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東武亀戸線 今昔物語

東京23区では珍しい単線の東武亀戸線にスポットを当てて、東
武亀戸線の歴史や亀戸地域の役割を探っていきます。
時□5/15～7/3 日曜 10：30～12：00　数□3回
場□亀戸文化センター　対□25名
￥□2,500円・200円（入館料別途）
師□東武博物館元館長 花上嘉成

（No.280108）

ゾンビから学ぶ
情報の集め方

「バイオハザード」「カメラを止めるな!」
「ウォーキング・デッド」など、人気作品を
生み出してきた“ゾンビ”を題材に、情報
の集め方、物事の研究の仕方を学びます。
ヴードゥー教の呪術から生まれたゾンビ
が、現代の多様な意味を持つゾンビへと、
どのように進化していったのか。ゾンビ
の歴史から研究のコツを学び、ご自身の
趣味や興味のあるものを、深く調べてみ
ませんか。本講座で紹介する様々なゾン
ビもお楽しみに!
時□5/11～11/9 水曜 18：30～20：00
数□6回　場□江東区文化センター
対□30名　￥□5,300円・200円
師□近畿大学准教授 岡本健（ゾンビ先生）

（No.280131）

やきもの入門
～目で楽しむ古伊万里～

陶磁器を見て楽しむ
ための基礎知識を学
ぶ講座です。日本の陶
磁器の歴史、ヨーロッ
パを魅了した古伊万
里などについて、お話
しいただきます。最終
回には戸栗美術館の
企画展見学を予定し
ています。日本の誇る
“やきもの”の魅力に
ふれてみませんか。
時□5/17、6/14、7/12、 
9/13、10/11火曜 14：00～15：30
数□5回　場□亀戸文化センター　対□25名
￥□5,000円・300円（入館料別途）
師□戸栗美術館学芸員 小西麻美 ほか

（No.280070）

作って楽しむ
ミニチュアフードの世界

樹脂粘土で小さくてかわいいパンやスイーツ、料理を作ります。
講師が優しく丁寧にお教えするため、樹脂粘土に初めて触れる
方にもお楽しみいただけます。いまの生活にプラス1できるよう
な、素敵な趣味を始めてみませんか。
時 �□5/11～7/27 水曜 14：00～16：00
数□6回　場□江東区文化センター　対□20名　￥□9,000円・9,000円
師□粘土作家 関口真優 （No.280129）

～心を伝える・言葉を届ける～
朗読入門講座

1年講座で基礎からじっ
くり朗読を学びます。人
に伝え、表現する楽しさ
を体験しましょう。朗読
ボランティアや絵本の読
み聞かせをする方にも最
適です。
時 �□5/19～10/6 木曜 

14：00～16：00
数□前期8回
場□砂町文化センター
対□20名
￥□13,000円・300円
師 �□フリーアナウンサー・朗読家 中村雅子

【講師略歴】
元福島テレビアナウンサー、現在フリー。
故郷の津軽弁を織り交ぜた太宰治作品朗読公演を各地で展開。
 （No.280098）

マンガの描き方講座
～描き方の基本から作品完成まで～
手描きで漫画を描きたい
方、デジタルマンガやイ
ラストを学びたい方、初
心者からベテランまで、
各受講生に合わせた個別
指導で授業を進めていき
ます。お使いになる道具
や機器、原稿用紙は、各自
でご用意ください。詳細
については、ホームペー
ジをご覧ください。
時 �□5/15～10/2 日曜 

14：00～16：00
数□前期9回
場□森下文化センター
対□小学5年生以上15名　￥□13,000円・700円
師□漫画家・山根青鬼一門会 下條よしあき
 （No.280013）

吉祥花文字を描く!
花文字とは、古来中
国の風水画家に運
気を上昇させる花
絵文字を描かせた
のが発祥と言われ
ています。日本の文
化・心を大切に日本
古来より語り継が
れてきた吉祥の意
味を持つ絵柄を取
り入れた花文字を、全8回で1作品を完成させます。� �
3/19（土）体験教室開催!（詳細は2面参照）
時 �□5/21～9/17 土曜 
【Aクラス】（No.280114）10：00～11：30 
【Bクラス】（No.280115）11：45～13：15
数□8回　場□砂町文化センター　対□各10名　￥□9,500円・7,500円
師□花文字ソムリエ協会2級講師・花文字作家 安岡知美

やさしく楽しい
ZUMBA GOLD®

ズンバは、ラテン音楽に合わ
せて身体を動かす人気のエ
クササイズ。ズンバゴール
ドは激しい動きがなく振り
付けも簡単で、フィットネス
初心者やシニア向けの新し
いプログラムです。インスト
ラクターから次の踊りの声
による動作説明があります。
様々なダンスの動き、ステッ
プをみんなで楽しみましょう。
時□5/9～9/26 月曜 15：30～16：30　数□10回
場□古石場文化センター　対□25名　￥□8,000円・なし
師□株式会社フクシ・エンタープライズ派遣講師

 （No.280123）

日本酒の知識と醸造蔵
日本酒はどのようなお酒
なのか、どのように造ら
れているのか、蔵見学や
利き酒を取り入れながら
講義による学習のみなら
ず、体感していただく内
容です。
時 �□[講義]5/12・26、6/23 

木曜 14：00～15：30
　 [見学]6/9、7/21 

木曜 13：30～15：30
数□5回
場□豊洲文化センター ほか
対□20名
￥□6,500円・2,000円
師 �□日本の酒情報館館長 

今田周三 ほか
（No.280110）

料理の基本と旬の食材
料理の基本をふりかえりなが
ら旬の食材を使った季節の
味を楽しみましょう。
時 �□5/20～9/16 金曜 

18：00～20：00
数□4回
場□総合区民センター
対□23名
￥□6,000円・5,300円
師 �□元女子栄養大学 

生涯学習講師 
小山朝子 ほか

（No.280080）

～衣類の楽しいおなおし～
針仕事・ダーニング講座

ヨーロッパの伝
統的な修繕方
法、ダーニング。
お手持ちの衣類
がシンプルなス
テッチとカラフ
ルな教材を使っ
て、より永く使
い続けたくなる
一品に変化しま
す。今回は、ご自身のお洋服の修繕の他に無地のトートバッグに
5種類の模様を縫っていきます。手芸初心者の方も愛好家の方
も、日常に活かせる修繕事例を楽しく学びましょう。
時□5/24、6/28、7/26、8/23、9/27 火曜 14：00～16：00　数□5回
場□東大島文化センター　対□13名　￥□9,000円・4,300円
師 �□DARNING BY HIKARU NOGUCHI 

認定ダーニング講師 中須賀香織
 （No.280103）

大きなピアノと小さなピアノ
～手づくりピアノものがたり～

日本の名工たちの手による
大きなピアノ（モダンピアノ）
と小さなピアノ（トイピアノ）
の足跡を知り、ピアノの息吹
を実際の演奏から感じ、楽し
む全4回。座学と実演を交互
に実施し、「見る・聴く・触れ
る・楽しむ」をバランスよく体
験します。
時 �□6/11、7/9 土曜 

13：30～14：30 
8/6、9/3 土曜 
13：30～15：00

数□4回
場 �□総合区民センター ほか
対□15名
￥□6,400円・300円

（No.280078）

武蔵武士団と鎌倉幕府
～保元・平治の乱から承久の乱まで～
源頼朝による初め
ての武家政権であ
る鎌倉幕府は、武蔵
武士団の支持を得
て誕生しました。彼
らは後に幕府を支
え御家人として活
躍していきます。こ
の講座では、武士団
の成立から承久の
乱までを中心に武士団の成長過程を詳しく紹介していきます。
時 �□5/11～8/24 水曜 14：00～15：30
数□5回　場□豊洲文化センター
対□20名　￥□6,000円・200円
師 �□国立歴史民俗博物館研究部 

准教授 田中大喜

（No.280071）

映画音声ガイド
制作ボランティア養成講座

目の不自由な方も映
画が楽しめるよう、
せりふの合間に場面
の状況を「聴いてわ
かる」言葉に置き換
えて説明する「映画
音声ガイド」。この講
座では、小津安二郎
監督作品『お早よう』
を題材に、シナリオ作りから上映まで音声ガイドのノウハウを学
びます。講座終了後にはボランティアグループ「音声ガイド江東
シネマアイ」に参加して活動することもできます。
時□5/18～7/27 水曜 14：00～16：00　数□11回
場□古石場文化センター　対□20名　￥□6,000円・1,000円
師□ 音声ガイド江東シネマアイ代表 松本久美子 

