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江東ぐるっと施設めぐり
江東区内にあるショールー
ムや施設をめぐる講座で
す。新江東清掃工場や明治
丸記念館など、知っている
ようで実はよく知らない、
江東区を支える企業や施設
を訪ねます。
時 �□□11/18、12/9・23、 

1/13・27 金曜  
14：00～15：00 

（見学先により変動）
数□□5回　場□□現地
対□□20名
￥□□2,000円・500円
師□□各見学先による

（No.280483）

地下鉄8号線
延伸エリアの見どころ

2030年代半ばの開業を
目指し事業着手されるこ
ととなった地下鉄8号線

（有楽町線）の延伸（豊洲
～住吉間）エリアのまちの
見どころを、江東区文化
観光ガイドとともに巡り
ます。普段何気なく歩い
ているまちの魅力を発見
してみませんか。
時 �□□11/25、12/2・9 金曜 

10：00～12：00
数□□3回　場□□現地　対□□20名　￥□□1,000円・300円
師□□江東区文化観光ガイド

（No.280486）

安彦良和の歴史マンガ道
～神話の時代から未来戦史の世界まで～
江東区ゆかりの漫画家・田河水泡
を紹介している当センターでは、
恒例のマンガ講座を今年も開催。
今回は、数多くの人気マンガ、ア
ニメ作品に携わってきた安彦良
和氏のマンガ画業をひも解きま
す。別冊アニメージュ「SFコミッ
クス リュウ」（徳間書店）に掲載さ
れた「アリオン」から始まった安
彦氏のマンガ人生。“歴史”と“神
話”をテーマとする創作活動につ
いて、お話いただきます。
時□□10/30 日曜 14：00～15：30
数□□1回　場□□森下文化センター
対□□100名　￥□□2,000円・なし
師 �□□漫画家・アニメ監督 安彦良和 

聞き手 綿引勝美（編集者・執筆者）
（No.280477）

江戸・深川の藩邸へ
ようこそ!

深川蛤町にあった、松平伊豆守家の
下屋敷の生活ぶりが三河吉田藩に残
る「江戸日記」より明らかになりまし
た。震災・戦災で文献資料が少ない
中で、史料価値が高いものです。こ
の資料を中心に、大名屋敷のリアル
生活を解き明かしていきます。亀戸
にあった、近江仁正寺藩の下屋敷に
もふれます。
時 �□□10/22～12/10 土曜  

14：00～15：40
数□□3回　場□□亀戸文化センター
対□□30名　￥□□4,000円・300円
師 �□□豊橋市美術博物館学芸員 

久住祐一郎 ほか

（No.280441）

データサイエンス入門
～データを読み、活用する～

データサイエンスは、将来のビジ
ネスに必須です。まずはデータ分
析、可視化手法や、全体の流れを
学習します。2回目以降は、PC持参
の上で、オープンソースライブラ
リーからAI、機械学習アルゴリズ
ムについて学びます。初心者でも
取り組みやすいのが特徴です。
時 �□□10/15～1/28  土曜 

 13：00～14：40
数□□4回　場□□亀戸文化センター
対□□25名　￥□□5,500円・300円
師□□武蔵野大学データサイエンス学科長 准教授 中西崇文

（No.280446）

古代仏教史
～聖徳太子没後1400年～

日本の仏教興隆の第一人者、聖
徳太子（厩戸王）は今年で没後
1400年。冠位十二階や十七条
の憲法を定めて天皇を中心とし
た体制作りを図ったほか、仏教
を厚く信仰しました。この機に、
古代仏教の世界を学びます。
時 �□□10/19～12/14 水曜 

14：00～15：30
数□□5回　場□□総合区民センター
対□□20名　￥□□6,500円・300円
師□□歴史研究家 御子柴大介

（No.280431）

琉球・沖縄の歴史を学ぶ
－近現代史を中心に－

今年は沖縄県の日本復帰50周年。この記念の年に改めて、琉球・
沖縄の歴史を、近現代史を中心に学ぶ講座です。沖縄の未来を
考える地点が少し近く感じられるように、私達の歴史の一つを
知る機会です。
時□□11/11、12/9・23 金曜 14：00～15：30
数□□3回　場□□砂町文化センター　対□□25名　￥□□3,500円・100円
師 �□□法政大学沖縄文化研究所専任所員・准教授 大里知子

（No.280444）

乾物のアレンジと保存食
常備食にもよく使われる
乾物を美味しくアレンジ
してご紹介。保存食に必
要なスパイスを学び、バリ
エーションを増やします!
時 �□□11/25～2/24 金曜 

18：00～20：00
数□□4回
場□□総合区民センター
対□□24名　￥□□6,000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.280435）

語り部がつなぐ
『遠野物語』と民俗学

柳田國男『遠野物語』を民俗学の観点か
ら読み解き、実際に遠野文化研究セン
ター認定「語り部」による語りを聴く、臨
場感あふれる文学講座です。民俗学のお
もしろさに触れ、今も語り継がれる民話
の里・遠野に思いをはせてみませんか。
時 �□□11/11、12/9、1/13、2/10 金曜 

