4月曜日休館。
ただし祝日の場合は開館。

森下 
文化センター
〒135-0004 森下3-12-17
【電話】5600-8666
【FAX】5600-8677
【開館時間】9：00～22：00
【休館日】第1・3月曜日休館。
ただし祝日の場合は開館。

古石場 
文化センター
〒135-0045 古石場2-13-2
【電話】5620-0224
【FAX】5620-0258
【開館時間】9：00～22：00
【休館日】第1・3月曜日休館。
ただし祝日の場合は開館。

亀戸 
文化センター
〒136-0071 亀戸2-19-1
カメリアプラザ5F
【電話】5626-2121
【FAX】5626-2120
【開館時間】9：00～22：00
【休館日】第2・4月曜日休館。
ただし祝日の場合は開館。

駅ビル

東大島 
文化センター
〒136-0072 大島8-33-9
【電話】3681-6331
【FAX】3636-5825
【開館時間】9：00～22：00
【休館日】第1・3月曜日休館。
ただし祝日の場合は開館。

砂町 
文化センター
〒136-0073 北砂5-1-7
【電話】3640-1751
【FAX】5606-5930
【開館時間】9：00～22：00
【休館日】第1・3月曜日休館。
ただし祝日の場合は開館。

総合区民 
センター

〒136-0072 大島4-5-1
【電話】3637-2261
【FAX】3683-0507
【開館時間】9：00～22：00
【休館日】第2・4月曜日休館。
ただし祝日の場合は開館。

豊洲
文化センター

〒135-0061 豊洲2-2-18
豊洲シビックセンター8F
【電話】3536-5061
【FAX】5560-0505
【開館時間】9：00～22：00
【休館日】第2・4月曜日休館。
ただし祝日の場合は開館。

各施設交通案内

※ 平成29年7月より改修工事のため休館。7月以
降の講座は、総合区民センター、中川船番所資
料館に移動して実施します。

インフォメーション（一般講座・英会話講座共通事項）
● インターネットからの講座申込みには「受講生番号」と「パスワード」が必要です。これまでに講座を受講
したことがある方は講座を実施しているセンターにお問い合わせください。初めてお申込みをされる方
は、インターネットから「受講生登録」を行ってください。

● インターネットからお申込みをされる際は、「講座検索」メニューで6桁の【講座番号】を入力すると目的
の講座を速く表示することができます。

● 1年を2期に分けて開講しています。募集時期は3月と9月です。
● 申込みは先着順ではありません。期間中にお申し込みいただいた分はすべて同着となります。その際、定
員を超えた場合は抽選になります。

● 受講料には、諸雑費や消費税が含まれています。入学金はありません。
● 掲載されている受講料、教材費は半期（半年）分です。教材費以外に別途道具代等がかかる場合があります。
● 納入された受講料等については、開講後はお返しできません。ただし、病気や転居などの特別な事情によ
りやむを得ず受講できなくなった場合はご相談ください。なお、クーリングオフ制度については、当財団
事業は適用の対象外です。

●特に指定のない講座は高校生以上を対象としています。
● お申込みの際におうかがいした個人情報はお申込みの事業にのみ利用し、それ以外の目的に利用すること
はありません。

●講座実施日や時間等は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

一般講座（英会話講座以外）のお申込み方法 お申込み期間 3/10（金）～3/24（金）
● インターネット 
https://www.kcf.or.jp/koza
● 窓口・電話
● FAX・はがき 
以下の項目を記入して 
実施するセンターへお送りください。 
① 実施するセンター名・講座名 
② 氏名・フリガナ 
③ 生まれ年（西暦）・性別 
　※小学生以下は生年月日 
④ 郵便番号・住所 
⑤ 電話番号・FAX番号

受講する
講座を決定 申し込む

定員を超えた場合は、抽選で受講者を決定します。
● 当選の方  
手続き書類を郵送します。4月2日（日）～9日
（日）までに受講料等を、各センター窓口または
銀行振込みにてお支払いください。  
入金の確認をもって受講の申込みの成立としま
す。契約書は発行しません。
● 落選の方  
落選通知はがきをお送りします。

