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江東区のお祭り
～深川八幡祭り編～

数々のお祭りが行わ
れる江東区。お祭り
の成り立ちなどの総
論と今年本祭りが行
われる深川八幡祭り
の魅力についてたっ
ぷりお話しします。
時 �□□5/23～8/1 火曜 

18：30～20：00
数□□7回　場□□豊洲文化センター
対□□30名　￥□□3,000円・300円
師□□富岡八幡宮 宮司 丸山聡一 ほか

（No.290081）

日本・ペルー国際交流150年
～もっと知ろう!ペルー～

2023年は日本とペルーが国際
交流を開始してからちょうど
150年の筋目を迎えます。ペルー
とはどのような国なのでしょう
か。この講座を通してペルーの
魅力や理解を深めていきます。
時□□5/11～7/6 木曜 14：00～15：30
数□□4回　場□□豊洲文化センター
対□□25名　￥□□4,000円・200円
師 �□□在日ペルー大使館文化部 

高山サンドラ、在日ペルー
大使館商務部 松井美帆

（No.290080）

はじめてのフランス語
全くフランス語の文字が読めな
い、会話が全く分からないという初
心者を対象に日本人講師が日本語
でわかりやすく指導し、楽しみなが
ら学べます。日常の場面での会話
はもちろんのこと、基礎文法もしっ
かり学びます。
時□□5/9～9/26 火曜 19：00～20：30
数□□前期15回　場□□砂町文化センター
対□□20名　￥□□22,000円・4,000円
師 �□□アテネ・フランセ派遣講師 

山本紀志子

（No.290095）

ゆかたでおでかけ!
江東区

この夏はゆかたを着こなして
自由に出かけよう!ゆかたは手
軽な着物ですが、いざ着ようと
するといろいろ問題が…。「着
崩れしたらどうやって直す？」

「ゆかたの下には何を着ればい
いの？」「大人っぽい帯の結び
方は？」など様々な疑問を解決するには、きちんと指導してくれ
る講師のもとで、実際に来てみて、お出かけしてみるのが一番で
す。男性もこの機にチャレンジしてみましょう!
時□□5/21、6/4・11、7/2・16 日曜 14：00～16：00
数□□5回　場□□亀戸文化センター　対□□20名　￥□□7,000円・200円
師□□江東きもの講師会 （No.290111）

はじめての
米粉お菓子教室

はじめての方でも参加できる
米粉を使った洋菓子を作りま
す。米粉の特徴を教わりなが
ら、できたてのおいしさを味
わってみませんか？グループ
でお菓子を作り、試食します。
時 �□□6/20～8/8 火曜 

13：00～15：00 
※7/18のみ15：30終了

数□□3回　場□□総合区民センター
対□□18名　￥□□6,500円・4,500円
師 �□□米粉専門店 Kome Co. 

宇都宮理恵 （No.290043）

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。

「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。後期（10月）から基礎練習と並行し
て長唄の曲で三味線の独特なメロディーを奏でます。※初心者
対象の1年講座です。
時□□4/23～9/24 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10,400円、女性9,900円 
（バチセット代、レンタル含む） ※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.290061）

ポップに踊ろう!盆ダンス
振付を覚え、盆踊
りを楽しみません
か。楽しく踊って
心も体もリフレッ
シュ。男性女性関
係なく参加できま
す。あなたも盆ダ
ンスデビューを!
時 �□□5/25～7/27 

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.290093）

久染さんと歩く「そめ散歩」
～街が語る人物像 澁澤栄一の足跡を歩く～〈土曜午後〉〈火曜午前〉

【土曜コース】（No.290114）
時 �□□5/20～9/16 土曜 

13：30～16：00 
※7/14のみ金曜

【火曜コース】（No.290115）
時 �□□5/23～9/26 火曜 

10：00～12：30
数□□各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

新・亀戸物語
～神社・仏閣を楽しく巡る～

2012〜2016年度に区民協働
講座で制作した絵本「亀戸物
語Ⅰ〜Ⅴ」を教材として、亀戸
地域の歴史と特色を学びます。
神社に残された宝物や広重の
浮世絵など、エピソードが盛り
だくさんです。見学会と宮司さ
んのお話しも交えながら、楽し
く、わかりやすく亀戸地域の神社と仏閣を学びます。
時□□5/11、6/8、7/6、9/7 木曜 14：00～15：30　数□□4回
場□□亀戸文化センター　対□□30名　￥□□5,000円・500円
師□□江戸・東京郷土史研究者 久染健夫、絵本作家 庄司菊江 ほか

（No.290078）

江戸切絵図の世界2
～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る講座の第2弾。全
回外出講義です。
時□□5/18～9/21 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.290091）

新田開発にみる砂村
江東区の砂町地域は、江戸時代初期から段階的に新
田開発が進み、江戸の町を支える近郊農産地として
発展しました。「砂村」の地名も、砂村新左衛門一族に
よって開発された砂村新田が由来とされています。
砂村一族の新田開発、砂村の農業について考えます。
時 �□□6/29～9/14 木曜 14：00～15：40 

※史跡巡りは16：30まで
数□□4回　場□□砂町文化センター ほか
対□□25名
￥□□5,000円・200円
師 �□□江東区文化財主任 

専門員 出口宏幸 ほか

（No.290089）

知って楽しい日本の島旅
日本の原風景を思わせる自
然や町並みが多く残されて
いる「島」の姿を知って、驚き
や感動に出会える「日本再
発見の島旅」を目指しません
か。島旅の初歩からディープ
な魅力まで、島旅がより楽し
くなるコツを学びます。
時 �□□5/28～9/3 日曜 10：30～12：00
数□□4回　場□□東大島文化センター　対□□25名　￥□□6,000円・400円
師 �□□写真家（日本写真家協会会員） 

箭内博行

（No.290121）

バレエ『白鳥の湖』の魅力
－なぜ人は白鳥に惹かれるのか－

「バレエの街プロジェクト」教養
講座。クラシック・バレエの名
作として世界中で愛されている

『白鳥の湖』を日本バレエ史、音
楽、物語、振付など多方面からア
プローチするバレエファン待望
の講座です。江東区芸術提携団
体の東京シティ・バレエ団の実演や人気バレエ団の現役トップ
ダンサーのゲスト出演も予定しています。レクチャーコンサート