バリアフリー映画鑑賞推進団体シティ・ライツ代表 平塚千穂子
 
 （No.280111）

これだけは観たい名作バレエ5選
～バレエを楽しむためのエッセンス～
ロマンティック・バレエの最高
峰「ジゼル」など、名作と呼ば
れる中から選りすぐりの作品
をご紹介。作品の見どころや
トウシューズの秘密などバレ
エ鑑賞を楽しくするポイント
をわかりやすく解説します。
ゲストに新国立劇場バレエ団
ファースト・ソリスト木村優里
さんや今旬のバレエダンサー
をお迎えします。東京シティ・
バレエ団「バレエと箏の饗宴」
（11/27）公演チケット付。
時 �□5/18～11/27 水曜 

14：00～15：30（7/10、11/27は日曜）
数□6回　場□森下文化センター　対□25名　￥□8,000円・2,400円
師□跡見学園女子大学文学部准教授 川島京子 ほか
 （No.280084）

日本の武具を学ぶ
～日本刀の歴史と鑑賞の仕方～

日本刀の歴史について全般的な解説を
受けながら、文化財としての日本刀の取
り扱い・鑑賞方法・マナーも学びます。江
東区無形文化財保持者でもある刀剣研
師の実技紹介と、墨田区にある刀剣博物
館の見学も予定しています。
時 �□6/15、7/6 水曜 18：30～20：00 

7/23 土曜 10：30～12：00
数□3回
場□東大島文化センター、刀剣博物館
対□20名
￥ �□4,300円・200円 
（入館料別途）
師 �□公益財団法人 

日本美術刀剣保存協会 
刀剣博物館学芸員 
武田耕太郎 ほか

（No.280100）

5/11（水） 武蔵武士団の成立

6/1（水） 武蔵武士団と平氏政権

6/29（水） 武蔵武士団と源頼朝

7/13（水） 武蔵武士団と
初期鎌倉幕府の政変

8/24（水） 武蔵武士団と承久の乱

5/20（金） 鰹の酢豚風、筍ご飯、
うどとグレープフルーツのサラダ

6/24（金） 鰯の梅巻き焼き、冬瓜の卵あんかけ、
新玉ねぎのホットサラダ

7/15（金） ラタトゥイユご飯、牛肉と南瓜のサラダ、
コーンチャウダー

9/16（金） サンマご飯、椎茸焼売、イカと蕪のサラダ

東武亀戸線 花上嘉成撮影

ゾンビ先生

講
師

：

臼
木
良
彦

（左から） 長井進之介、飯田有抄、カメアリ・デュオ

鶴岡八幡宮（鎌倉市）

※公開講座のみの受講可（詳細はカルナビ6月号参照）
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講師作品 「福」

講師：中村雅子

豊洲

映画音声ガイド放送準備中
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・
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・
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5/15（日） 東武亀戸線の歴史

6/12（日） 東武線の役割と
亀戸との関わり

7/3（日） 東武博物館見学

6/15（水）
【日本刀とその歴史】
（公益財団法人日本美術刀剣保存協会刀
剣博物館学芸員 武田耕太郎）

7/6（水）

【刀剣研磨について】
江東区無形文化財保持者による
日本刀研磨の技の実演

（江東区無形文化財保持者・刀剣研師
臼木良彦）

7/23（土）

【日本刀の鑑賞方法】
刀剣博物館での展示解説、マナー、
刀工銘、鑑定

（公益財団法人日本美術刀剣保存協会刀
剣博物館学芸員 釘屋奈都子）講師：岡本健

6/11（土）【講義】日本の大きな手づくりピアノについて
（ピアニスト、音楽ライター 長井進之介）

7/9（土）【外出】本駒込で名工の息吹に触れる
（ピアニスト、音楽ライター 長井進之介）

8/6（土）
【講義】日本の小さな手づくりピアノについて
（クラシック音楽ファシリテーター、音楽
ライター 飯田有抄）

※9/3（土）
【公開講座】 カメアリ・デュオライブ
（ トイピアノ＆鍵盤ハーモニカデュオ 

飯田有抄＆亀田正俊）

手になじむ木製の道具を使って

5/12（木）
[講義]
日本酒とはどんなお酒 歴史、種類と
特徴他 ※利き酒有

（日本の酒情報館館長 今田周三）

5/26（木）
[日本の酒情報館で講義]
日本酒をおいしく飲むための知識と
知恵 ※試飲有

（日本の酒情報館館長 今田周三）

6/9（木） [見学]泉橋酒造（神奈川県海老名市）
米造りから行っている日本酒蔵

6/23（木）
[講義]純米酒へのこだわり
※利き酒有

（漫画家、日本酒の会主宰 高瀬斉）

7/21（木） [見学]田村酒造場（福生市）
東京都の歴史ある酒蔵

戸栗美術館所蔵 色絵 竹虎梅樹文 輪花皿

江東区文化コミュニティ財団では、講座実施に際し、江東区の方針に基づく財団ガイドラインにより、新型コロナウイルス感染症拡大防止に最大限努めます。検温・マスク着用などにご協力をお願いします。

区内8施設で主催講座を開催!

春の講座 受講生募集
講座特集号〈2022年度 前期〉

3/10（木）受付開始!
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NEW 新規講座 
歴史と素材で感じる

ローカル×和菓子の魅力
和菓子がテーマの講演会や史跡散
策、区内和菓子屋の店主によるお
話と実食を行います。ローカルを
もっと楽しめる美しくておいしい
和菓子の世界をのぞきます。□
時□5/18～7/6  水曜 19：00～20：30 

日曜 9：00～11：30
数□6回　場□江東区文化センター ほか
対□20名　￥□7,500円・6,000円程度
師 �□（株）虎屋 虎屋文庫 中山圭子、区内和菓子屋、 

江戸・東京 郷土史研究者 久染健夫 ほか
 （No.280125）

関東動乱の舞台を歩く!
出陣のススメ

わずかに残る痕跡から、当時に思い
を馳せて山城を歩きます。� �
※2021年度実施講座と同内容です。□
時 �□5/15～6/26 日曜 
［講義］13：30～15：10 
［外出］10：00～13：00
数□4回 場□砂町文化センター ほか
対□25名　￥□5,000円・200円
師 �□歴史&山城ナビゲーター・

三浦一族研究会役員 
山城ガールむつみ 

（No.280082）

生誕160年・没後100年
森鷗外を読む

2022年で生誕160年、没後100年を迎え
る森鷗外の人物像に迫り、代表作を読み
解きます。昭和期以降の作家たちにも大
きな影響を与えた鷗外の作品を、この節目
の年に読んでみませんか。文京区立森鷗
外記念館の見学もあります。□
時□5/26、6/9・23、7/7・21 木曜 14：00～15：30
数□5回　場□東大島文化センター ほか
対□25名　￥□4,200円・500円（入館料別途）
師□森鷗外記念会常任理事・事務局長 倉本幸弘

 （No.280104）

聞き書き記録集
『耳

み み ぶ く ろ

袋』で読む江戸
巷の話の記録集から、江戸の町の世
相と、人々の心意を読み解きます。
河童、化け猫、お菊虫など、江戸の文
化人が関心を持った話題、江東区
域を舞台にした話を取り上げます。□
時□6/9～9/8 木曜 18：30～20：00　数□5回
場□砂町文化センター　対□25名　￥□6,000円・200円
師 �□大東文化大学非常勤講師・ 

蓮花寺佛教研究所研究員 
今井秀和

（No.280116）

史料で読み解く
江戸城大奥の基本

徳川将軍家の後宮としての大奥という
と、将軍の寵愛を競う女たちの争いの場
として印象づけられてきましたが、それ
は大奥の一側面にすぎません。講座では
江戸城大奥の構造や、奥女中になるため
の手続き、大奥の役割としての大名や寺
社とのつき合いを取り上げます。□
時□5/26、6/9・23、7/7 木曜 14：00～15：40　数□4回
場□砂町文化センター　対□25名　￥□5,000円・200円
師 �□國學院大學非常勤講師・元江戸東京博物館学芸員 

畑尚子 
（No.280119）

江東区
文化観光ガイド養成講座初級Ⅰ
江東区は歴史ある寺社や四季
折々の自然が楽しめる場所、運
河など観光スポットがたくさん
ある街です。江東区を案内する
観光ガイドになってみませんか。□
時 �□5/7～10/15 土曜 10：00～12：00 

※外出時は12：30まで
数□17回　場□古石場文化センター ほか
対□20名　￥□10,000円・1,000円
師□江東区文化観光ガイドの会会長 鈴木俊朗 ほか

（No.280113）

江東区
英語ボランティアガイド養成講座
江東区の魅力を英語で伝える
ノウハウを学びます。あなた
の英語力を役立ててみません
か。前半は豊洲市場について、
後半は深川江戸資料館につい
て学習後、実習を行います。講座終了後は、KEV（江東区
英語ボランティアガイド協会）への任意加入が可能です。��
※英検2級またはTOEIC®550点以上の方が対象です。□
時□5/14～9/17 土曜 10：00～12：00　数□10回
場□江東区文化センター　対□24名　￥□13,000円・500円
師□全国通訳案内士（英語） 根岸正 