※ 定員に達していない講座は申込期間後も引き続き募集を行い
ますが、状況によっては開講を見送る場合があります。申込み
をされた方にはお知らせいたします。

受講者の
決定

応募者にはレベルアップコー
ス、単科コースともに、それぞれ
のガイダンス全日程終了後に郵
送にて連絡  
（応募者多数の場合は抽選）
手続き期間 4/14（金）～21（金）

【クラス紹介】 受講料・教材費は半期分（前期）です。
クラス名 講　師 内　容 レベルの目安 受講料

教材費
募集人数 
回数

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
コ
ー
ス

はじめての英会話
江東区英語会話力

認定者協会（ESVA）派遣
日本人講師

英語を初めて学習する方向け。ネイティブ・スピーカー講師（英語を母国語とす
る講師）が担当する基礎クラスに入るための初歩クラス。授業は日本人講師が行
います。

英検5級～4級程度
13,300円 20名

3,100円 16回

基礎英会話

一般財団法人
英語教育協議会（ELEC）派遣
ネイティブスピーカー講師

自己紹介や過去の出来事、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～3級程度 
TOEIC350～450程度

19,000円 20名

4,300円 17回

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級～準2級程度  
TOEIC400～500程度

19,000円 20名

4,300円 17回

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級程度 
TOEIC450～550程度

21,000円 15名

4,300円 17回

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2級～準1級程度 
TOEIC550以上

21,000円 15名

400円 17回

単
科
コ
ー
ス

英語で学ぶ日本と江東区の魅力
一般財団法人

英語教育協議会（ELEC）派遣
ネイティブスピーカー講師

2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックでは、江東区に様々な国の選手
や観光客が来ることが予想されます。テキストを使って、日本食、日本人のマナー、
日本語や日本の物をどう説明するかなどのスキルを習得。後半は教材を使い文化
理解や江東区内の有名なスポットについて学び、外国人に伝える方法を学びます。

英検2級程度 
TOEIC500～600程度

21,000円 15名

3,100円 17回

NEW  すぐに役立つトラベル英会話
飛行機や空港での会話から観光、ショッピングなど海外旅行の様々なシチュ
エーションで役立つ会話力を身につけます。

英検4級～3級程度 
TOEIC350～450程度

19,000円 20名

2,900円 17回

※ 英検・TOEIC換算はあくまで目安となります。テキストはCDテキストになる予定です。また、テキスト及び教材費については変更になる場合がございます。

【会場・レッスン時間】
①10：30～12：00　②13：30～15：00　③14：00～15：30 
④18：30～20：00　⑤19：00～20：30　⑥20：05～21：35 東陽町：江東区文化センター

クラス名 火 水 木 金 土

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
コ
ー
ス

はじめての英会話 森　下・午前①
豊　洲・午後②

古石場・午前①
森　下・夜間⑤ 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④ 森　下・午前① 古石場・午前①