「バレエ音楽の世界へようこそ!」（8/27）公演チケット付。
時□□5/17、6/21、7/26 水曜 8/27、9/24 日曜 14：00～15：30
数□□5回　場□□森下文化センター　対□□50名　￥□□6,000円・3,400円
師□□跡見学園女子大学文学部准教授 川島京子 ほか （No.290067）

国立劇場さよなら公演
「歌舞伎鑑賞講座」

国立劇場は今年10月から建て替え
工事に入ります。現在の劇場として
は最後の歌舞伎公演となる、9月と
10月の公演鑑賞と見所解説などの
事前レクチャーをセットにした講座
です。（鑑賞演目公表は公演情報解
禁後となります）
時 �□□9/10、10/15 日曜 

[事前レクチャー]10：30～11：30 
[歌舞伎開演]12：00～（予定）

数□□2回　場□□国立劇場　対□□40名
￥□□2,200円・28,100円（予定、チケット代2回分含む）
師□□国立劇場歌舞伎公演関係者、歌舞伎研究者など 

（No.290108）

史料で読み解く
11代将軍家斉の大奥

50年間将軍の座にあり、隠居後
も大御所として隠然たる力を有
していた11代将軍徳川家斉の
大奥を取り上げます。
時 �□□6/8～7/20 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 

畑尚子

（No.290076）

文学講座 生誕100年
遠藤周作を読む ～その人と作品～
日本におけるキリスト教を文学で追及し
続けた遠藤周作。その生誕100年である
今年、純文学からユーモア小説まで様々
な作品を通し、改めてその魅力を探りま
す。遠藤周作に30年間弟子として連れ
添った講師が、代表作「沈黙」、最後の長編

「深い河」などを通して、その本質を読み
解きます。
時 �□□5/18、6/15、7/13 木曜 14：00～15：30
数□□3回　場□□東大島文化センター
対□□30名　￥□□3,000円・600円
師□□作家、元三田文学編集長 加藤宗哉

（No.290116）

ホリプロミュージカル
『スクールオブロック』の楽しみ方

ホリプロミュージカル
のプロデューサーを
お呼びして、制作過程
や見どころを解説し
ます。ここでしか聞け
ない関係者ならでは
のお話です。観劇日は
後日講座内でお知ら
せします（複数日から選択）。
時□□6/19、7/17 月曜 18：30～20：00
数□□2回　場□□江東区文化センター
対□□20名　￥□□3,000円・200円（チケット代別途）
師□□ホリプロプロデューサー 井川荃芬 ほか （No.290099）

不思議がいっぱい!
きのこのひみつ

古来より食用や
薬用として活用
されてきた「きの
こ」。実は未だに
多くの謎に包ま
れています。本講
座では野生のき
のこの種類や分布、生態、多様性についての研究成果や、今話題
の毎日の健康づくりに役立つ“菌活”を楽しく学びます。
時□□6/2・23、7/7・21・28 金曜 14：00～15：30
数□□5回　場□□古石場文化センター　対□□25名　￥□□5,500円・100円
師 �□□独立行政法人国立科学博物館植物研究部研究主幹 保坂健太郎、

ホクト株式会社 講師 （No.290077）

名匠と共にたどる戦後映画史
～日本映画監督列伝～

今年は江東区出身の映画監督、小津安二郎生誕120年です。小津
安二郎や黒澤明をはじめとする名匠たちの足跡と作品の魅力に
触れながら、1950〜1980年代の日本映画の歴史を解説します。
時□□5/20～8/19 土曜 14：00～15：30
数□□4回　場□□古石場文化センター
対□□25名　￥□□5,000円・200円
師□□文筆家 米谷紳之介

（No.290056）

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。わかりやす
い解説で初めての方も安心
です。宗派をテーマに芸術性
の高い仏像をじっくり味わい
ます。仏教の世界にふれてみ
ませんか。
時 �□□6/26、7/31、8/28、9/11、