（No.280130）

最新! エジプト文明とピラミッド
何千年にも渡り栄えた古代エジ
プト文明。未だ発掘作業が続き、
新たな発見があります。ピラミッ
ドや古代エジプト文明について、
現在も発掘に携わり第一線で活
躍中の講師が、最新情報も含め楽しく解説します。□
時□5/14～6/18 土曜 10：30～12：00　数□5回
場□古石場文化センター　対□25名
￥□5,300円・200円
師 �□早稲田大学考古資料館 

常勤嘱託 馬場匡浩
（No.280109）

錫（スズ）小皿と
アクセサリーを作ろう

錫板を金づちで叩い
て模様付けし、手作
りの小皿やペンダン
トトップを制作して
いきます。美しい錫
工芸の世界に触れて
みませんか。□
時 �□5/23、6/13・27、7/11・25 月曜 10：30～12：00
数□5回　場□森下文化センター
対□15名　￥□8,000円・2,000円
師□錫工芸作家 秦世和 

（No.280086）

外国ルーツの方に
「生活の日本語」を教えてみよう!
外国ルーツの住民の方との、よ
りよい共生社会を目指し、オンラ
インも可能な実践的な日本語の
教え方を学びましょう。最新の
国際交流基金「いろどり」、文化
庁「つながるひろがる�にほんごでのくらし」を使います。�
※タブレットもしくはノートパソコンをご持参ください。□
時□5/12～11/24 木曜 18：30～20：00
数□28回　場□江東区文化センター
対□30名　￥□29,700円・300円
師□武蔵野大学教授 村澤慶昭 

（No.280132）

英語で読む児童文学
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「Charlotte’s�
Web（邦題：シャーロットの
おくりもの）」です。� �
※英会話講座ではありません。□
時□5/21～10/1 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・1,700円
師□中央大学講師・児童文学研究家 斉藤美加
 （No.280009）

クローズアップ東京海洋大学
1875年に私立三菱商船
学校として設立され、東
京商船大学を経て誕生
した東京海洋大学越中
島キャンパス。海洋立
国日本を支えてきた功
績や、現在取り組んでいる研究などを学びます。□
時 �□5/13～6/10 金曜 14：00～15：30　数□3回
場□古石場文化センター ほか
対□25名　￥□1,900円・100円
師 �□東京海洋大学海洋工学部 

教授 清水悦郎 ほか
（No.280138）

芸術鑑賞講座「文楽」
国立劇場にて講義（リモートの
場合あり）を受け、その後実際に
小劇場で文楽を鑑賞します。□
時 �□5/15 日曜 
［講義］ 9：40～10：30 
［観劇］ 11：00～13：50（予定） 
9/4 日曜 時間未定

数□前期2回
場 �□国立劇場 
（講義：伝統芸能情報館3階レクチャー室、観劇：小劇場）
対□35名
￥□2,200円・13,600円（予定、チケット代2回分含む）
師□国立劇場文楽出演者 ほか （No.280134）

学ぼうコリア
～観光地で歴史を（古代から高麗まで）～
開講して7年目を迎える亀戸で
人気の講座です。今期は観光
地の紹介と、そこに関する歴史
を学びます。全部組み合わせ
ると古代から高麗までの歴史
の流れを理解できます。また5月（2回目）にはゲスト講師
をお迎えし、韓国の鉄道旅を楽しむコツをお話します。さ
あ皆さん、学びの第一歩を亀戸で踏み出しましょう!□
時□4/27～9/28 水曜 14：30～16：00　数□前期6回
場□亀戸文化センター　対□32名　￥□7,000円・300円
師□都立高等学校講師 武井一 ほか 

（No.280107）

仏像鑑賞講座
仏像の鑑賞ポイントや時
代背景を学びます。毎回
ひとつの寺院をテーマに
芸術性の高い仏像をじっ
くり味わいます。わかり
やすい解説で初めての方
も楽しめます。仏像の世
界を学んでみませんか。□
時 �□6/27、7/25、8/29、

9/26、10/31 月曜 14：00～15：40
数□5回　場□森下文化センター
対□30名　￥□5,500円・500円
師□駒澤大学仏教学部教授 村松哲文 （No.280083）

東陽町 砂町

東大島 砂町 砂町

古石場 東陽町古石場

森下

東陽町

豊洲

古石場 東陽町 亀戸森下

地域理解・散策

地域理解・散策

～体をほぐす～ 筋膜リリース
筋膜は、体のすべてを覆ってい
るネット状の組織で、体の表面
から内臓まで支えています。そ
の大事な役割の筋膜にシワや
組織の癒着ができると、コリや痛みとなって現れるこ
とがわかってきました。よれた筋膜を正常な状態に近
づけるためのストレッチを中心に体をほぐしていきま
す。優しい運動をコツコツとはじめませんか？自由な
レッスン着でご参加ください。□
時□5/10～7/12 火曜 19：15～20：00　数□前期10回
場□森下文化センター　対□25名　￥□8,000円・3,000円
師□株式会社フクシ・エンタープライズ所属講師

（No.280014）

森下

講 座 の見 かた
東陽町▶実施施設
協力講座  ▶ 講師、受講生が中心となって運

営する講座です。

時□開講日～閉講日、曜日、時間
数□回数　場□会場
対□募集人数�※（　�）内は定員
￥□受講料・教材費（保険代等）
師□講師・指導
（No.�280000）▶��講座番号
（WEBからのお申込み時に入力してください）

江戸切絵図の世界
～歩いてわかる江戸・東京～

「江戸切絵図（尾張屋版）」に示され
た地域の特色を歩いて探ります。□
時 �□5/19～9/15 木曜 

13：00～16：00
数□前期4回　場□現地集合・現地解散
対□20名　￥□9,000円・500円
師 �□江戸・東京 

郷土史 
研究者 
久染健夫

（No.280075）

久染さんと歩く「そめ散歩」
～道が知っている 江戸を切り拓いた道編～ 

【土曜コース】（No.280101）
時 �□5/7～9/17 

土曜 13：30～16：00
【火曜コース】（No.280102）
時 �□5/24～9/27 

火曜 10：00～12：30
数□4回
場□現地集合・現地解散
対□各20名
￥□7,500円・500円
師 �□江戸・東京 郷土史研究者 

久染健夫

西大島 東大島

講師：久染健夫 講師： 山城ガール 
むつみ

5/19（木） テキスト切絵図「京橋南築地鉄砲洲絵図」
佃島（住吉神社・佃渡し跡）・明石町周辺・築地本願寺

6/16（木） テキスト切絵図「内藤新宿千駄ヶ谷辺図」
新宿追分・天龍寺・花園神社・太宗寺・四谷大木戸跡

7/21（木） テキスト切絵図「飯田町駿河台小川町絵図」
堀留・九段坂・馬琴宅跡・築土神社・清水門・一ツ橋

9/15（木）
テキスト切絵図「雑司ヶ谷音羽絵図」
護国寺・新江戸川公園（熊本藩細川家下屋敷跡）・水
神社・野間記念館（見学）・椿山荘庭園・大洗堰跡

5/7（土）
5/24（火）

江戸最初の目抜き通り
本町通り 日本橋～両国

6/18（土）
6/28（火）

江戸時代の東海道
品川・鈴が森

7/16（土）
7/26（火）

中山道
板橋宿周辺

9/17（土）
9/27（火）

甲州道中
内藤新宿・四谷

講師：久染健夫

5/13（金） 越中島キャンパス
史跡巡り（外出講義）

5/27（金） 自動運航船実現
に向けた現状と課題

6/10（金） 水辺を活用した
街づくり

急速充電対応型電池推進船
「らいちょうⅠ」

鑑賞・教養 国際理解・語学 英会話は特集4面をご覧ください。

講座風景

文学・歴史

文学・歴史

落花岩（百済最期の地）

画像提供：
文京区立
森鷗外記念館

「河童の事」『耳嚢』（写本）
国立公文書館所蔵

千代田の大奥 御花見部分
（国立国会図書館所蔵）

講座の様子
実習の様子

スフィンクスとピラミッド

講座風景

俳句鑑賞講座

「女性」の俳句はどう規定され演出されてきたか
明治から現代までの女性の俳句の傾
向を分類し流行と不変を語ります。
登場する俳人は、長谷川かな女・□ 杉
田久女・□竹下しづの女・□中村汀女・□星
野立子・□三橋鷹女・□橋本多佳子・□桂信
子・□野澤節子・□飯島晴子・□寺田京子・□
岡本眸・□三好潤子・□正木ゆう子・□神野紗希 �□等々、これら
時代と格闘した女性俳人の建前と本音を探りつつ。□
時□5/9・23・30、6/13 月曜  14：00～15：40　数□4回
場□砂町文化センター　対□25名
￥□5,000円・100円　師□俳人 今井聖 

（No.280122）

砂町

講師： 今井聖
講座風景

江戸の二大上水
～“水道の水で産湯を使った”江戸っ子たちの水事情～
江戸が大都市に成長できたのは、飲み水の確保ができたから
だと言えるでしょう。神田上水と玉川上水の開削が江戸のくら
しにどんな影響をもたらしたのか江戸の水事情を探ります。□
時 �□5/24～7/5 火曜　数□4回 

[講義]14：00～15：30 
[外出]14：00～16：30

場□亀戸文化センター ほか
対□25名
￥ �□4,200円・300円 
（入園料別途）
師 �□江戸東京博物館学芸員 

真下祥幸 （No.280091）

亀戸

5/15（日）［講義］
オリエンテーション

5/29（日）［外出］
いざ、小机城へ!