10：00～12：00
数□□4回　場□□東大島文化センター
対□□25名　￥□□6,000円・200円
師 �□□國學院大学・ 

武蔵野大学兼任講師 伊藤高雄、 
遠野文化研究センター認定 

「語り部」 小野礼子

（No.280480）

暮らしを楽しむ
こぎん刺し

青森県津軽地方の伝統
的な刺繍「こぎん刺し」。
かわいい模様とシンプル
なデザインで、人気の北
欧インテリアにも合うと
ブームになっています。
今年の秋冬は、こぎん刺
しの基本的な縫い方を
学び、季節を彩る作品を
作っておうちを楽しく
飾ってみませんか。1回の
講義で、1つの作品を仕上
げます。
時□□10/12～3/8 水曜 10：00～12：00
数□□6回　場□□東大島文化センター
対□□20名　￥□□8,000円・9,000円
師□□mittsu do madeni デザイナー 藤本真紀子

（No.280453）

ロシアとその隣国の歴史
私たちに衝撃を与えたロシア軍によ
るウクライナ侵攻。どうしてこのよう
な事態が起きているのか。ロシアは
何を求め、目指しているのか。ロシア
とその隣国との間の歴史を知り、現
代社会への理解を深めましょう。
時 �□□11/8～1/31 火曜 18：30～20：00
数□□5回　場□□豊洲文化センター
対□□25名　￥□□5,000円・300円
師 �□□東京外国語大学 

大学院教授 
鈴木義一 ほか

（No.280448）

新版画
ー懐かしさと新しさが織りなす美ー
新版画とは、明治時代の終わ
りから昭和にかけて、浮世絵
の再興を図り、主に海外向け
の商品として流行した木版画
のこと。吉田博や川瀬巴水を
筆頭として、どこか懐かしさ
を感じる作品は、近年注目を
集めています。この講座では
新版画の成立から発展につい
て学びます。
時 �□□11/9・30、12/21 水曜 

14：00～15：30
数□□3回　場□□森下文化センター
対□□30名　￥□□3,000円・300円
師 �□□千葉市美術館上席学芸員 

西山純子

（No.280479）

西洋絵画から読み解く映画
映画の中に登場する絵画
には、時に重要な意味が隠
されていることがありま
す。この講座では映画を通
じて美術を学び、美術を知
ることで映画の物語の真
相に迫り、より深く映画を
読み解きます。
時 �□□11/15～12/20 火曜 

14：00～15：30
数□□5回　場□□古石場文化センター
対□□25名　￥□□4,700円・300円
師 �□□美術評論家・ 

フリーキュレーター 
平松洋

（No.280437）

レコードの魅力

レコードの回転数や大きさの違いなどの基本知識から学びま
す。キャロル・キングやドナルド・フェイゲンなど、洋楽ロックを
中心に講師が選んだレコードを流しながら、アーティストや曲目
の紹介はもちろんのこと、ジャケットや国内盤の帯、日本語に訳
された面白いタイトルなど、レコードの魅力を探ります。また、洋
楽に限らず珍しいレコードも紹介します。
時□□10/24、11/28、1/23、2/27 月曜 19：00～20：30
数□□4回　場□□砂町文化センター　対□□20名　￥□□5,000円・100円
師□□GINGER.TOKYO 髙山聡

（No.280442）

再発見!!
深川の歴史と門前仲町

17世紀の中頃から、永代
寺・富岡八幡宮の門前町
として賑わいを保って
いる深川門前仲町。深川
と言えば「富岡八幡宮」

「成田山東京別院深川不
動堂」は外せません。深
川・門前仲町の歴史を学
びながら、施設見学も行
います。門前仲町の魅力に迫りましょう。
時 �□□10/20、11/17・24（見学・深川不動堂）、 

12/15（見学・富岡八幡宮）、1/19　木曜 14：00～15：30
数□□5回　場□□古石場文化センター、各施設
対□□25名　￥□□4,000円・200円
師□□深川東京モダン館管理事務所副所長 龍澤潤 ほか

（No.280411）

災害都市江戸今昔
近年、異常気象などに起因する自然災
害が多発していますが、その昔、江戸は
地震や水害に毎年のように見舞われる

「災害都市」でした。しかし、当時の江戸
の人々は知恵を出し合って自然災害だ
けでなく火事などの人災と向き合い、
上手につきあってきました。関東大震
災から100年を前に、当時の災害の実態
とその周辺事情について学びます。
時□□10/19～1/18 　水曜 14：30～16：00
数□□6回　場□□豊洲文化センター
対□□30名　￥□□5,000円・300円
師 �□□成城大学民俗学研究所 