10/30 月曜 14：00～15：40
数□□5回　場□□森下文化センター
対□□60名　￥□□5,500円・500円
師□□駒澤大学仏教学部教授 村松哲文

（No.290068）

豊洲

豊洲 砂町

亀戸 西大島 亀戸 東陽町

東大島

亀戸 西大島砂町

東大島

森下 東陽町

砂町 東大島

東陽町

古石場

古石場

森下

広重「名所江戸百景 砂むら元八まん」
国立国会図書館デジタルコレクション

深川八幡祭り（写真提供：「タウン誌深川」）

講師：久染建夫

亀戸物語1「香取神社」より

東京シティ・バレエ団「白鳥の湖」より Ⓒ 鹿摩隆司

ソライロタケ ベニテングタケ

東京大学赤門 講師著書
『遠藤周作 おどけと哀しみ』

「スクールオブロック」

江東区出身の小津安二郎監督

マチュピチュ（写真提供：Promperú）

パリ エッフェル塔

奈良 東大寺 盧舎那仏

講師：久染健夫

新型コロナウイルス感染症対策にかかるマスクの着用は個人の判断が基本となります。

地域理解
・
散策

地域理解
・
散策

地域理解
・
散策

地域理解
・
散策

地域理解
・
散策

6/29（木） 砂村の新田開発と農業
出口宏幸（江東区文化財主任専門員）

7/27（木） 砂村一族と内川新田
藤井明広（横須賀市自然・人文博物館学芸員）

8/31（木） 砂村の農業と江戸
久染健夫（江戸・東京郷土史研究者）

9/14（木） 砂町で新田の今を歩く【史跡巡り】
久染健夫（江戸・東京郷土史研究者）

5/28（日） 島旅入門。北の島から南の島まで

6/11（日） 祭り・伝統文化を楽しむ島旅へ

7/23（日） 名産品・グルメを楽しむ島旅へ

9/3（日） 大自然を楽しむ島旅へ

5/20（土） 1950年代 邦画の黄金期
小津安二郎と成瀬巳喜男

6/17（土） 1960年代 高度成長期の中で
黒澤明と小林正樹

7/15（土） 1970年代 斜陽のどん底
深作欣二と野村芳太郎

8/19（土） 1980年代～ 新世代の躍動
森田芳光と北野武

5/20（土）
5/23（火）

◎王子周辺
洋紙発祥の地碑・渋沢史料館 ほか

6/17（土）
6/27（火）

◎日本橋・兜町周辺
東京証券取引所・日証館（渋沢邸跡見学） ほか

7/14（金）
7/25（火）

◎丸の内・日比谷周辺
東京商工会議所渋沢ミュージアム・帝国ホテ
ルIMPERIAL TIMES展示 ほか

9/16（土）
9/26（火）

◎深川周辺
渋沢栄一邸跡・福住稲荷 ほか

5/18（木） テキスト切絵図「芝口南西久保愛宕下之絵図」
新橋～芝公園周辺

6/15（木） テキスト切絵図「目黒白金絵図」 目黒周辺

7/20（木） テキスト切絵図「東都小石川絵図」 大塚～春日周辺

9/21（木） テキスト切絵図「八町堀霊岸嶋日本橋南之絵図」
日本橋～京橋周辺

鑑賞
・
教養

鑑賞
・
教養

鑑賞
・
教養

鑑賞
・
教養

鑑賞
・
教養

鑑賞
・
教養

鑑賞
・
教養

国際理解
・
語学

国際理解
・
語学

5/11（木） ペルーの基礎情報について
（歴史・地理含む）

6/1（木） ペルーの食文化、音楽について

6/22（木） ペルーの観光について

7/6（木） ペルーの日本への貢献について

6/8(木） 家斉政権と家斉の子女

6/22（木） 家斉御台寔子と実家島津家

7/6（木） 島津家からの内願

7/20（木） 側室お美代と日蓮宗

6/20（火） 米粉スノーボールクッキー
ラッピング講習付き

7/18（火） 米粉ロールケーキ
コーヒーまたは紅茶付き

8/8（火） 米粉チョコカップケーキ
ラッピング講習付き

文学
・
歴史

文学
・
歴史

趣味
・
実用

趣味
・
実用

講師：宇都宮理恵

講座風景

音楽
・
演劇

ダンス
・
健康

小笠原諸島・父島にて
（豊富な写真を見ながら学びます）

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〈2023年度 前期〉

3/10（金）受付開始!
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NEW 新規講座 
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。この魅力あふれる江東
区を日本全国から訪れる方々に案内する観
光ガイドになってみませんか。
時 �□□5/13～11/4 土曜 10：00～12：00 

※外出講義は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 ほか

 （No.290029）

大河ドラマの舞台を歩く!
出陣のススメ～いざ、鎌倉!

昨年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」ゆかりの地
を当時の思いに馳せて巡ります。訪れる地は、
開講までわからないミステリーツアーです。イ
ヤホンガイド貸出あり。
時 �□□6/11・25、7/9・23 日曜 ※6/11は講義です。 
［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（交通費別途）
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.290055）

江東区英語ボランティアガイド養成講座
～江東を英語で案内しよう～

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。前半は清澄庭園
について、後半は中川船番所資料館
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
ンティア協会）への加入が可能です。
※英検2級またはTOEIC®550点以上の方が対象です。
時□□5/13～9/23 土曜 10：00～12：00　数□□10回
場□□江東区文化センター　対□□26名　￥□□13,000円・500円
師□□全国通訳案内士（英語） 根岸正 

（No.290010）

外国ルーツの方に
「生活の日本語」を教えてみよう!

江東区は都内でも外国ルー
ツの方が増えています。より
よい共生社会のために★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」を使っ
て、実践的な日本語の教え方を学んでみませんか。  
※タブレットまたはノートパソコンをご持参ください。
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□□30名　￥□□18,000円・300円
師□□武蔵野大学教授 村澤慶昭 

（No.290028）

日本の武具を学ぶⅡ
～武者絵・絵巻物から読み解く武具～

有名な武者絵（肖像画）や絵巻物に描かれた武
具や装束に注目し、その情報と解釈のヒント
を学びます。墨田区の刀剣博物館の見学も予
定しています。
時 �□□5/17、6/21 水曜 18：30～20：00 

※7/22のみ土曜10：30～12：00
数□□3回　場□□東大島文化センター　対□□25名
￥□□4,500円・300円（別途入館料等がかかります）
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

（No.290117）

俳句のダンディズムの変遷
～「男の俳句」の矜持と韜

と う

晦
か い

～
明治から現代までの男性の俳句の傾向を分類し
ながら流行と不変を語ります。登場する俳人は
正岡子規・高濱虚子・水原秋櫻子・高野素十・山口
誓子・中村草田男・加藤楸邨・日野草城・西東三鬼・
高柳重信・金子兜太・波多野爽波・飯田龍太・田中
裕明・岸本尚毅・長谷川櫂・攝津幸彦・鴇田智哉　
等々、これらの俳人のダンディズムを俎上に乗せ
て今日までの「男の俳句」を分析しつつ。
時□□6/6・20、7/4・18 火曜 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.290082）

学ぼうコリア ～アラカルトコリア～
開講して8年目を迎える亀戸
で人気の講座です。隣国の
韓国。知っているようで知ら
ない国。韓国の基本情報から
ディープなところまで、いろ
いろ探りたいと思います。ま
た5月（2回目）にはゲスト講
師をお迎えし、韓国料理の流
行についてお話していただきます。さあ皆さん、学びの第一歩を亀戸
で踏み出しましょう!
時□□4/12～9/13 水曜 14：30～16：00　数□□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.290085）

はじめての中国語会話
身近な外国語ながら難しく思える中国語。
初めて学ぶ方を対象に、発音の基礎からス
タートして、基本的な疑問文を使った一問
一答を繰り返し練習します。シンプルで適
確なコミュニケーション会話を練習し、話
してみることから始めましょう
時□□5/10～10/4 水曜 19：00～21：00
数□□前期17回　場□□江東区文化センター
対□□15名　￥□□23,000円・2,600円
師 �□□ディラ国際語学アカデミー（DILA） 