6/12（日）［外出］
いざ、茅ヶ崎城へ!

6/26（日）［外出］
いざ、浦賀城へ!

6/9（木） 文化人による聞き書き
～『耳袋』『甲子夜話』など～

6/30（木） 猫の怪

7/21（木） お菊虫と皿屋敷

8/25（木） 河童の怪

9/8（木）『耳袋』と江戸

5/14（土） ファラオのエジプト文明

5/21（土） ピラミッドの誕生と発展

6/4（土） ピラミッドの建設

6/11（土） 王朝の繁栄と改革

6/18（土） 最新！エジプト発掘

5/24（火）
【講義】神田上水と玉
川上水の開削の歴史
と特徴

6/7（火）【講義】江戸市中を流
れた上水道の実態

6/21（火）
【講義】江戸の水運と
隅田川以東の水利用
について

7/5（火）
[外出]後楽園から水道
橋掛樋の跡を歩いて
水道歴史館を自由見学

区民参加・ボランティア

手芸・工芸

協力講座

協力講座

澤登翠の弁士にチャレンジ!
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。無
声映画の代表的な作品の一部
分を教材に、講師の台本を元に
実演し、最終回には発表会を行
います。講師は今年芸歴50年
を迎える第一人者です。□
時 ��□5/24～11/20 火曜 

19：00～21：00（11/20のみ日曜午後）
数□8回　場□古石場文化センター
対□20名　￥□16,000円・2,100円
師□活動写真弁士 澤登翠 （No.280112）

はじめてのウクレレ教室
小さな楽器から奏でられるやさし
い音色はとても癒されます。ウク
レレを触るのがまったく初めての
方、またはコードなどの基礎知識
がない方が対象です。レッスンで
は演奏のほかに、りか先生の楽し
いお話とストレッチも行います。��
練習曲（予定）／ふるさと、線路は続くよどこまでも□
時□5/9～9/26 月曜 13：30～15：00　数□前期10回
場□森下文化センター　対□15名
￥□15,000円・200円 ※楽器は持参または購入
師□ウクレレ奏者・ヨガインストラクター りか

（No.280085）

古石場

森下

講師：澤登翠

講師：りか

趣味・実用

家庭でできるやさしい薬膳
～季節に合わせた食養生～

季節によってあらわれる体調の変化を
食で補う薬膳料理をご紹介します。□
時□5/17～8/2 火曜 11：00～13：00
数□3回　場□総合区民センター
対□23名
￥□5,500円・5,000円
師 �□国際中医師、国際中

医薬膳師、聘珍樓薬
膳顧問 大田ゆう子

（No.280094）

西大島

5/17（火）
【初夏編】鯵と新キャベツのベ
トナム・ライス、あさりとセロ
リのスープ、緑茶ゼリーとグ
レープフルーツ

6/21（火）
【梅雨編】玉ねぎ麹を使った
イタリア風ミートボール 白
インゲン添え、もやしスープ、
季節のフルーツ

8/2（火）
【盛夏編】冬瓜のカレー ジャ
スミンライス、かんたんシシ
カバブ、マンゴーのラッシー

世界の麵ツアー（パスタ編）
様々な種類のパスタを使って、お手
軽にワンランク上の料理を作ってい
きます。メイン・サラダ・デザートの3
品を作ります。□
時 �□5/19～9/22 木曜 11：00～13：00
数□4回　場□総合区民センター
対□23名
￥□4,500円・6,000円
師 �□料理調理アドバイ

ザー 金井克行

（No.280095）

ラビオリのジェノベーゼソース

西大島

5/19（木）
パスタ：カチョエペペ（チーズと
ブラックペッパー）、ササミとキ
ノコのサラダ、ガトーショコラ

6/23（木）
鶏肉とトマトの煮込みのクスク
ス、豆腐のサラダ、クリームババ
ロア

7/21（木）
ラビオリのジェノベーゼソー
ス、海鮮シーザーサラダ、フルー
ツグラニテ（カキ氷風）

9/22（木） 牛肉のラグーボロネーゼ、グリ
ーンサラダ、クリームブリュレ

ミニ盆栽を創ろう
おうち時間が多い今、ミニ盆栽を
育ててみませんか。経験豊富でミ
ニ盆栽に深い愛情のある講師が
やさしく指導します。四季折々の
ミニ盆栽を創っていきます。� �
※�扱う植物（予定）：モミジ、クロ
マツ、ピラカンサほか

時 �□5/21、6/18、7/16、9/17、10/15 
土曜 14：00～16：00

数□5回　場□砂町文化センター
対□20名　￥□6,500円・15,000円
師□盆栽作家 進藤公子

（No.280105）

砂町

講師：進藤公子

調理例

～日本を食で旅する～

ご当地料理探訪
各地域の食材や調味料を使い、郷土料
理やご当地グルメを作ります。□
時 �□7/8～10/7 金曜 11：30～13：30
数□4回
場□総合区民センター
対□23名
￥□6,200円・5,600円
師 �□江戸東京野菜 

コンシェルジュ 
高野美子

（No.280096）

西大島

7/8（金）
【近畿・中国・四国編】
「盛夏 近畿・中国・四国の涼やか
名品を楽しむ～」カニめし、真鯛
のお椀、湯葉サラダ

8/12（金）【九州・沖縄編】「晩夏の養生食」
琉球、九州郷土御膳

9/9（金）
【関東甲信・東海編】
「関東甲信・東海食材を使って
～」初秋のプチフレンチコース 
スープ、前菜、メイン、デザート

10/7（金）
【北海道・東北・北陸編】
「北日本の秋の食を堪能～」
生ラムジンギスカン、海鮮料理

音楽・演劇

おとなのための
長唄三味線教室

あこがれの三味線を、グループレッスン
からはじめてみませんか。初心者対象の
1年間の講座です。前期は「さくら」「ほた
るこい」「荒城の月」等、親しみのある曲を
使って基礎練習をし、後期（10月）から長
唄の曲で三味線の独特なメロディを奏でます。□
時□4/24～9/25 日曜 16：00～16：50　数□前期10回
場□亀戸文化センター　対□12名
￥ �□20,500円・男性10,200円、女性9,700円（バチセット

代、レンタル代含む）※三味線はレンタル品を使用
師□一般社団法人長唄協会所属講師 

（No.280087）

ポップに踊ろう! 盆ダンス
振り付けを素
敵に覚えて、気
分をリフレッ
シュ。男性女性
関係なく、どな
たでも気軽に
踊りを楽しめま
す。今年こそあなたも盆ダンスデビューを!□
時□5/26～7/28 木曜 18：30～20：00　数□7回
場□江東区文化センター　対□25名　￥□5,600円・なし
師□細川民族舞踊研究会三代目家元 細川千穂 ほか

（No.280074）

こどもドローン体験講座
1日でドローンの知識を学
び、屋内と屋外で飛行練習
をします。（天候により屋内
飛行練習のみになる場合が
あります）日程①・②は同じ
内容です。（小学生は保護者
の付き添いが必要です。）□
時 �□【日程①】（No.280120）6/4（土） 
【日程②】（No.280121）6/5（日） 
いずれも10：00～15：00

数□1回　場□古石場文化センターほか
対□小学4年生～中学生各日程14名 ￥□4,200円・1,300円
師□ドローンパイロット 森山正明、埋田奈穂子

亀戸こども演劇ワークショップ
～伝える・想像する・共感する!!～

舞台を中心に活躍する劇団青年座
の俳優が、見る、聞く、感じる、伝え
る、想像するなど演劇の手法を通
して、楽しく指導します。� �
※9/17（土）に小さな発表会あり□
時 �□5/21～9/17 土曜 ①14：00～15：10（②15：20～16：30）
数□10回　場□亀戸文化センター
対 �□小学生15名（状況によって② の実施もあり） 