研究員 小沢詠美子

（No.280450）

11/15（火）〈サスペンス映画〉
『サイコ』と秘密の部屋

11/22（火）〈コメディ映画〉
『アメリ』とガラスの囚人

11/29（火）〈恋愛映画〉
『タイタニック』と失われた名画と装飾

12/13（火）〈SF映画〉
『ブレードランナー』と登場しない絵画

12/20（火） 映画と西洋絵画 ※参加者で映画を選択

11/9（水） 版元・渡邊庄三郎－新版画の始まり

11/30（水） 橋口五葉と伊東深水－新版画と美人画

12/21（水） 川瀬巴水と吉田博－風景画の展開

11/8（火）
ロシアの歴史
～皇帝統治の西方拡大と統治形態～
大東文化大学准教授 池本今日子

11/22（火）
ロシアとウクライナの関係
～歴史的経緯と民族意識～
東京外国語大学大学院教授 鈴木義一

12/6（火） ポーランドから見たポーランドとロシアの歴史
大正大学教授 白木太一

1/17（火）
フィンランドから見た
フィンランドとロシアの歴史
国士舘大学准教授 石野裕子

1/31（火） 中央ユーラシアから見たロシアの歴史
東京大学名誉教授 小松久男

10/19（水） 仏教伝来

11/2（水） 飛鳥時代の仏教と聖徳太子

11/16（水） 国家の仏教

11/30（水） 東大寺と国分寺

12/14（水） 最澄と空海

11/25(金）
ミートソース缶
　→チリコンカルネ（いんげん豆のスパイシー煮込）
オイルサーディン→カナッペ
ひじきと帆立缶のサラダ、麩プディング

12/16(金） 豚肉の昆布巻き、田作りナッツのスパイス風味
黒豆の寒天よせ、サバ缶→そぼろずし

1/27（金） 春雨と挽肉の炒め物、とら豆のサモサ、
切り干し大根の南蛮酢

2/24(金） 高野豆腐の卵とじ、呉汁、寒天とごぼうの酒粕サラダ
ツナ缶→カレーピラフ

10/15（土） データサイエンスの世界（最新の事例）

11/19（土） データサイエンス最初の一歩
（実際のデータ分析、可視化）

12/3（土） 簡単な機械学習に触れてみよう

1/28（土） データサイエンスの応用を考えてみよう

「重要文化財 明治丸」 東京海洋大学
わが国に現存する唯一の鉄船

吉田博《帆船 朝日／瀬戸内海集》 千葉市美術館蔵

講師：久住祐一郎

柳田国男『遠野物語』
（新潮文庫刊）

映画『アメリ』に登場する
ピエール＝オーギュスト・ルノワール

『舟遊びをする人々の昼食』1880～81年
フィリップ・コレクション（ワシントンD.C.）

富岡八幡宮神輿
講師：小沢詠美子
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豊洲

森下 古石場 砂町

古石場 豊洲

聖徳太子画像（唐本御影）
東京大学史料編纂所所蔵模写

豚肉の昆布巻き

大人かわいい刺繍の小物

提供：江東区広報広聴課
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・
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首里城正殿（1992） Ⓒ chiharu-mz

講師：中西崇文

東大島

10/19（水） 火災の実態と江戸ッ子かたぎ

11/2（水） 地震と噴火

11/16（水） 水害・台風の実態

12/7（水） 防災への試み

12/21（水） 穴蔵（防災用地下倉庫）の活用

1/18（水） 災害文化の展開
～今につながる防災意識～

安彦良和

10/22（土） 文献資料から見る大名屋敷の裏側

11/26（土） 江東区にあった三河吉田藩下屋敷

12/10（土）
江東区清住町（現清澄3）・津山藩抱
屋敷と亀戸・近江仁正寺藩下屋敷
講師： 江東区文化財主任専門員 

出口宏幸

趣味
・
実用

手芸
・
工芸

区内8施設で主催講座を開催!

秋の講座 受講生募集
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。

講座特集号〈2022年度 後期〉

9/10（土）受付開始!
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NEW 新規講座 
地域理解・散策

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）

�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： 「乾物のアレンジと保存食」 「豊洲市場で学ぶお魚料理」 

「世界の麺ツアー（パスタ編2）」 「～日本で食を旅する～ご当地料理探訪」
和室舞台上での稽古時（1名ずつ）：「こども落語教室」

江東区地図今昔観察学
～ガードパイプ・マンホールの蓋…路上発見の旅～

江東区はどんな形で、いつからあって、どこまででしょう
か？江東区になる前は、どんな街だったのでしょうか？
あの「ブラ…」とか、あの「チコ…」にも出演した地図のス
ペシャリストが、街を歩きながら、新旧の地図を用いて、
江東区とその周辺を解きほぐしていきます。今までなに
げなく通り過ぎていた道路にも、実はたくさんの街を知
るヒントがあることに、きっとあなたも気づくはず!？
時□□12/3、1/7、2/4、3/4 土曜 14：00～15：30
数□□4回　場□□亀戸文化センターほか　対□□25名　￥□□4,000円・300円
師□□（一財）日本地図センター・月刊「地図中心」編集長・境界協会主宰 小林政能 （No.280447）