所属講師 李伝英

（No.290112）

演劇の原点・ギリシャ悲劇を読む
古代ギリシャでは国家的行
事・神事として演劇があり、
春に行われる祝祭では全市
民が野外の大円形劇場で観
劇しました。中でも人々の感
情をゆさぶる「悲劇」は重要
視され、数々の名作が今も残
っています。西洋文明の最古
のドラマ「ギリシャ悲劇」を、演劇に適したホールを持つ亀戸文化セン
ターで学びましょう。
時□□5/26～9/22 金曜 19：00～20：30　数□□8回　場□□亀戸文化センター
対□□20名　￥□□9,000円・300円
師□□東京大学ギリシア悲劇研究会 大沼信之 （No.290110）

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
テキストは「Salt to the 
Sea（邦題：凍てつく海の
むこうに）」です。※英会
話講座ではありません。
時 �□□5/20～9/30 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・ 2,600円
師□□中央大学講師・児童文学研究家 斉藤美加
 （No.290051）

美文字 ペン字講座
文字を書くことが少なくなってい
る昨今。いざという時に恥ずかし
くないよう、くせ字を直し美文字
を身に付けませんか。基本はボー
ルペンを使用しますが、筆ペンを
使用する回もあります。
時 �□□5/16～10/3 火曜 

19：00～20：30
数□□8回　場□□東大島文化センター
対□□20名　￥□□12,800円・800円
師 �□□日本ペン習字研究会 

日本書道学院 師範 大野秋陽
（No.290104）

世界の麺ツアー（パスタ編3）
様々な種類のパスタ、食材を使って、ワンランク上のパスタ料理を
作っていきます。パスタ2品、サラダ、ガーリックトースト、デザートを
作ります。
時□□5/18～9/21 木曜 11：00～13：00　数□□4回　場□□総合区民センター
対□□24名　￥□□5,000円・6,000円　師□□料理調理アドバイザー 金井克行

（No.290063）

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」が内容の説明や台詞を語っ
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。講師は弁士界
の第一人者・澤登翠さんです。
時 �□□5/16～11/19 火曜 19：00～21：00 
（11/19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.290073）

歌とベルで心も身体もリフレッシュ!
懐かしの歌を歌声喫茶
風に歌います。歌うこ
とで肺活量UP、誤嚥性
肺炎などを予防します。
またハンドベルで簡単
な演奏を行い脳活もし
ます!音符が読めなくて
も、音を色分けした楽譜
を使用するため、誰でも
できます!皆さんで音楽を楽しみ身体の中から元気になりましょう。
時□□5/22～10/23 月曜 9：45～11：00　数□□6回　場□□砂町文化センター
対□□65歳以上15名　￥□□6,000円・500円
師□□音楽サロン メロディー （No.290070）

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□□5/8～9/11  月曜 15：30～16：30
数□□前期10回　場□□古石場文化センター
対□□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.290069）

旬と健康の食材と家庭料理
食材の旬を学び、毎日を健康に暮らすための工夫を家庭料理に取り入
れます。
時□□5/26～9/22 金曜 18：00～20：00
数□□4回　場□□総合区民センター
対□□24名　￥□□6,400円・5,600円
師 �□□元女子栄養大学 

生涯学習講師 小山朝子
（No.290094）

お城の履歴書 －国宝の五城－
かつて日本の各地にその威容
を誇った城。時代は移り、軍事
施設への転換、売却・廃棄、戦
災での焼失と、たどった運命
は色々でした。そんな中、様々
な事情から現代にその姿をと
どめ、国宝に指定された五つ
の城を取り上げます。歴史、特
徴、エピソードなどを学びな
がら、それぞれの城の魅力に迫ります。
時□□5/30、6/13・27、7/11・25 火曜 14：00～15：30
数□□5回　場□□亀戸文化センター　対□□25名　￥□□5,000円・200円
師□□歴史学者 小和田泰経 （No.290097）

はじめての彫刻刀
彫刻刀で仕上げる
木彫り作品は、柔
らかな印象と味の
深さが特徴です。
木材の町、江東区
で木のぬくもりを
肌で感じてみませ
んか？東京都伝統工芸士を受賞した講師が初心者を対象に講座を行
います。※彫刻刀は各自用意ください。
時□□5/17～7/5 水曜 14：00～16：00　数□□7回　場□□江東区文化センター
対□□20名　￥□□9,000円・800円
師□□江東区無形文化財 渡邉美憲

（No.290098）

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で
す。外出講義を4回予定しています。
時□□5/18～7/19 水曜 14：00～15：30
数□□5回　場□□豊洲文化センター ほか
対□□30名　￥□□2,000円・200円
師 �□□マギーズ東京共同代表理事・ 

センター長 秋山正子 ほか

（No.290079）

豊洲市場で学ぶお魚料理
〈A日程〉〈B日程〉

東京都豊洲市場直送の材料（マダイ、
アジ、殻付きホタテ）を用いて、講師の
指導のもと、魚の仕込みから調理、出
来上がった料理を試食、後片付けま
でをすべて受講生自身で行っていた
だく講座です。また、市場について都
職員から初回にレクチャーをもあります。※A、Bは同じ内容です。
時 �□□【A日程】（No.290083） 5/18・6/15・7/6 木曜 
【B日程】（No.290084） 5/20・6/17・7/8 土曜 いずれも10：00～13：00
数□□3回　場□□東京都豊洲市場調理室　対□□各18名　￥□□4,200円・9,300円
師□□東京都豊洲市場職員、豊洲市場商店会

おなべやフライパンで作る
鉄道ジオラマ

家庭で不要になったフライパン、
鍋などを使って、鉄道ジオラマを
作ります。はじめての方でも大丈
夫!楽しく参加してみませんか？
※オプションで講座日とは別日に
買い物ツアーを予定。※フライパ
ン、お鍋の直径は26〜30cmほど。
時 �□□5/13～8/19 土曜 

13：30～16：30
数□□8回　場□□森下文化センター　対□□8名（中学生以下は大人と同伴）
￥□□3,000円・8,000円　師□□鉄道ジオラマ「鐵塾」 満留正士 