※5/21のみ13：40～14：00 親子説明会を実施
￥□14,200円・250円
師□劇団青年座 松熊つる松 ほか 

（No.280118）

亀戸 東陽町

古石場 亀戸

講座風景 昨年度講座風景

ドローン

ダンス・健康

大人のバレエストレッチ
〈入門・基礎A・Bクラス〉

バレエの曲にのせてストレッチしま
しょう。入門はゆっくり体をほぐし、
基礎は体幹を鍛えます。� �
※女性限定の講座です。□
時□5/8～10/2 日曜

【入門】（No.280017）10：00～10：40
【基礎A】（No.280018）10：45～11：25
【基礎B】（No.280019）11：30～12：10
数□前期15回　場□森下文化センター
対□女性各17名　￥□12,000円・なし
師□東京シティ・バレエ団所属講師 西澤美華子 ほか

シニア女性のための
10歳若返る背骨エクササイズ
年齢を重ねても動ける身体を目
指しましょう。背骨まわりをほぐ
すところからはじめ、音楽に合
わせての全身運動や専用のゴム
ボールを使用しての筋トレなど、
無理なく楽しく身体を動かしていきます。� �
※女性限定の講座です。□
時□5/9～8/22 月曜 14：00～15：15
数□8回　場□砂町文化センター
対□60歳以上の女性15名　￥□8,000円・1,200円
師 �□砂町いきいき健康体操代表 禰津久子 

（No.280077）

森下

砂町

ダンス・健康

講師：西澤美華子

講座風景（イメージ）

こども・親子 ※年齢・学年の対象日は、2022年4月1日時点です。

こどもとアート
～親子で造形コミュニケーション～

クレヨンで大きな紙に落書
きするなど、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。□
時□5/15、6/19、7/17 日曜 10：30～11：50
数□3回　場□砂町文化センター
対□5/15時点で4歳～小学2年生と保護者のペア10組20名
￥□8,000円・600円
師□東京学芸大学教授 石井壽郎 

（No.280106）

砂町

講座風景

イメージ 講師：松熊つる松

船橋屋くず餅

5月公演 「義経千本桜」 より

イタリア風ミートボール
白インゲン添え

手芸・工芸

講座総合評価で 
「満足度」96.5%

（2020年度事業アンケートより）
受講生の皆様に、講座終了時にご協力を
いただいたアンケートの集計結果を、財
団ホームぺージで公開中です。
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継続講座（欠員の補充募集となります）

3/10（木）～24（木）お 申 込 み 期 間

時□開講日～閉講日、曜日、時間　数□回数　場□会場
対□募集人数�※（　�）内は定員　￥□受講料・教材費（保険代等）　師□講師・指導
（No.�280000）…��講座番号�（インターネットからのお申込み時に入力してください）

講座の見かた 実施施設東陽町

講師、受講生が中心となって運営する講座です。協力講座

初級スペイン語Ⅱ
スペイン語の簡単な会話がで
きる語彙力と、文法的には動
詞の直接法過去形を習得され
た経験者が対象の講座です。�
※�Zoomでの同時配信と1週間
のアーカイブ配信あり

時 �□5/10～10/4 火曜 
18：30～20：00

数□前期17回
場□森下文化センター
対□若干名（20名）　￥□15,000円・2,500円
師□ディラ国際語学アカデミー（DILA）所属講師
 （No.280021）

バルセロナの市場 Ⓒ 中内渚

森下 短歌のたのしみ
～現代短歌の鑑賞と実作～

日々の生活で感じた思いを短歌に
乗せてみませんか。テーマに沿って
現代短歌を実際に作り、歌会形式で
発表します。受講生全員で作品を鑑
賞し、着想や表現を深めていきます。
未経験の方大歓迎です。
時□5/11～11/30 水曜 18：30～20：00
数□12回　場□江東区文化センター
対□若干名（20名）　￥□17,250円・750円
師□「短歌人」編集人・日本歌人クラブ会長 藤原龍一郎

（No.280072）

ゆっくりと万葉集をたしなむ朝
生活に停滞感が漂う今日この頃、心の安寧を保つため
に、万葉集を学ぶ機会を持ってみませんか。現存する最
古の和歌集である万葉集を読み、そこに広がる日本人
の心の原点に触れてみましょう。
時□5/17～9/20 火曜 9：30～11：00　数□7回
場□古石場文化センター　対□5名（25名）
￥□6,600円・200円
師 �□國學院大学・ 

武蔵野大学 
兼任講師 
伊藤高雄

（No.280016）

東陽町

前年度作品集

こどもバレエ教室
クラシック・バレエ
の基礎を学び、技術
の向上と豊かな感
性を養います。経
験・年齢で3クラス
に分けてレッスン
しています。※募集
はAクラスです。
時 �□4/27～9/28 水曜 15：00～15：50（Aクラス）
数□前期17回　場□砂町文化センター
対□4歳～小学3年生10名（20名）　￥□13,000円・800円
師□石井清子バレエ研究所教師 永田明日香、中島郁美

（No. 280045）

砂町

講座風景

こども・親子 ※年齢・学年の対象日は、2022年4月1日時点です。

こども・親子 ※年齢・学年の対象日は、2022年4月1日時点です。

趣味・実用

書道・絵画

書道・絵画

国際理解・語学 英会話は特集4面をご覧ください。 文学・歴史

音楽・演劇

音楽・演劇 ダンス・健康

ダンス・健康

ダンス・健康

初級中国語Ⅱ
発音のポイントや実践的な会
話練習を中心に学習します。
また中国の文化や習慣等の理
解も深めていきます。ピンイ
ン、基本的な疑問文の問答を
学習し、それらを活用したごく簡単な旅行会話や、基本
的な数字の表現が理解できる方対象。� �
※Zoomでの同時配信と1週間のアーカイブ配信あり
時□5/11～10/5 水曜 18：30～20：00　数□前期17回
場□森下文化セタンタ―　対□10名（20名）
￥□15,000円・2,500円
師□ディラ国際語学アカデミー（DILA）所属講師

（No.280020）

橘流 寄席文字教室
寄席文字は、寄席舞台の
めくり以外に縁起物と
して喜ばれる文字でも
あります。文字とともに
寄席の世界、江戸文化に
も親しんでみませんか。
時 �□5/12～11/17 木曜 

18：30～20：00
数□23回
場□江東区文化センター
対□若干名（27名）
￥□20,300円・1,600円
師□橘流寄席文字 橘右女次 （No.280124）

落語に挑戦
亀戸文化センターでおなじみ
「上方落語九雀亭」の桂九雀氏が
落語の基礎から丁寧に稽古しま
す。自分以外の稽古風景を見学
しつつ、互いに刺激を与え合い、
落語の奥深さをかみしめていた
だきます。聴くことも楽しいけ
れど、人前で演じることの楽しさ
をぜひこの機会に味わってみませんか。
時□5/14、6/18、7/2、9/17、10/15 土曜 10：00～12：00
数□前期5回　場□亀戸文化センター
対□3名（12名）　￥□12,150円・100円
師□上方落語協会所属 落語家 桂九雀 （No.280117）

楽しいウクレレ教室
このクラスは1年半の経験者
クラスです。レベルはチュー
ニングは自分でできる方、C、
F、G7などの簡単なコードが
押さえられる方が対象です。
レッスンでは演奏のほかに、
りか先生の楽しいお話とスト
レッチも行います。
時□5/9～9/26 月曜 10：30～12：00
数□前期10回　場□森下文化センター　対□若干名（20名）
￥□15,000円・200円 ※楽器は持参または購入
師□ウクレレ奏者・ヨガインストラクター りか

（No.280022）

日本画教室
基礎となるデッサンを中
心に、水彩画、岩絵具を用
いた日本画の制作に至る
まで、個々のレベルに合
わせてさまざまな技法を
学びます。屋外写生会も
予定しています。
時 �□5/13～10/14 金曜 

18：00～20：00
数□前期15回
場□東大島文化センター
対□若干名（25名）　￥□16,000円・1,200円
師□日本美術院院友 佐藤孝 （No.280030）

森下

東陽町

亀戸 森下

東大島

おもてなし中国語
ステップアップ初級クラス

中国語を学んだことのある方向けの講
座です。「仕事で必要」「昔勉強したけど
もう一度やってみたい」理由は何でも大
丈夫。チャレンジしてみませんか？
※�中検準4級またはHSK1級レベル�
（発音記号が読めることが望ましい）
時□5/13～10/7金曜 18：30～20：00　数□前期17回　
場□豊洲文化センター　対□若干名（18名）
￥□12,750円・2,900円
師□ディラ国際語学アカデミー(DILA)所属講師 張小兵

 （No.280066）

豊洲

使用テキスト

講師：橘右女次

講師：桂九雀
講師：りか

講師作品

古石場

5/17（火） 巻1の16 額田王の春秋競憐の歌

5/31（火） 巻1の17～18
額田王の近江に下る時の歌

6/14（火） 巻1の20～21
額田王と大海人皇子の唱和歌

6/28（火） 巻1の22 十市皇女に捧げる歌

7/12（火） 巻1の23～24 麻続王の流離の歌

9/6（火） 巻1の25～27 天武天皇の吉野の歌

9/20（火） 巻1の28 持統天皇の香具山の歌

書道教室
「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。一人ひとりの技量に合わせ
たお手本を使用し、わかりやす
く丁寧に指導します。初心者の
方もご受講いただけます。
時 �□5/12～11/17 木曜 