亀戸

豊洲市場で学ぶ旬のお魚料理
豊洲市場内の調理室を会場に、市場直送の旬の材料（エビ、ノ
ドグロ、マグロ）を用いて調理法を学びます。また、市場につい
て都職員からレクチャーいただく時間も設けます。
※ A、Bどちらの日程も内容は同じです。どちらかご都合の良

い日程をお選び、お申込みください。
時 �□□【A日程（木曜日）】（No.280451）10/27、11/17、12/8 
【B日程（土曜日）】（No.280452）10/29、11/26、12/10 
いずれも10：00～13：00

数□□3回　場□□東京都豊洲市場 調理室
対□□A、B日程とも18名　￥□□4,200円・6,300円
師□□東京都豊洲市場職員、豊洲市場商店会 ほか

豊洲

ノドグロを調理します

久染さんと歩く「そめ散歩」
川・堀は知っている 江戸を造った川・堀

時代の変化の中で見える歴史や伝説を、講師ならではの視点
で紹介する街歩き講座です。江戸を造った「川・堀」をテーマ
に、今に伝わる瞬間（場面）を垣間見てみませんか。

【土曜コース】（No.280473）
　 時□ □□10/15～3/18 土曜 13：30～16：00

【火曜コース】（No.280474）
　 時□ □□10/25～3/14 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

東大島

講師：久染健夫

10/15（土） 10/25（火）「三十間堀跡」京橋から新橋

11/19（土） 11/22（火）「神田川」水道橋から隅田川へ

1/21（土） 1/24（火）「深川六間堀・五間堀」新大橋から森下

3/18（土） 3/14（火）「石神井川」石神井公園と周辺

地域理解・散策

古石場深川まちのマイスター
開園30周年 木場公園と防災を考えよう

都市におけるオープンスペースは、災害時に様々
な役割を担います。「防災公園」でもある木場公園
は、災害から皆さんの命を守る重要な場所となっ
ています。「防災公園」について一緒に考えてみま
せんか。
時□□11/22・29（外出講義） 火曜 14：00～15：30
数□□2回　場□□古石場文化センター、木場公園
対□□20名　￥□□500円・100円
師 �□□公益財団法人 

東京都公園協会公園事業部木場公園公園長 葛貫智 （No.280440）
木場公園 防災訓練

ベートーヴェン再考
ベートーヴェンの独創性とは?

ベートーヴェンはそれまでのハイドンやモーツァルトの伝統
を革新して、新しい音楽の世界を築きました。一体、ベートー
ヴェンの音楽は何が独創的で新しかったのか、クラシックに
造詣の深い講師が紐解いていきます。毎回、講義後半に音楽家
によるテーマに沿った生演奏を予定しています。
時□□11/5・19、12/10、1/14・21 土曜 14：00～16：00
数□□5回　場□□砂町文化センター
対□□30名　￥□□7,800円・500円
師□□桐朋学園大学名誉教授 西原稔

（No.280443）

砂町

講師：西原稔

特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」
見どころを探る

東京・上野の東京国立博物館は、今年創立150年を迎えました。
10/18（火）～12/11（日）には、所蔵する国宝のすべてを展示する特別展
を開催します。この講座では、展示にかかわる研究員が展示の見どころ
をたっぷりと解説します。
※博物館見学は含まれません。
時□□10/21・28、11/4 金曜 14：00～15：30
数□□3回　場□□古石場文化センター
対□□25名　￥□□3,000円・200円
師□□東京国立博物館 列品管理課長 沖松健次郎 ほか

（No.280427）

古石場

国宝 埴輪 挂甲の武人
（群馬県太田市飯塚町出土、

古墳時代・6世紀、
東京国立博物館蔵）

どんぶりに見る江戸の食文化
～五大どんぶりの魅力～

牛丼、親子丼、かつ丼、天丼、うな丼。日本人に大人気のどんぶり
飯は、200年以上の歴史の中で精錬されてきました。ファスト
フードの流れを組むもの、洋食を和風にリメイクしたもの、滋養
強壮に特化したものなど、どんぶり飯のルーツは様々。どんぶり
飯をより美味しくいただくためのうんちくが身につきます。
時□□10/21～12/16 金曜 14：00～15：40
数□□5回　場□□森下文化センター
対□□20名　￥□□6,000円・300円
師□□食文化史研究家 飯野亮一

（No.280476）

森下

10/21（金） 江戸前蒲焼とうな丼

11/4（金） 江戸前天ぷらと天丼

11/18（金） 江戸の食文化と親子丼

12/2（金） 江戸時代の牛肉食と牛丼

12/16（金） 江戸時代の豚肉食とかつ丼

「新版御府流行名物案内双六」より

鑑賞・教養

豊洲あれこれゼミナール
地元大学・企業等の協力で様々な角度から豊洲について
学ぶシリーズ。外出講義を4回予定しています。
時□□11/2～1/11 水曜 14：00～15：30 ※回により変更あり
数□□5回　場□□豊洲文化センターほか
対□□30名　￥□□2,000円・300円
師□□芝浦工業大学建築学部教授 志村秀明 ほか