（No.290074）

古石場砂町

東陽町 東陽町

東大島 砂町 亀戸

東陽町

亀戸 豊洲

東大島

西大島

古石場

砂町 古石場

西大島

亀戸 東陽町

豊洲 豊洲

森下

地域理解・散策

5/12（金） 青葉の候 水の国日本～“初夏の味わいを堪能”
（滋賀）鮎料理 2品、（高知または千葉）初鰹料理、（宮崎）マンゴープリン

6/9（金） 盛夏に向かい～“清涼料理で健やかに過ごす”
（群馬）水沢うどん 夏野菜をあわせて、（京都）鱧料理、緑茶と煮豆のババロア

7/7（金） 野外でもお家でも～“夏を満喫 ご当地グルメでキャンプ飯”
（山梨）青春トマト焼そば、（岐阜）奥美濃カレー、ノンアルコールフルーツサングリア

9/1（金）
和を愉しむ 季節の吹寄せ～“初秋の小さな会席膳"

（日本諸所）向付：季節鮮魚の酢〆、椀盛：季節の焚合せ、焼物：合鴨のロースト、進肴：サラ
ダ・和物、飯：とうもろこしごはん、汁：赤だし・湯葉豆腐、季節の焼き菓子

5/18（木）（講義）豊洲の生い立ち

5/27（土）（外出）マギーズキャンサーケアリングセンター見学

6/8（木）（外出）豊洲市場見学

7/5（水）（外出）地下式で世界初50万ボルト変電所見学

7/19（水）（外出）夢の島競技場・スケードボードパーク見学

鑑賞・教養

文学・歴史

文学・歴史

手芸・工芸

協力講座

趣味・実用

趣味・実用

歴史・時代小説の魅力
～生誕100年の作家たち～

今年、生誕100年を迎える4人の歴史・時代小
説家たち。改めて、その人物像と代表作の魅
力を探ります。
時□□5/10～9/13 水曜 14：00～15：30
数□□4回　場□□総合区民センター
対□□20名　￥□□5,800円・200円
師□□文芸評論家 細谷正充

（No.290092）

西大島

親子で楽しむドローン体験
〈①6/4〉〈②7/9〉

1日でドローンの知識を学び、飛行
練習をします。①・②は同じ内容で
す。都合の良い日程でお申込みくだ
さい。
時 �□□【①6/4】（No.290071） 
【②7/9】（No.290072） 
いずれも 日曜 10：30～15：00

数□□1回　場□□古石場文化センター
対□□小学4年～中学生と保護者 各7組14名
￥□□8,400円・2,600円
師□□ドローンパイロット 森山正明・埋田奈穂子

古石場

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。基礎A・Bクラスは同一内
容です。※女性限定の講座です。
時□□5/14～10/1 日曜

【入門】（No.290015）10：00～10：40
【基礎A】（No.290016）10：45～11：25
【基礎B】（No.290017）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 西澤美華子

森下

ダンス・健康

講師：西澤美華子

こども・親子 ※年齢・学年の対象日は、2023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□□5/21、6/18、7/16 日曜 10：30～11：50
数□□3回　場□□砂町文化センター
対□□5/21時点で4歳～小学2年生と保護者 10組20名 ￥□□8,000円・600円
師□□東京学芸大学教授 石井壽郎
 （No.290090）

砂町

講座風景

国際理解・語学 英会話は特集4面をご覧ください。

国際理解・語学 英会話は特集4面をご覧ください。

音楽・演劇

講座風景
講師：山城ガールむつみ

実習の様子

講座風景

講師見本

キャベツとアンチョビのペペロンチーノ

講師：澤登翠

講座風景（イメージ）

イメージ

大豆入りドライカレー

姫路城 講師撮影

渡邉美憲作

教材

講師：武田耕太郎

講師：今井聖

陜川の玉田古墳群

歴史・時代小説の快楽
読まなきゃ死ねない全100作ガイド
／講師著書（河出書房新社）

講師：李伝英

鯛など新鮮な材料を使います
新豊洲
変電所

手芸・工芸

5/17（水） 武具や装束から
時代背景を読み解く

6/21（水） 武具の発展の
歴史を読み解く

7/22（土） 刀剣博物館 見学

5/10（水） 池波正太郎「仕掛人・藤枝梅安」

6/14（水） 池宮彰一郎「四十七人の刺客」

7/12（水） 司馬遼太郎「竜馬がゆく」

9/13（水） 隆慶一郎「影武者徳川家康」

5/26（金） ぎせい豆腐、五月汁、ふきご飯

6/23（金） 大豆入りドライカレー、アスパラサラダ

7/21（金） 大豆ミートボールの黒酢あんかけ、
トマトとレタスのスープ、茄子の涼拌

9/22（金） ピビンパ（大豆ミートを使って）、
カツオのユッケ風、ワカメスープ

～日本を食で旅する～

ご当地料理探訪パート3
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□□5/12～9/1 金曜 11：30～13：30
数□□4回　場□□総合区民センター　対□□24名
￥□□6,400円・6,100円
師 �□□江戸東京野菜コンシェルジュ 高野美子 （No.290027）

西大島

調理例

5/18（木） スープパスタマーレ、キャベツとアンチョビの
ペペロンチーノ、マンゴープリン ほか

6/15（木）
ヤリイカと新じゃがのペーストジェノベーゼ、
ほうれん草とチキンのクリームパスタ、パンナ
コッタ ほか

7/20（木） リコッタチーズのラビオリオレンジソース、アラ
ビアータスパゲッティ、ヨーグルトムース ほか

9/21（木） 木の子と鶏肉のクリームパスタ、ブロッコリーと
ズッキーニのペペロンチーノ、ワインゼリー ほか

協力講座

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□□5/23～7/25 火曜 19：15～20：00　数□□前期10回　場□□森下文化センター
対□□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.290019）

森下

芸術鑑賞講座「文楽」
国立劇場にて講義を受け、そ
の後小劇場で文楽を鑑賞し
ます。
時 �□□5/21 日曜 
［講義］ 9：25～10：15
［観劇］10：45～13：30（予定）  
9/17 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）
対□□35名
￥□□2,200円・14,500円（チケット代2回分含む）
師□□国立劇場文楽出演者 ほか （No.290105）