18：30～20：00
数□23回　場□江東区文化センター　対□若干名（25名）
￥□24,400円・100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.280026）

東陽町

講師作品

スケッチ教室 ～水彩画を楽しむ～
花・果実・建物・風景など様々な
モチーフを描きます。初めて絵
筆を持つ方でも大丈夫です。
ベテラン講師が基礎から丁寧
に指導します。
※�別途道具類の費用もかかり
ます。

時 �□4/28～9/15 木曜 
18：00～20：00

数□前期10回
場□砂町文化センター
対□6名(20名)　￥□12,000円・2,000円
師□サロン・ド・パリ会員 菅野たみお （No.280008）

江戸文字教室 ～勘亭流～
寄席文字、相撲文字などとと
もに、「江戸文字」のひとつに
数えられている勘亭流は、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。個々に合わせた指導
で、基礎から学びます。
時 �□4/27～9/28 水曜 18：30～20：00
数□前期10回　場□豊洲文化センター
対□5名（15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.280068）

砂町 豊洲

講師作品「チューリップ」

講座風景

もう一度まなびなおす

大人のための 楽しい書道
オリジナルの手本を中
心に、筆づかいや文字
の魅せ方などを習得し
ます。後半には、成果展
への作品制作にも取り
組みます。
時 �□4/14～9/22 木曜 

19：00～20：30
数□前期17回　場□総合区民センター
対□若干名（25名）　￥□14,500円・5,000円
師□毎日書道展審査会員 帯向芳園 

（No.280067）

西大島

前回の成果展

協力講座 うたう・楽しむ・元気がでる

童謡・唱歌の世界
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、楽しみながら歌いま
しょう。テキストは『ピアノ伴奏
付童謡唱歌』（野ばら社）を使用
します。※マスク着用
時 �□4/14～9/29 木曜 

14：00～15：30
数□前期17回　場□森下文化センター
対□若干名（40名）　￥□18,000円・1,320円
師□声楽家 前野邦子 

（No.280023）

森下

講師：前野邦子

東大島女声コーラス
美しく歌うための発
声練習や発音を学び
ながらさまざまな楽
曲を歌います。最終回
は江東区民合唱祭（別
途参加費あり）に参加
します。※マスク着用
時 �□5/14～10/30 土曜 
（最終回のみ日曜）10：00～12：00
数□前期15回　場□東大島文化センター
対□若干名（25名）　￥□13,700円・1,260円
師□日本オペラ協会会員 福山恵
 （No.280028）

東大島

講師：福山恵

実践カラオケ教室
基本となる発声練習や
ピアノ伴奏によるレッス
ンを通じて、演歌を中心
としたカラオケの歌唱
方法を習得します。最終
回は成果発表の場とし
て「おさらい会」を予定
しています。※マスク着用
時□5/6～9/16 金曜 14：30～16：30　数□前期8回
場□東大島文化センター　対□5名（42名）
￥□10,100円・300円
師□作曲家 田中健一郎（花野こうじ）

（No.280029）

東大島

ピアノ伴奏による歌唱レッスン

ポピュラーヴォーカル教室
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。後期は発表
会を予定しています。※マスク着用
時□5/11～10/19 水曜 18：30～20：00
数□前期17回　場□豊洲文化センター
対□若干名（40名）　￥□18,500円・300円
師□ヴォイストレーナー 伊藤美子

（No.280027）

豊洲

講師：伊藤美子

メンズストレッチ
～男性バレエダンサーに学ぶ筋力UP・美姿勢～
バレエのレッスンやストレッチ
を通して、筋力UPの方法を学
びきれいな姿勢や体型を目指
し、日常の生活にバレエのエッ
センスを取り入れていきます。�
※体力に自信のある方が対象。※男性限定。
時□5/15～9/25 日曜 10：30～12：00　数□前期10回
場□東大島文化センター　対□男性若干名（20名）
￥□10,000円・1,200円（保険代等）
師 �□公益財団法人東京シティ・バレエ団 特別団員 

春野雅彦 ほか 
（No.280031）

東大島

講座風景

大人のベリーダンス教室
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。
動きやすい服装でご参加ください。� �
※女性限定の講座です。
時□4/21～9/29 木曜 18：30～20：00　数□前期10回
場□豊洲文化センター　対□女性20名（40名）
￥□16,000円・なし
師□アイニーベリーダンス所属 エリー （No.280069）

豊洲 ヤング★ハワイアン
陽気なハワイアンのリズムにのせ
て、人気のフラダンスを踊りません
か。アロハフラは美容と健康に役立
ち、心と身体をリフレッシュさせま
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。ハワイの風を
感じる一時です。
時□4/20～10/5 水曜 18：30～20：00
数□前期17回　場□砂町文化センター
対□16名（40名）　￥□14,500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.280059）

砂町

講師：髙橋紫

タップダンス教室 入門・初級
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□5/14～10/1 土曜 13：10～14：10　数□前期14回
場□豊洲文化センター　対□若干名（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.280004）

豊洲

講座風景

伝統文化“体感”講座

はじめて習う日本舞踊教室
日本舞踊をグループレッスンで気軽
にはじめませんか。今期の課題、端
唄の「春雨」にあわせて楽しく踊りま
しょう。浴衣での稽古です（浴衣・帯・
紐類をお持ちでない方は貸出可）。
初回は新規受講生のみで行います。��
※女性限定の講座です。
時□4/26～9/27 火曜 14：00～15：00　数□前期9回
場□亀戸文化センター　対□女性若干名（15名）
￥□8,600円、500円
師□坂東流師範 坂東朋奈 

（No.280040）

亀戸

坂東朋奈
常盤津 『どんつく』白酒売り

インナーマッスル&ダンス
～気軽に楽しく踊れる!～

足の指先から血行を考え、イン
ナーマッスルを鍛えるプログ
ラムです。足腰を鍛えるダンス
も行います。日常生活で必要な
体づくりを目標としています。
時□4/19～11/15 火曜 19：00～20：30
数□28回　場□江東区文化センター　対□若干名（40名）
￥□25,200円・なし
師 �□ヨシエダンススタジオカンパニー主宰 茂呂由枝 

ヨシエダンススタジオカンパニー講師 ユカリ

（No.280133）

東陽町

講座風景

バレエエクササイズ〈初級〉
バレエの基本姿勢
やストレッチなどを
行いながら、美しく
健康な身体作りを
します。※女性限定
の講座です。バレエ
用語がわかる方対象。
時□4/26～11/8 火曜 14：10～15：10
数□20回　場□江東区文化センター
対□女性若干名（各13名）
￥□13,500円・なし
師□石井清子バレエ研究所教師 吉田結子

（No.280127）

東陽町

講座風景

和室で寝たまま健康体操
和室でゆったりくつろぎなが
ら膝や腰・肩関節のお手入れ
と強化（トレーニング）を行い
ます。バスタオルを使用した
簡単な動作で体幹を鍛え、体
のゆがみを整えます。自宅で
もできるストレッチ・エクササイズで、体を動かす習慣
を楽しく身につけませんか。
時□5/11～10/12 水曜 14：00～15：10　数□前期12回
場□古石場文化センター　対□6名（25名）
￥□7,500円・なし
師□NPO法人らくらく健康隊理事長 小山内映子

（No.280015）

古石場

講座風景

目指せ、やせ体質!
美BODY体幹エクササイズ

体幹トレーニングで基礎代
謝をアップ!ボクササイズで
ストレス解消、ストレッチで
リラックス。楽しくエクササ
イズを行いながら、やせ体
質を目指しませんか。� �
※女性限定の講座です。
時□4/28～9/22 木曜 18：30～20：00　数□前期10回
場□豊洲文化センター　対□女性15名（45名）
￥□12,000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.280073）

豊洲

講座風景

女性のための健康法・
陰陽ストレッチエクササイズ

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。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。※女性限定の講座です。
時□4/26～9/27 火曜 10：00～11：30
数□前期10回　場□総合区民センター
対□女性5名（30名）　￥□11,000円・なし
師 �□陰陽ストレッチエクササイズ®主宰 Mana

 
（No.280061）

西大島

講師：Mana

ジュニア・ダンスミックス
ヒップホップ、ロック、ジャズ
など様々なダンスの基本を
学びます。レッスンのほか、
ステージ発表も予定していま
す。レッスン見学もOKですの
でお問い合わせください。
時 �□4/5～11/22 火曜 
【Aクラス】（No.280136）16：20～17：20 
【Bクラス】（No.280137）17：30～18：30
数□28回　場□江東区文化センター　対□各10名（各15名）
￥□30,000円・800円
師 �□ウメダヒサコジャズダンスミックスファクトリー主宰 

ウメダヒサコ ほか

発表会風景

東陽町 キッズチアダンス
～ソングリーディング～

キラキラのポンポンを持っ
てリズムに合わせて踊りま
す。楽しみながらチアスピ
リットを身につけましょう。
※�組体操やアクロバットは
行いません。

時□5/12～9/29 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10名（40名）
￥□12,000円・1,800円
師□（株）WING DANCE PROMOTION 髙久美佳子 ほか

（No.280024）

森下

しっかりストレッチして踊ろう!