（No.280449）

豊洲

11/2（水）（講義）豊洲の生い立ち ～芝浦工業大学建築学部教授 志村秀明～

11/24（木）（外出）豊洲市場 ～東京都豊洲市場～

11/30（水）（外出） 地下式としては世界初50万ボルト変電所見学 
～東京電力パワーグリッド株式会社新豊洲変電所～

12/14（水）（外出） オリンピック施設のこれからの活用と見学 
～海の森水上競技場～

1/11（水）（外出） 臨海部の新交通システム「ゆりかもめ」車両基地見学 
～株式会社ゆりかもめ～

ゆりかもめ

俳句実作講座
～「俳句は生活そのもの」～

俳句を学びなおしたい人に向けた講座です。江東区ゆかりの俳人・石田波郷や
「鶴」の句作を知り、「実作」「句会」「吟行」をとおして、上達するための技法を学び
ます。
時□□10/22～2/25 土曜 13：30～16：00
数□□5回　場□□砂町文化センター
対□□20名　￥□□7,500円・500円
師□□俳句結社「鶴」主宰 鈴木しげを

（No.280311）

砂町

10/22（土） 俳句の基礎知識を学ぶ

11/5（土） 俳句指導・句会

12/24（土） 俳句指導・句会

1/28（土） 俳句指導・句会

2/25（土） 吟行

史料で読み解く 幕末の大奥
幕末期の大奥を語るうえで外せないのが、13代将軍家定の正室
篤姫（天璋院）と、14代将軍家茂の正室和宮（静寛院宮）です。この
二人に仕えた御年寄瀧山を加え、ペリー来航から弱体化する幕
府、それに翻弄されやがて消滅に向かう大奥の動きを追っていき
ます。さらに、あまり知られていない幕末維新期の将軍姫君や大
名夫人の境遇にも触れます。
時□□11/17・24、12/1・8 木曜 13：50～15：30
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.280439）

砂町

東海道名所風景
東海道之内 生麦

（国立国会図書館蔵）

鑑賞・教養 文学・歴史

山に行こう! ゆる登山  ～秋・春～
リュックとスニーカーを準備し、関東の秋山・春
山を歩きましょう！登山初心者でも大丈夫。準備
品や地図の見方を学び、近郊の山（高尾山、御岳
山、宝登山、三浦富士）を歩きます。
※ 手続時に健康状態を確認する書類を提出して

いただきます。
時□□[講義]10/27、1/12 木曜 14：00～15：30
[外出]11/10、12/1、2/9、3/9 木曜 9：30～14：30
数□□6回　場□□豊洲文化センター、高尾山 ほか
対□□健康な方25名　￥□□8,000円・300円
師□□フリーライター・日本山岳ガイド協会認定登山ガイド 西野淑子

（No.280417）

豊洲

高尾山頂より

女性らしいしなやかな身体づくり
健康ヨガストレッチ

女性の一生には様々な節目があり変化があります。ホルモンの
バランスによって変わっていく身体と上手く付き合うためには、
セルフケアの時間がとても大切です。ご自身の身体と呼吸に向き
合うことからはじめてみませんか？どの年代の方でも安心して
受けられるよう、ヨガの基本ポーズを中心に丁寧に行っていきま
す。女性らしくしなやかに、健康な身体づくりを目指していきま
す。※女性限定の講座です。ヨガマットなどは各自で用意。
時□□12/1～3/2 木曜 13：00～14：00
数□□9回　場□□砂町文化センター　対□□女性10名　￥□□9,000円・なし
師□□健康ヨガストレッチ代表 浦智子 （No.280370）

砂町

講師：浦智子

協力講座 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をしたり、新聞紙
を使って遊んだり、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。
※絵画技術を教える講座ではありません。
時□□11/6、12/11、1/8 日曜 10：30～11：50
数□□3回　場□□砂町文化センター
対 �□□11/6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.280413）

砂町

講座風景「新聞紙で遊ぼう」

趣味・実用

～衣類の楽しいおなおし～ 針仕事・ダーニング
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！初めて受
講される方は、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 �□□10/25、11/22、12/20、1/24、2/28 火曜 

14：00～16：00
数□□5回　場□□東大島文化センター　対□□13名　￥□□9,900円・4,400円
師□□DARNING BY HIKARU NOGUCHI認定ダーニング講師 中須賀香織 （No.280475）

東大島

手になじむ木製の道具を使って

世界の麵ツアー（パスタ編2）
今回はパスタの基本であるトマトソース、ガーリックオイル、クリームソースを学びます。メイ
ン・スープ・デザートの3品を作ります。
時□□11/17～2/16 木曜 11：00～13：00
数□□4回　場□□総合区民センター　対□□24名
￥□□4,500円・6,000円
師□□料理調理アドバイザー 金井克行 （No.280430）