東陽町

娘（国立劇場蔵）
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継続講座（欠員の補充募集となります）

3/10（金）～24（金）
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. 290000）…  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Ⅲ
スペイン語の簡単な文章を、ほとん
ど辞書を使わずに読解できる方、お
よび、短い日常会話が可能で、文法的
に動詞の接続法過去形まで学習した
経験者が対象です。テキストはスペ
イン製で、実践練習に適した内容で
す。講師は日本人とネイティブスピー
カーが分担します。※Zoomでの同
時配信とアーカイブ配信（各講座後1週間）あり
時□□5/9～10/3 火曜 19：00～20：30
数□□前期17回　場□□森下文化センター
対□□10名（20名）　￥□□15,000円・4,700円
師□□ディラ国際語学アカデミー（DILA）所属講師 （No.290013）

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 �□□5/10～9/27 水曜 

18：30～20：00
数□□前期8回　場□□江東区文化センター
対□□若干名（20名）　￥□□11,500円・500円
師□□「短歌人」編集人・日本歌人クラブ会長 藤原龍一郎

（No.290009）

ゆっくりと万葉集をたしなむ朝
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 �□□5/9～9/19 火曜 9：30～11：00
数□□7回　場□□古石場文化センター
対□□若干名（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.290026）

東陽町

昨年度作品集

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
すが今回はAクラス
のみを募集します。
時□□4/26～9/27 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・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.290011）

砂町

講座風景

こども・親子 ※年齢・学年の対象日は、2023年4月1日時点です。

こども・親子 ※年齢・学年の対象日は、2023年4月1日時点です。

趣味・実用

書道・絵画

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Ⅲ
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
時配信とアーカイブ配信（各講座後1週間）あり
時□□5/10～10/4 水曜 19：00～20：30
数□□前期17回　場□□森下文化センター
対□□5名（20名）　￥□□15,000円・2,700円
師□□ディラ国際語学アカデミー（DILA）所属講師 張小兵

（No.290012）

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 �□□5/18～9/21 木曜 

18：30～20：00
数□□前期12回
場□□江東区文化センター
対□□若干名（30名）
￥□□15,000円・400円
師□□橘流寄席文字 橘右之吉、橘吉也 （No.290118）

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
話しとストレッチも行います。
時□□5/8～9/25 月曜 13：30～15：00
数□□前期10回　場□□森下文化センター　対□□若干名（16名）
￥ �□□15,000円・200円 

※楽器は持参または購入。初回レンタル有
師□□ウクレレ奏者・ヨガインストラクター りか （No.290021）

森下

東陽町

森下

講師：橘右之吉

講師：りか

古石場

5/9（火） 巻1の54～61 
紀伊国・三河国行幸の歌

5/23（火） 巻1の62～63 入唐の時の歌

6/6（火） 巻1の64～70
難波宮・吉野宮行幸の歌

6/20（火） 巻1の71～75
難波宮・吉野宮行幸の歌

7/4（火） 巻1の76～77
元明天皇・御名部皇女の唱和の歌

9/5（火） 巻1の78～80 奈良遷都の歌

9/19（火） 巻1の81～84 長田王・長皇子の歌

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 �□□5/11～10/5 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.290113）

東陽町

講師作品

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□□4/26～9/27 水曜 18：30～20：00
数□□前期10回　場□□豊洲文化センター
対□□若干名（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.290048）

豊洲

講師制作による
国立劇場新春歌舞伎公演口上看板

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
などを習得してい
きます。後半には、
成果展への作品制
作にも取り組みます。
時 �□□4/13～9/7 木曜 19：00～20：30
数□□前期17回　場□□総合区民センター
対□□6名（25名）　￥□□15,200円・4,300円
師□□毎日書道展審査会員 帯向芳園 

（No.290042）

西大島

前回の成果展より

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。
時□□5/19～9/1 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.290008）

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。
時□□5/10～10/18 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.290047）

豊洲

講師：伊藤美子
前回の成果発表会

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□□5/18～9/28 木曜 18：30～20：00
数□□前期10回　場□□豊洲文化センター
対□□10名（20名）　￥□□16,000円・なし
師□□アイニーベリーダンス所属 エリー （No.290049）

豊洲 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□□5/13～10/7 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.290053）

豊洲

講座風景

楽しく踊ろう!日本舞踊
華やかで優雅な日本舞踊
をグループレッスンで気
軽に始めませんか？講師
の丁寧な指導とお話しぶ
りが魅力のお教室です。
浴衣でのお稽古となりま
す。着付けが不安な方も
大丈夫!講師が教えます。
時 �□□5/23～9/5 火曜 

14：00～15：00
数□□前期8回　場□□亀戸文化センター
対□□7名（20名）　￥□□7,600円・500円
師□□坂東流師範 坂東朋奈 （No.290109）

亀戸

坂東朋奈 常盤津 『どんつく』白酒売り

バレエエクササイズ
〈初級〉〈アンサンブル〉

バレエの基本姿勢やスト
レッチなどを行います。ア
ンサンブルクラスはバレエ
用語がわかる方対象です。
※女性限定の講座です。
時 �□□4/25～9/26 火曜 
【初級】（No.290023）13：00～14：30 
【アンサンブル】（No.290024）14：40～16：10
数□□前期15回　場□□江東区文化センター
対□□若干名（20名）　￥□□14,000円・なし
師□□石井清子バレエ研究所教師 中島結子

東陽町

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□□4/27～9/21 木曜 18：30～20：00　数□□前期10回
場□□豊洲文化センター　対□□10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.290050）

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®

カラダの気の流れを整えツボのつ
まりを改善し元気なカラダを手に
入れます。女性の体や健康のケア

（フェムケア）・骨盤底筋の鍛え方な
ど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□□4/25～9/26 火曜 10：00～11：30
数□□前期10回　場□□総合区民センター
対□□若干名（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.290062）

西大島

講師：Mana

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
踊りましょう。楽しみなが
らチアスピリットを身に
つけます。組体操やアクロ
バットは行いません。
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15名（40名）　￥□□12,000円・2,700円
師□□（株）WING DANCE PROMOTION 髙久美佳子 ほか

（No.290003）

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。※初回のみ
13：40〜親子説明会を実施。
時 �□□4/22～9/16 土曜 ①14：00～15：10（②15：20～16：30）
数□□前期10回　場□□亀戸文化センター
対□□小学生11名（15名）　￥□□14,200円・250円
師□□劇団青年座俳優 松熊つる松、高松潤 ほか