こどものためのクラシックバレエ
年齢・経験によりA～C、ポワントの4
クラスに分かれてレッスンします。
※募集はA・ポワントクラスです。
時 �□5/14～10/1 土曜 
【A】（No.280010）13：00～14：00 
【ポワント】（No.280011）16：10～17：30
数□前期15回　場□東大島文化センター
対 ￥□□

【A】4歳～小学4年生8名（20名）11,100円・1,300円
【ポワント】 小学5年生～高校生で5年以上の経験者 

若干名（20名）14,200円・1,300円
師□石井清子バレエ研究所教師 小山田整、中島郁美

東大島

講座風景

こども落語教室
小噺や落語を覚
えながら、人前
での話し方や礼
儀作法なども学
びます。8/7（日）
開催のイベント
「サマーフェス
ティバル」で練習の成果を発表します。
時□6/11～8/6 土曜 13：30～15：00　数□前期6回
場□砂町文センター　対□小学生5名（15名）
￥□6,000円・100円
師□落語家・五代目圓楽一門会 三遊亭楽天

（No.280097）

砂町

講座風景

こどものための三味線教室
三味線のメロディ、リズム
は独特なものですが、こど
ものときから慣れ親しめば
伝統芸能に興味を持つきっ
かけになります。礼儀や作
法も身に付きます。講師の長唄に合わせて童謡などを
三味線で奏で、その趣きを楽しみましょう。
時 �□4/24～9/25 日曜 14：00～14：50、15：00～15：50 

※年齢・経験によるクラス編成
数□前期10回　場□亀戸文化センター
対□小学3年生～高校生 9名（16名）
￥□13,800円・9,650円 ※三味線はレンタル品を使用
師□一般社団法人長唄協会所属講師 （No.280090）

亀戸

発表会の様子

�次の講座については一時的にマスクを外す時があります
試食時： 「日本酒の知識と醸造蔵」「料理の基本と旬の食材」「歴史と素材で感じる ローカル×和菓子の魅力」 

「家庭でできるやさしい薬膳」「世界の麺ツアー」「ご当地料理探訪」
和室舞台上での稽古時（1名ずつ）：「[協力講座]落語に挑戦!」「こども落語教室」
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江東区 
文化センター
〒135-0016 東陽4-11-3

【電話】03-3644-8111
【FAX】03-3646-8369
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第2・4月曜日。
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】03-5600-8666
【FAX】03-5600-8677
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第1・3月曜日。
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】03-5620-0224
【FAX】03-5620-0258
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第1・3月曜日。
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】03-5626-2121
【FAX】03-5626-2120
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第2・4月曜日。
ただし祝日の場合は開館。

東大島 
文化センター
〒136-0072 大島8-33-9

【電話】03-3681-6331
【FAX】03-3636-5825
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第1・3月曜日。
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】03-3640-1751
【FAX】03-5606-5930
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第1・3月曜日。
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】03-3637-2261
【FAX】03-3683-0507
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第2・4月曜日。
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】03-3536-5061
【FAX】03-5560-0505
【開館時間】9：00〜22：00
【休館日】第2・4月曜日。
ただし祝日の場合は開館。

豊洲ベイサイド
クロス

2b
出口

東陽町 森下 古石場 豊洲 亀戸 東大島 砂町 西大島

□

お近くのセンターで気軽にはじめませんか?

英会話講座のご案内
ELEC講師 ESVA講師 DILA講師

一般講座のお申込み方法 3/10（木）～24（木）お申込み期間

英会話講座のお申込み方法
ステップ 1 下記いずれかの方法で「英会話講座希望クラス申込書」をご提出ください
●自分の英語力がわからない方  ●どのクラスに申込んで良いのかわからない方
●授業内容の説明を聴きたい方
▶ □ステップ 2 に進み、ガイダンス（説明会）にお申込みください。□
ガイダンスの概要を動画（20分程度）でもご覧いただけます。□
財団HP「英会話講座申込みおよびガイダンスのご案内」からご覧ください。

●申込むクラスが決まっている方
ステップ 2 は省略し、各文化センター・区民センターの窓口または財団ホームページから□

「英会話講座希望クラス申込書」を入手のうえお近くの各センターへご提出ください。

【ガイダンス】（申込み期間 3/10（木）～4/7（木））
　□ELEC担当者が各クラスのレベルや授業の進め方などを説明（使用テキストの内容確認可）。その
後、会場にて「英会話講座希望クラス申込書」をご提出いただきます。

※テストは行いません。所要時間は1時間程度です。
※ガイダンスの参加申込みは各開催日の前日17：00までとします。当日の申込みはできません。

ステップ 3「受講決定クラス（手続き書類）」が郵送で届きます
4/10（日）以降に郵送にて連絡します。申込みが定員を超えた場合は、抽選となります。

ステップ 4 受講料・教材費をお支払いください
下記の手続き期間中に受講料等をお支払いください。
お支払い方法：各センター窓口または銀行振込　手続き期間：4/12（火）〜19（火）　開講：5/10（火）〜

■ガイダンス日程表　①〜⑯□がガイダンスNo.　※【　　　】内は講座番号

日程 開始時間 会場

4/1（金） ①10：00【280047】 ②18：45【280048】 古石場文化センター

4/2（土） ③10：00【280006】 ④14：00【280007】 総合区民センター

4/3（日） ⑤10：00【280062】 ⑥14：00【280063】 江東区文化センター

4/4（月） ⑦10：00【280054】 ⑧18：45【280055】 亀戸文化センター

4/5（火） ⑨10：00【280041】 ⑩18：45【280042】 豊洲文化センター

4/6（水） ⑪10：00【280051】 ⑫18：45【280052】 森下文化センター

4/7（木） ⑬10：00【280057】 ⑭18：45【280058】 砂町文化センター

4/8（金） ⑮10：00【280081】 ⑯18：45【280092】 東大島文化センター

4/8（金）クラス申込書提出期限

申込みが定員を超えた場合は、抽選で受講者を決定します。
当選された方には、手続き書類を郵送でお届けします。落選の方には、はがきで通知します。

「手続き書類」が郵送で届きます

下記の手続き期間中に受講料等をお支払いください。入金の確認をもって受講申込みの成立とします。契約書は発行し
ません。
お支払い方法：各センター窓口または銀行振込　手続き期間：4/1（金）〜8（金）

受講料・教材費をお支払いください

●□□期間中にお申込みいただいた分はすべて同着となります（先着順ではありません）。定員を超えた場合は抽選となります。
●□□定員に達していない講座は申込み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。お申込みいただいた方

には通知します。
●□□当財団の講座は、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。

 WEBでのお申込みについて
●□□「受講生番号」と「パスワード」が必要です。これまでに当財団の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合せくだ

さい。初めてお申込みされる方は、□WEBから「受講生登録」を行ってください。
●□□講座申込みページ「講座検索」で、ご希望講座の【講座番号（No.280000）】を入力して検索することができます。

受講料について
●□□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。
●□□掲載している受講料、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、当財団事業はクーリングオフ制度の適用対象外です。
●□□カナルこうとう会員本人と配偶者の方には、受講料の補助制度があります。詳しくは江東区勤労者福祉サービスセンター（カナルこうとう）へ

お問合せください。☎︎03-3699-5101

対象について
●□□特に指定のない講座は、15歳以上（中学生を除く）を対象としています。□●□総合的な判断のもと、募集人数を超えて受け入れる場合があります。

個人情報の取扱いについて
●□□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。

受講上の注意
●□□講座実施日や時間等は状況に応じて変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

お申込みにあたって（一般講座・英会話講座共通）

 電話・窓口で（受付時間 9：00～21：00）
実施するセンターへ
電話または窓口でお申込みください。

 WEBで
https：//www.kcf.or.jp/yoyaku/koza/

検索江東区文化コミュニティ財団　講座

 FAX・はがきで□※3/24（木）必着です。
以下の項目を記入し、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

お申込期間内に、以下の方法でお申込みください

スマートフォンは
こちらから

【会場・レッスン時間】□※単科コースは左記をご覧ください。

①9：00～10：30 ②10：30～12：00 ③10：40～12：10 ④13：30～15：00 ⑤14：00～15：30
⑥14：00～16：00 ⑦18：30～20：00 ⑧19：00～20：30 ⑨20：05～21：35