西大島

マーレパスタ

11/17（木） 基本のトマトソース作り
◦マーレパスタ、きのこスープ、キャラメルチーズケーキ

12/15（木） 基本のオイルベース作り
◦きのこパスタ、オニオングラタンスープ、フルーツゼリー

1/19（木） 基本のクリームソース作り
◦アボカドとシーフードパスタ、ポトフスープ、ガトーショコラ

2/16（木） アラカルトパスタ
パスタサラダ、パンナコッタ

朗読入門
基本的な発音、滑舌の練習。全員で
ひとつの物語や文章を読み込みし
ます。講座期間終了後は、「朗読の
会 華か語」で続けて参加すること
もできます。
時 �□□10/14～12/23 金曜 

10：00～12：00
数□□6回　場□□森下文化センター
対□□20名　￥□□6,000円・200円
師□□俳優 新城彰

（No.280482）

森下

朗読の会 華か語

協力講座

石田波郷筆
「俳句は生活の裡」
書幅 

～日本を食で旅する～ ご当地料理探訪パート2
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□□10/28～1/13 金曜 11：30～13：30　数□□4回　場□□総合区民センター　対□□24名
￥□□6,200円・5,800円　師□□江戸東京野菜コンシェルジュ 高野美子

（No.280436）

西大島

調理例

10/28（金）「家でも旅気分～晩秋のお弁当」 関東北部（群馬）・北陸（富山）編
五目とりめし、季節の昆布締め、 国産果実のデザート

11/11（金）
「ご当地料理で一足早くクリスマス」 北九州（長崎）・東北北部（青森）編
トルコライス、津軽りんごと季節鮮魚のマリネ、
和素材 オリジナルスイーツ

12/9（金）「江戸東京と出羽の国のお正月」 関東南部（東京）・東北南部（山形）編
江戸東京野菜のお節料理、変わり年越し蕎麦

1/13（金）
「日本のおいしい食材を使って～冬のデリ5品」諸国編
牡蠣めし、里芋と蓬麩のお味噌汁、タラコキャロットラペ、 
春菊とわわ菜とちりめんのサラダ、牛肉ときのこと季節野菜の炒め

手芸・工芸 趣味・実用

ダンス・健康 こども・親子
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継続講座（欠員の補充募集となります）

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、数字の表現が理解できる方対象。
※ Zoomでの同時配信と講座後1週間のアーカイブ配

信あり
時□□10/19～3/1 水曜 18：30～20：00
数□□後期17回　場□□森下文化セタンタ―
対□□5名（20名）　￥□□15,000円・2,500円
師□□ディラ国際語学アカデミー所属講師

（No.280329）

森下

国際理解・語学 英会話は特集4面をご覧ください。鑑賞・教養

学ぼうコリア
～「ぶらっとコリア」コリア歴史散策～

今年度は韓国の観光地
を紹介しながら、そこに
まつわる歴史について
の講義を提供していま
す。10月からは朝鮮王
朝（李朝）を中心に、幅広
い時代に触れる内容に
なっています。また11月のゲスト講師回はスポーツを
通してみる韓国社会についてお話していただきます。
時□□10/19～3/15 水曜 14：30～16：00
数□□後期6回　場□□亀戸文化センター
対□□6名（32名）　￥□□7,000円・300円
師□□都立高校講師 武井一 ほか （No.280410）

亀戸

南小門（光熙門）

おもてなし中国語
ステップアップ初級クラス

中国語を学んだ経験者向けの講
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

ルの知識、発音記号が読めるこ
とが望ましい。

時□□10/28～3/10金曜 18：30～20：00
数□□後期17回　場□□豊洲文化センター
対□□若干名（20名）　￥□□12,750円・2,900円
師□□ディラ国際語学アカデミー所属講師 張小兵

（No.280416）

豊洲

使用テキスト

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
法的には動詞の直説法
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

講座後1週間のアーカ
イブ配信あり

時 �□□10/25～3/7 火曜 
18：30～20：00

数□□後期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所属講師

（No.280330）

バロセロナの市場 Ⓒ 中内渚

森下

書道・絵画 趣味・実用

もう一度まなびなおす

大人のための 楽しい書道
講師によるオリ
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□□10/13～3/2 木曜 19：00～20：30
数□□後期17回　場□□総合区民センター
対□□若干名（25名）　￥□□14,500円・4,000円
師 �□□創玄書道会一科審査会員、 

毎日書道展審査会員 帯向芳園
（No.280418）

西大島

昨年の成果展
の様子

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 �□□10/28～3/10 

金曜 18：00～20：00
数□□後期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.280367）

東大島

講師作品「抱く」

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。野外スケッチも実施
します。 ※別途道具類の費用
もかかります。
時 �□□10/13～2/16 木曜 