（No.290087）

森下

亀戸

ミニ発表会の様子

講師：松熊つる松 講師：高松潤

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。※クラ
スは選べません。
時 �□□5/13～9/30 土曜 
【A】13：00～14：00 
【B】14：00～15：00 
【C】15：00～16：00 【ポワント】16：10～17：30
数□□前期15回　場□□東大島文化センター
対□□ ￥ �□□【A～C】（No.290100）4歳～小学4年生15名（60

名）11,100円・900円 【ポワント】（No.290101）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・900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。8/6（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□□6/3～8/5 土曜 13：30～15：00
数□□前期6回　場□□砂町文化センター
対□□小学生10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.290088）

砂町

昨年度発表会出演者

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 �□□4/23～9/24 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 �□□小学校3年生～高校生8名（16名）
￥ �□□13,800円・9,850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.290060）

亀戸

講座風景

国際理解・語学 英会話は特集4面をご覧ください。

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□□5/12～9/29 金曜 19：00～21：00
数□□前期17回　場□□豊洲文化センター
対□□若干名（20名）　￥□□17,000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.290052）

豊洲

使用テキスト

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 �□□4/27～9/28 木曜 

18：30～20：30 
※ 7/23のみ日曜日中・ 

野外スケッチ
数□□前期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.290075）

砂町

講師作品「チューリップ」

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。
時□□5/14～10/22 日曜 14：00～16：00
数□□前期9回　場□□森下文化センター
対□□若干名（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.290018）

森下

アナログ風イラスト

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。
時 �□□4/13～9/28 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.290014）

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
区民合唱祭に参加します。※合
唱祭参加費は別途案内、講座内
で新たに楽譜を購入する場合
があります。  
※女性限定の講座です。
時 �□□5/13～10/29 土曜 

10：00～12：00 ※10/29のみ日曜
数□□前期15回　場□□東大島文化センター ほか
対□□若干名（32名）　￥□□13,700円・1,260円
師□□日本オペラ協会会員 福山恵 （No.290086）

東大島

レッスン風景

ヤング★ハワイアン
陽気なハワイアンのリズムにのせ
て、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□□4/26～9/27 水曜 18：30～20：00
数□□前期17回　場□□砂町文化センター
対□□20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.290022）

砂町

講師：髙橋紫

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～
バレエレッスンや独自のスト
レッチを通して筋力UPの方
法を学び、健康できれいな姿
勢や体型を目指します。激し
い動きがあるので、体力に自
信のある方が対象です。※男性限定の講座です。
時□□5/14～9/24 日曜 10：30～12：00
数□□前期10回　場□□東大島文化センター
対□□7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.290103）

東大島

講座風景

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こ
とを目標に、足腰を鍛える
プログラムです。
時 �□□4/18～9/19 火曜 

19：00～20：30
数□□17回　場□□江東区文化センター
対□□若干名（40名）　￥□□15,300円
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.290102）

ジュニア・ダンスミックス
〈Aクラス（年中～小3）〉〈Bクラス（小4～18歳）〉
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。ステージ発表も予定
しています。レッスン見学可。
時 �□□4/18～9/26 火曜 
【Aクラス】 （No.290106） 

16：20～17：20
【Bクラス】（No.290107）17：30～18：30
数□□前期17回　場□□江東区文化センター
対□□各5名（15名）　￥□□18,100・850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

東陽町

東陽町

講座風景

発表会の様子

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□□5/10～9/20 水曜 14：00～15：10
数□□前期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.290005）

古石場

講座風景
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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

英会話英会話講座講座
ご案内ご案内

レベルアップコースレベルアップコース 単科コース単科コース

【申込方法】 A または B のいずれかの方法でお申込みください。
A 自分の英語力がわからない、授業内容を知りたい方▶ガイダンス（説明会）にお申込みください。
■ガイダンス日程表 ※①～⑯はガイダンスNo.、 【　　　】は講座番号

B 希望のクラスが決まっている方

「英会話講座希望クラス申込書」
を直接ご提出ください。
申込書は各センター・総合区民
センターの窓口または財団ホー
ムページから取得できます。

上記日程でガイダンスを実施します。
各クラスのレベルや授業の進め方などを説明します。所要時間は1時間程度です。

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段階のクラスを設定。「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。

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。
※東陽町＝江東区文化センター

自分に合ったクラスで
楽しくレッスンをはじめよう!
●  初級者にもやさしい英検4級程度対象クラス
●  上級者向けにTOEIC®550点以上対応クラス
●  発音などの目的に合わせた単科クラス
●  会話を楽しむスピーキングクラス

ESVA（Koto English Speaking Volunteers 
Association）は、江東区で英語力と経験を活
かし、地域住民の方々にその能力を還元して
いこうという発案から生まれたボランティア
グループです。
担当： 初歩から学ぶ英会話 

トラベル英会話

江東区英語会話力認定者協会（ESVA）所属日本人講師受講料

時間

回数

定員

（受講料・教材費は半期分）
23,00023,000 円 円

（人数は場合により変動）
1616 名 名

（半期16回）
3232 回 回

9090 分制 分制

仕事帰りに
通える時間の
クラスがあって
よかった

クラス内で
新しい友達が
できました

英会話を初歩から学びたい方向けのクラス。複数の日本人講師が担当
し、少人数グループで練習も行い、楽しく英会話の基礎を学びます。
師□江東区英語会話力認定者者協会（ESVA）所属日本人講師　対□20名
受講料・教材費 13,600円・3,800円

初歩から学ぶ英会話  英検5級～4級程度 フィクション作品とノンフィクション作品の両方を読むことで語彙や
文法を増やし、講師からの課題や各センテンスの読解で内容を確実に
理解できるようになります。 時□19：00～20：30 火曜　 教材費 1,900円
対□英検3級以上・TOEIC®400点以上

英語で読む「フィクション作品とノンフィクション作品」�東陽町

話題になっているトピックを題材にコミュニケーションを取るための
役立つ表現を身につけます。内容のイメージと英語をつなぎ合わせる
ことで英単語や文法を覚えていきます。
時□10：30～12：00 金曜　 教材費 3,100円
対□英検2級～準1級程度・TOEIC®500点以上