クラス名 火 水 木 金 土

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
コ
ー
ス

初歩から学ぶ英会話 森下・午前②
豊洲・午後④

古石場・午前②
森下・夜間⑧

東大島・午前②
砂町・夜間⑧

基礎英会話 砂町・午前② 東大島・午前② 古石場・午前②
森下・夜間⑧ 亀戸・午前②

中級英会話 豊洲・夜間⑨ 古石場・午前②
砂町・夜間⑧

森下・午前②
豊洲・午前②
古石場・夜間⑦

東大島：夜間⑧

プレディスカッション
豊洲・午前①
豊洲・夜間⑦
西大島・夜間⑧

西大島・午前②
砂町・午前②
東大島・夜間⑧
古石場・夜間⑨

古石場・午前②
森下・夜間⑧ 砂町・午後⑤

ディスカッション 古石場・夜間⑧ 森下・午前②
オンライン・夜間⑧ 亀戸・夜間⑧ 豊洲・夜間⑧

「東陽町」＝江東区文化センター
「西大島」＝総合区民センター

コミュニケーション英会話
「聴く」「話す」に焦点をあて日常よく使われる表現や語彙を学び、楽しくスムーズ
に英会話ができるよう、会話プロセスを理解します。
時□19：00〜20：30□火曜　師□□（一財）英語教育協議会（ELEC）所属□ネイティブ・スピーカー□外国人講師
数□16回（1回90分）　対□20名　￥□20,000円・3,600円
□ 対象レベル：英検4級～準2級程度・TOEIC®350点～500点程度

亀戸

日本を伝える英会話
外国人が知りたい日本文化、習慣、マナー、食を題材として、分かりやすく簡潔に説
明できるよう、テキストを使って様々な英語表現を学びます。江東区にある有名ス
ポットも取り入れます。
時□10：40〜12：10□火曜　師□□（一財）英語教育協議会（ELEC）所属□ネイティブ・スピーカー□外国人講師
数□16回（1回90分）　対□20名　￥□20,000円・2,100円
□ 対象レベル：英検3級～準2級程度・TOEIC®400点～520点程度

豊洲

単科コース
さまざまなテーマ設定で、楽しみながら英会話に親しめるコースです。

トラベル英会話
海外でも日本でも役立つ、旅行中の様々な場面での英会話を、複数の日本人講師
によるグループ練習も行いながら楽しく学びます。
時□【砂町】10：30〜12：00□金曜□【古石場】19：00〜20：30□金曜　□
師□□江東区英語会話力認定者協会（ESVA）所属□日本人講師
数□16回（1回90分）　対□20名　￥□17,000円・3,500円
□ 対象レベル：英検4級～3級程度・TOEIC®350点～450点程度

古石場・砂町

英語で読む「イーロン・マスク」～ビジネスで使える英文法と会話表現を学ぶ～
洋書『イーロン・マスク』を教材に、基礎文法やビジネスシーンで使える日常フレー
ズを習得し、自然で実践的なコミュニケーション力を身に付けます。
時□19：00〜21：00□火曜　師□□ディラ国際語学アカデミー（DILA）所属日本人講師
数□20回（1回120分）　対□17名　￥□35,000円・1,900円
□ 対象レベル：英検3級以上・TOEIC®400点以上

東陽町 映画で学ぶ英会話
このコースはハリウッド映画のセリフを通し、表現、語彙、リスニング、スピーキングの
力を伸ばすことを目的としています。リスニングで困らないよう日訳されたスクリー
ンプレイで内容確認もでき、字幕なしで内容を理解する学習方法が身に付きます。
時□10：30〜12：00□火曜　師□□（一財）英語教育協議会（ELEC）所属ネイティブ・スピーカー外国人講師
数□22回（1回90分）　対□20名　￥□27,500円・3,600円
□ 対象レベル：英検準2級～2級程度・TOEIC®430点～570点以上

東陽町

スピーキングのための英文法
スピーキングスキル向上や改善のための文法コースで、基礎後半～プレディス
カッション前半の方向けに選択されたコンテンツで構成されています。コースは
文法に焦点を当てていますが、実際の場面を想定したコミュニケーション活動の
練習も行われます。※コミュニケーション英会話と同じレベルです。
時□10：30〜12：00□土曜　師□□（一財）英語教育協議会（ELEC）所属ネイティブ・スピーカー外国人講師
数□16回（1回90分）　対□15名　￥□23,000円・3,900円
□ 対象レベル：英検4級～準2級程度・TOEIC®350点～500点程度

亀戸

NEWSで学ぶ英会話
英文記事などから最新のトピックを取り上げ、単語や表現を覚え、文法を確認して
いきます。そこから会話力へつなぐための練習も行い、スキルの向上を目指します。
時□10：00〜12：00□金曜　師□□ディラ国際語学アカデミー（DILA）所属□日本人講師
数□22回（1回120分）　対□17名　￥□39,000円・2,500円
□ 対象レベル：英検2級～準1級程度・TOEIC®500点以上

東陽町

※□□受講料・教材費は半期（前期）分です。レベルの英検・TOEIC®換算は目安です。教材費については変更になる場合があります。

発音クラスwithスピーキングプラクティス
聴く・話す・読む・書くの全てに「よく効く」トレーニングのクラスです。フォニック
スの手法を用いた発音トレーニングを通して、アルファベットひとつひとつの「本
当の音」をしっかり学び、発話練習を行います。オリジナルCD付きで自宅での学
習も可能です。
時□18：00〜20：00□水曜　師□□ディラ国際語学アカデミー（DILA）所属□ネイティブ・スピーカー外国人講師
数□20回（1回120分）　対□17名　￥□36,000円・6,000円
□ 対象レベル：英検3級以上・TOEIC®400点以上

東陽町

①□□ご希望のガイダンスNo.□
※□上記の「ガイダンス日程表」から選択（①〜⑯）

②□□氏名・フリガナ
③□□生まれ年（西暦）・性別
　※□対象は15歳以上（中学生を除く）
④□□郵便番号・住所　⑤□□電話番号・FAX番号

ステップ 2 ガイダンスの申込み方法

 電話・窓口で
実施するセンターへ
電話または窓口でお申込みください。

□  FAX・はがきで
下記の項目を記入し、実施する
センターへお送りください。

□   WEBで 
https：//www.kcf.or.jp/yoyaku/koza/

検索江東区文化コミュニティ財団　講座
スマートフォンは

こちらから

スマートフォンは
こちらから

初歩から学ぶ英会話
英会話をはじめて学習する方向けの初歩クラス。授
業は複数の日本人講師が行います。楽しみながら英
会話の基礎を学びます。
師□□江東区英語会話力認定者協会（ESVA）所属□
日本人講師

数□16回（1回90分）　対□20名　￥□13,600円・3,800円
□ 対象レベル：英検5級～4級程度

基礎英会話
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。
師□□（一財）英語教育協議会（ELEC）所属□ □
ネイティブ・スピーカー外国人講師

数□16回（1回90分）　対□20名　￥□20,000円・4,300円
□ 対象レベル：英検4級～3級程度・TOEIC®330点～450点程度

中級英会話
日常会話でよく使われる表現を学び、表現の幅を広
げていきます。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。□
師□□（一財）英語教育協議会（ELEC）所属□ □
ネイティブ・スピーカー外国人講師

数□16回（1回90分）　対□20名　￥□20,000円・4,300円
対象レベル：英検3級～準2級程度・TOEIC®400点～520点程度

プレディスカッション
仕事、学校、娯楽など標準的な話し方を通して、主要な点を理解します。身近なこ
とや個人的に関心のある話題について、筋の通った表現力を身に付けます。
師□□（一財）英語教育協議会（ELEC）所属□ネイティブ・スピーカー外国人講師
数□16回（1回90分）　対□15名　￥□23,000円・4,300円
□ 対象レベル：英検準2級～2級程度・TOEIC®450点～570点程度

※受講料・教材費は半期（前期）分です。レベルの英検・TOEIC®換算は目安です。教材費については変更になる場合があります。

レベルアップコース
初めて英会話を学ぶクラスから高度なコミュニケーション能力を身につけるクラスまで、5段階のクラス設定。
「聴く」「話す」「読む」の要素を取り入れた総合英会話コースです。

ディスカッション
時事問題を題材に、多種多様な英語表現を学び、高度なコミュニケーション能力
を身に付けます。 ※オンラインクラスあり
師□□（一財）英語教育協議会（ELEC）所属□ネイティブ・スピーカー外国人講師
数□16回（1回90分）　対□15名　￥□23,000円・400円
□ 対象レベル：英検2級以上・TOEIC®550点以上

◦ 豊富なレベルとクラス ◦ ご自分のレベルに合ったクラスを受講できる

◦□受講時及びガイダンス時はマスクの着用をお願いします。
◦□クラスは施設の状況によっては定員の変更があります。
◦□レッスン中にグループワークやペアレッスンを行う予定です。

NEW NEW

NEW
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