森　下・夜間⑤

中級英会話

東陽町・午前①
◇東大島・午前①
森　下・夜間⑤
豊　洲・夜間⑥

古石場・午前①
亀　戸・午前①
砂　町・夜間⑤

森　下・午前①
豊　洲・午前①
古石場・夜間④

砂　町・午前①
東陽町・午後③

プレディスカッション

古石場・午前①
亀　戸・午前①
豊　洲・夜間④
総合区民・夜間⑤

総合区民・午前①
東陽町・夜間⑤
亀　戸・夜間⑤

砂　町・午前①
古石場・夜間⑥

森　下・午前①
古石場・午前①
森　下・夜間⑤

砂　町・午後③

ディスカッション 古石場・夜間⑥ 森　下・午前① 亀　戸・夜間⑤ ◆東大島・午前①
豊　洲・夜間⑤

単
科
コ
ー
ス

英語で学ぶ 
日本と江東区の魅力 豊　洲・午前① 東陽町・夜間⑤ 亀　戸・午前① 東陽町・午前①

NEW  すぐに役立つ
トラベル英会話 亀　戸・夜間⑤

※東大島文化センターは改修工事に伴う休館のため、7月以降会場を変更します。
◇7月から中川船番所資料館に移動　◆7月から総合区民センターに移動

NEW 以外の講座は
欠員の補充募集講座となります。

 Aはじめての英会話
日程 開始時間・会場・【講座番号】

4/4
（火）

10：30
① 森下文化センター 
【230025】

13：30
② 豊洲文化センター 
【230113】

4/5
（水）

10：30
③ 古石場文化センター 
【230128】

19：00
④ 森下文化センター 
【230026】

4/6
（木）

19：00
⑤ 砂町文化センター 
【230059】

4/7
（金）

10：30
⑥ 砂町文化センター 
【230060】

19：00
⑦ 古石場文化センター 
【230129】

 B 基礎～ディスカッション 
全ての単科コース
日程 開始時間・【講座番号】 会場
4/2

（日）
⑧10：00

【230052】
⑨14：00

【230053】 江東区文化センター

4/3
（月）

⑩10：00
【230111】

⑪18：45
【230112】 豊洲文化センター

4/4
（火）

⑫10：00
【230083】

⑬18：45
【230084】 亀戸文化センター

4/5
（水）

⑭10：00
【230126】

⑮18：45
【230127】 古石場文化センター

4/6
（木）

⑯10：00
【230057】

⑰18：45
【230058】 砂町文化センター

4/7
（金）

⑱10：00
【230023】

⑲18：45
【230024】 森下文化センター

4/8
（土）

⑳10：00
【230122】

○21 14：00
【230123】 総合区民センター

4/9
（日）

○22 10：00
【230119】

○23 14：00
【230120】 東大島文化センター

出席するガイダンス
を選択1

受講クラスの決定4
〈ガイダンスの内容〉 
A はじめての英会話 
（英語を初めて学習する方向け） 
簡単な筆記と面接（約1時間）

B 基礎～ディスカッション 
全ての単科コース 
レベルチェックテスト 
（リスニング約30分・文法30分）と 
授業内容説明（合計約2時間）

※ ご自身のレベルをより正確に確認したい方

はBのガイダンスに出席してください。

ガイダンス出席3
ガイダンス
終了後に

レベルに応じた
クラスの
申込み

お申込み方法

※定員を超えた場合は抽選となります。
※後期は補充募集のみ行う予定です。

●いずれもガイダンス開催日の前日まで受付します。3/10（金）～4/8（土）ガイダンス受付期間

● インターネット 
https://www.kcf.or.jp/koza 
※申込み確認の返信はしません
● 窓口・電話
● FAX・はがき 
以下の項目を記入して実施するセンター
へお送りください。 
① 出席ガイダンス№（①～○23） 
② 氏名・フリガナ 
③ 生まれ年（西暦）・性別 
※英会話講座は高校生以上が対象 

④ 郵便番号・住所 
⑤ 電話番号・FAX番号

ガイダンス申込2

英会話講座の特徴
● 自分に合ったクラスを選べる  
申込時にレベルチェックを実施しますので、最適なクラスを受講できます。

● 学習到達度をチェックできる  
レベルアップコース、「英語で学ぶ日本と江東区の魅力」、「すぐに役立つトラベル英
会話」は終了時にレベルチェックテスト（無料）を実施。講師評価とあわせて到達度を
チェックできます。

● 8館で47クラスを開講  
自宅や職場の近くで学習できます。 

● 自宅での学習効率もアップ  
基礎～プレディスカッションは、E-mailでの質問受付やCD付テキスト使用で自宅学習
の効率もアップ。

● 複数の日本人講師が指導する「はじめての英会話」を開講  
はじめて英会話を勉強する方も安心して受講できます。  
※ 「はじめての英会話」は、文化センター英会話講座の卒業生を中心とした江東区英語会話力認定者協会
（ESVA）が指導します。

中高生を最後に英会話から遠ざかってしまった方から、高度なコミュニ
ケーション能力をもった方までを対象にしています。事前にレベルチェッ
クテストを受けていただくことで、ある程度同じレベルの方々で学べる
コースです。

レベルアップ
コース

● はじめての英会話 ● プレディスカッション
● 基礎英会話 ● ディスカッション
● 中級英会話

日常的に起こるさまざまな場面を想定して学んだり、その時どきにあった
旬な話題、あるいは魅力あふれる江東区に関することがらなどを取り上げ
て学ぶコースです。
※ ガイダンスでのレベルチェックで該当するレベルの方のみお申込みいただけます。

単科
コース

● 英語で学ぶ日本と江東区の魅力
● すぐに役立つトラベル英会話 NEW

イメージイメージ イメージ

英会話講座のご案内 お近くのセンターで気軽にはじめませんか?

●レベルアップコース、単科コースは通年講座です。