18：00～20：00 
※1/29のみ日曜午前・野外スケッチ

数□□後期10回　場□□砂町文化センター
対□□若干名（20名）　￥□□12,000円・2,000円
師□□サロン・ド・パリ会員 菅野たみお （No.280286）

砂町

講師作品「銀座」

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
た個人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、
HPをご覧ください。
時□□11/6～3/5 日曜 14：00～16：00
数□□後期9回　場□□森下文化センター
対□□5名（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.280324）

森下

アナログ風イラスト

音楽・演劇

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□□10/21～3/3 金曜 14：30～16：30
数□□後期8回　場□□東大島文化センター
対□□若干名（42名）　￥□□10,100円・300円
師□□作曲家 田中健一郎（花野こうじ）

（No.280366）

東大島

ピアノ伴奏による歌唱レッスン

音楽・演劇

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。
※マスク着用
時 �□□11/5～3/11 土曜 

10：00～12：00 
※2/26のみ日曜

数□□後期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.280350）

東大島

講師：福山恵

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
レを触るのが初めての
方、またコードなどの基
礎知識がない方が対象
です。レッスンでは、り
か先生の楽しいお話と
ストレッチも行います。
時 �□□11/14～3/5 月曜 

13：30～15：00 ※3/5のみ日曜・成果発表会出演
数□□後期10回　場□□森下文化センター　対□□若干名（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.280336）

森下

講師：りか

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。テキストには『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 �□□10/13～3/5 木曜 

14：00～15：30 
 ※ 10/30（日）区民合唱祭参加、 

3/5（日）成果発表会出演
数□□後期17回　場□□森下文化センター
対□□若干名（40名）　￥□□18,000円・2,020円
師□□声楽家 前野邦子 （No.280333）

森下

講師：前野邦子

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。後期か
ら始める方は「さ
くら」「ほたるこい」

「荒城の月」などを
使って半年間基礎練習をします。継続生は基礎練習と
並行して長唄の曲で三味線の メロディを奏でます。
時□□10/16～3/12 日曜 16：00～16：50　数□□後期10回
場□□亀戸文化センター　対□□成人6名（12名）
￥ �□□20,500円・男性10,400円、女性9,900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 杵屋悦子 ほか

（No.280406）

亀戸

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 �□□11/1～3/14 火曜 

10：00～11：30
数□□後期10回
場□□総合区民センター
対□□女性若干名（30名）　￥□□11,000円・なし
師□□漢方養生指導士 Mana （No.280393）

西大島

講師：Mana

ダンス・健康

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
方法を学ぶと同時にきれい
な姿勢や体形を目指し、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□□10/23～2/19 日曜 10：30～12：00
数□□後期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
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.280365）

東大島

講座風景

ヤング★ハワイアン
陽気なハワイアンのリズムにのせ
て、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
身をリフレッシュさせます。フラダ
ンスは年齢にかかわらず、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 �□□10/12～2/15 水曜 

18：30～20：00 ※2/5のみ日曜午後・発表会
数□□後期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― 髙橋紫 ほか
（No.280287）

砂町

講師：髙橋紫

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。厚手の
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□□10/19～3/22 水曜 14：00～15：10
数□□後期12回　場□□古石場文化センター
対□□若干名（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.280349）

古石場

講座風景

やさしく楽しい
ZUMBA GOLD®

ズンバゴールド はズンバに比べ、高
速の動きや激しい動きがなく振り
付けも繰り返しが多いのでフィット
ネス初心者やシニアの方にも向い
ています。楽しく運動するうちに習
慣が出来ることでしょう。インスト
ラクターから声による簡単な動作説明があり様々なダ
ンスの動き、ステップを習得できます。
時□□10/24～3/13 月曜 15：30～16：30
数□□後期10回　場□□古石場文化センター
対□□若干名（40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.280282）

古石場

ダンス・健康

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？未経
験でも、まずは踊って
みたいという気持ちがあれば大丈夫です。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□□10/13～3/16 木曜 18：30～20：00
数□□後期10回　場□□豊洲文化センター
対□□女性10名（45名）　￥□□16,000円・なし
師□□アイニーベリーダンス所属 エリー （No.280432）

豊洲 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□□10/20～3/23 木曜 18：30～20：00
数□□後期10回　場□□豊洲文化センター
対□□女性5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.280434）

豊洲 森下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、
マスク着用でレッスンします。
時□□10/16～3/19 日曜

【入門】（No.280326）10：00～10：40
【基礎A】（No.280327）10：45～11：25
【基礎B】（No.280328）11：30～12：10
数□□後期15回　場□□森下文化センター
対□□女性各若干名（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

講師：西澤美華子

～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？運動が苦手な方にもおす
すめです。自由なレッスン着でご参加ください。
時□□10/25～1/17 火曜 19：15～20：00　数□□後期10回
場□□森下文化センター　対□□若干名（35名）
￥□□8,000円・3,000円 ※ローラー持参の方は1,000円
師□□株式会社フクシ・エンタープライズ所属講師