NEWSで学ぶ英会話� 東陽町

よりスムーズで自然な英語の話し方を、新しい表現を交えた反復練習
をしていきます。特に発音とイントネーションに重点を置き、できるだ
け自然な音で会話ができるようにします。
時□19：00～20：30 水曜　 教材費 3,000円
対□英検3級以上・TOEIC®400点以上

発音クラスwithスピーキングプラクティス� 東陽町

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。
師□江東区英語会話力認定者協会（ESVA）所属日本人講師　対□20名
時□【砂町】10：30～12：00 金曜 【古石場】19：00～20：30 金曜
受講料・教材費 17,000円・3,100円
対□英検4級～3級程度・TOEIC®350点～450点程度

トラベル英会話� 古石場・砂町

わかりやすい文法解説とより実践的なアクティビティを行います。文
法構造に沿ったスピーキングの練習を繰り返し行い、学習した内容を
定着させていきます。
時□10：30～12：00 土曜　 教材費 3,800円
対□英検4級～準2級程度・TOEIC®300点～500点程度

スピーキングのための英文法� 亀戸

リスニングとスピーキングのコミュニケーションスキルに重点を置
き、英語で円滑にやり取りをするための重要な文法構造を学びます。
楽しいタスクを扱うことで表現や重要な文法を定着させます。
時□19：00～20：30 火曜　 教材費 3,700円
対□英検4級～準2級程度・TOEIC®350点～550点程度

コミュニケーション英会話� 亀戸

“日本”を改めて学び、海外の方にもわかりやすく説明できるようにす
るためのコースです。食べ物、住居、学校、有名人など、日本を説明する
ための表現を学びます。
時□10：40～12：10 火曜　 教材費 2,700円
対□英検3級～準2級程度・TOEIC®400点～520点程度

日本を伝える英会話� 豊洲

基礎的な語彙力、リスニング力、文法を身につけ、より良い英語でのコ
ミュニケーションを実現するための基礎コースです。 教材費 5,000円

基礎英会話  英検4級～3級程度 TOEIC®330点～450点程度

対話を多く取り入れたコースとなります。身近なトピックで学習する
ため、テンポよく英語力を向上させることができます。 教材費 5,000円

中級英会話  英検3級～準2級程度 TOEIC®400点～520点程度

国内外の時事問題や興味深いトピックを取り上げ、毎回オリジナル教
材を用いて授業を行います。意見を明確かつ論理的に述べる機会を設
けます。 教材費 400円

ディスカッション  英検2級以上 TOEIC®550点以上

様々な場面でコミュニケーションを図るために、語彙や文法の知識を
活用し実践するコースです。ディスカッションクラスに向けての練習
にもなります。 教材費 5,000円

プレディスカッション  英検準2級～2級程度 TOEIC®450点～570点程度

教室まで足を運ぶことなく、都合の良い場所で学べます。
※ 内容は上記ディスカッションと同じです。ビデオ会議システム「Zoom」

を使用します。詳細につきましてはホームページをご覧ください。

オンラインディスカッション  英検2級以上 TOEIC®550点以上

一般講座のお申込み方法 3/10（金）～24（金）お申込み期間

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（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.290000）】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（金）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

◦�対象は中学生を除く15歳以上です。
◦�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。

【会場・レッスン時間】
※ 東陽町＝江東区文化センター 
西大島＝総合区民センター

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③

東大島・午前②
砂町・夜間⑥

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⑥

中級英会話 東陽町・午前②
豊洲・夜間⑦

古石場・午前②
砂町・夜間⑥

森下・午前②
豊洲・午前②
古石場・夜間⑤

東大島・夜間⑥

プレディスカッション
豊洲・午前①
豊洲・夜間⑤
西大島・夜間⑥

西大島・午前②
砂町・午前②
東大島・夜間⑥
古石場・夜間⑦

古石場・午前②
森下・夜間⑥ 砂町・午後④

ディスカッション 古石場・夜間⑥ 森下・午前②
オンライン・夜間⑥ 亀戸・夜間⑥ 豊洲・夜間⑥

①  9：00～10：30 ②10：30～12：00 ③13：30～15：00
④14：00～15：30 ⑤18：30～20：00 ⑥19：00～20：30
⑦20：05～21：35

レッスン
時間

日程 開始時間 会場

4/1（土） ①10：00【290039】
②14：00【290040】

総合区民センター
（西大島）

4/2（日） ③10：00【290001】
④14：00【290025】

江東区文センター
（東陽町）

4/3（月） ⑤10：00【290064】
⑥19：00【290065】 亀戸文化センター

4/4（火） ⑦10：00【290044】
⑧19：00【290045】 豊洲文化センター

日程 開始時間 会場

4/5（水） ⑨10：00【290036】
⑩19：00【290037】 森下文化センター

4/6（木） ⑪10：00【290057】
⑫19：00【290058】 砂町文化センター

4/7（金） ⑬10：00【290030】
⑭19：00【290034】 東大島文センター

4/8（土） ⑮10：00【290031】
⑯14：00【290032】 古石場文センター

【WEB】
江東区文化コミュニティ財団ホームページの「講座検
索」メニューから6桁の講座番号を入力すると目的の
ガイダンスを検索できます。
【電話・窓口】
区内いずれかの文化センターまたは総合区民センタ
ーへお問い合わせください。
【FAX・はがき】
記入例を参考に該当するセンターへお送りください。

ガイダンスのお申込みは希
望日の前日17時までです。
当日のお申込み不可。

講
座
検
索
は

こ
ち
ら
か
ら

〈記入例〉

1  ガイダンスNo.（①～⑯）
2  氏名・フリガナ
3  生まれ年（西暦）
4  性別（対象：15歳以上、 

中学生を除く）
5  郵便番号・住所
6  電話番号・FAX番号

ガイダンス申込み方法

ガイダンス
お申込期限

4/7（金）

クラス申込書
提出期限

4/8（土）

クラスの詳細は、各センター設置の「英会話講
座のご案内」チラシをご覧ください。お申込み
は専用の「英会話講座希望クラス申込書」の提
出が必要です。4/11（火）以降、申込書ご提出者
全員に受講クラス決定のお知らせおよび手続
きのご案内を郵送いたします。募集定員を超え
た場合は抽選を行います。
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