（No.280325）

森下 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。
ゆっくり繰り返し
練習しますので、初
心者の方も安心で
す。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）。※女性限定の講座です。
時□□10/18～2/7 火曜 14：00～15：00　数□□後期8回
場□□亀戸文化センター　対□□女性若干名（15名）
￥□□7,600円・500円　師□□坂東流師範 坂東朋奈

（No.280460）

亀戸

坂東朋奈 常盤津 『どんつく』白酒売り

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□□10/12～2/22 水曜 15：00～15：50（Aクラス）
数□□後期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・450円
師□□石井清子バレエ研究所教師 永田明日香、中島郁美

（No. 280285）

砂町

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。12/4（日）開催のイベント「ウィンター
フェスティバル」で練習の成果を発表します。
時□□10/8～12/3 土曜 13：30～15：00
数□□後期6回　場□□砂町文化センター
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.280305）

砂町

講座風景

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・想像するなどの演劇の
手法を通して、楽しく指導します。
※ 3/4（土）に小さな発表会を開

催します。
時 �□□10/8～3/4 土曜 

14：00～15：10
数□□後期10回　場□□亀戸文化センター
対□□小学生9名（15名）
※10/8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、高松潤 ほか （No.280403）

亀戸

講師：松熊つる松

こどものための三味線教室

三味線の音とリズムを、こどものうちに体験させてみません
か。講師の長唄に合わせて童謡などを三味線で弾きます。
楽器に親しむとともに、独特な音のゆらぎを楽しみましょう。
時 �□□10/16～3/12 日曜 14：00～14：50、15：00～15：50 

※年齢・経験によるクラス編成
数□□後期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・9,850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 杵屋悦子 ほか

（No.280407）

亀戸

発表会の様子

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。
※ 組体操やアクロバットは行いません。
時 �□□10/20～3/5 木曜 16：30～18：00 

※3/5のみ日曜・成果発表会出演
数□□後期15回　場□□森下文化センター
対□□小学生男女 10名（40名）　￥□□12,000円・1,400円
師□□（株）WING DANCE PROMOTION  髙久美佳子 ほか

（No.280334）

森下

しっかりストレッチして踊ろう!

こども・親子 ※年齢・学年の対象日は、2022年4月1日時点です。

芸術鑑賞講座「文楽」
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
出演者等による講義（リ
モート映像による講義の
場合あり）と文楽鑑賞を
行います。
時□□12/11、2/12 日曜 時間未定
数□□後期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□□若干名（35名）　￥□□2,200円・12,250円
師□□国立劇場文楽出演者等

（No.280438）

文七（国立劇場蔵）

東陽町

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。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
の練習も行います。
※ マスク着用
時 �□□10/26～3/8 水曜 18：30～20：00
数□□後期17回　場□□豊洲文化センター
対□□5名（40名）　￥□□18,500円・300円
師□□ヴォイストレーナー 伊藤美子

（No.280420）

豊洲

講師：伊藤美子
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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

一般講座のお申込み方法 9/10（土）～24（土）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（15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 9/10（土）～23（金・祝））
　□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
9/28（水）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：10/1（土）〜8（土）　開講：10/18（火）〜

■ガイダンス日程表　⑴〜⑹□がガイダンスNo.　※【　　　】内は講座番号

日程 開始時間 会場

9/22（木） ⑴10：00【280298】 ⑵19：00【280310】 江東区文化センター
（東陽町）

9/23（金・祝） ⑶10：00【280313】 ⑷14：00【280314】 豊洲文化センター

9/24（土） ⑸10：00【280301】 ⑹14：00【280302】 総合区民センター
（西大島）

9/24（土）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：10/1（土）〜8（土）

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（江東区民を優先します）。
●□□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□※9/24（土）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
⑤14：00～15：30 ⑥18：30～20：00 ⑦19：00～20：30 ⑧20：05～21：35

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

東大島・午前②
砂町・夜間⑦

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⑦

中級英会話 古石場・午前②
砂町・夜間⑦

森下・午前②
豊洲・午前②
古石場・夜間⑥

東大島：夜間⑦

プレディスカッション
豊洲・午前①
豊洲・夜間⑥
西大島・夜間⑦

西大島・午前②
砂町・午前②
東大島・夜間⑦
古石場・夜間⑧

古石場・午前②
森下・夜間⑦ 砂町・午後⑤

ディスカッション 古石場・夜間⑦ 森下・午前②
オンライン・夜間⑦ 亀戸・夜間⑦ 豊洲・夜間⑦

「東陽町」＝江東区文化センター
「西大島」＝総合区民センター

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。

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、会話の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

※□□受講料・教材費は半期（後期）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。

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（⑴〜⑹）

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

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。

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（後期）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。

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。
◦□本講座は1年コースのため補充募集・途中入講となります。

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す。主に文法に焦点を当
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

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

イメージ

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□各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

イメージ
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