
地域理解・散策

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。

　江戸の名物食誕生までの歴史に迫り、江戸の食を
支えた物流がどのように発達してきたのかを探りま
す。そして、江戸の味を再現した「垂れ味噌」で蕎麦を
いただきます。

〈主な内容〉 ◦日本の舟運 ◦ 江戸の名物食の誕生 ほか
※中川船番所資料館、深川江戸資料館を見学
時□10/12～3/1 木曜 14：00～15：30 ※2/22のみ15：00～17：00
数□7回　場□総合区民センター、「手打そば 菊谷」（巣鴨） ほか　対□22名
￥□5,700円・200円（別途観覧料、蕎麦代（天ぷら付）実費2,600円程度）
師 	□芝浦工業大学非常勤講師 難波匡甫、食文化史研究家 飯野亮一 

㈱ 日出味噌醸造元 代表取締役社長 河村浩之 No.230473

NEW  江戸の名物食と物流 ～垂れ味噌で蕎麦をいただこう!～ 東大島

「関東水流図」
静嘉堂文庫所蔵

　地図には多くの情報が掲載されています。じっ
くり読み解いたり、年代毎に比較したり、楽しみ
方は無限大です。この講座では地図の基本知識
も学びながら、江東区の変化を読み取ります。

〈主な内容〉 ◦地図の楽しみ方
◦地名から探る歴史 ◦江東区地図今昔
◦地図を片手に亀戸散策 ※
時 	□10/25、11/8、12/9、1/24、2/28 水曜 19：00～20：30
　※外出時12/9のみ土曜13：30～15：00
数□5回　場□亀戸文化センター ほか　対□30名　￥□5,000円・300円
師□（一財）日本地図センター客員研究員・フリーライター 今尾恵介 ほか No.230470

NEW  地図から読み取る地域の歴史  亀戸

講師：今尾恵介

　観光地ではない普通の町でも、江戸時代の地図を
見ながら歩くとその土地の歴史や文化が見えてき
ます。江戸時代末期に作られた「江戸切絵図」を片手
に東京の町を散歩しませんか。

〈主な内容〉 講義「古地図散歩の基本 江戸から東京
への町づくり」「知っているとより楽しくなる古地
図散歩」。有楽町～溜池山王、虎ノ門～大手町、東新
宿～牛込柳町等予定。昨年度と同じルートです。
時□10/23～3/12 月曜 13：00～16：00
数□6回　場□森下文化センター　対□26名　￥□8,000円・500円
師□歩き旅応援舎代表 岡本永義 ほか No.230481

NEW  東京大江戸古地図散歩  森下

前回訪れた神社から

　全国200ヶ所の絵地図を制作し
た高橋美江さん。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」を歩き
ましょう。
時 	□10/18、11/1・15、12/13・20 水曜 10：00～12：00
数□5回　場□谷中、本郷、向島、御茶ノ水・神保町、浅草
対□若千名（25名）　￥□5,000円・2,500円
師□絵地図師・散歩屋 高橋美江 No.230421

前期講座の様子（銀座）

　 ～美江さんと一緒に歩く～ 東京下町散歩  砂町区民参加・ボランティア

国際理解・語学 （英会話は特集4面をご覧ください）

　問題演習を通じて、1）TOEIC®で目標スコア／自己ベストスコア
を出すこと、2）自身が“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：一般財団法人国際ビジネスコミュニケーショ
ン協会「公式TOEIC®Listening&Reading問題集2」※テキストを既
にお持ちの方は、申込時にその旨をお伝えください。※IPテストは実
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□10/14～12/16 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（テキストをお持ちの方は1,000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.230442

NEW  公式問題集で学ぶTOEIC®  東陽町

世界遺産・姫路城

　英語の基本ルールである英文法を総ざらい
します。テキストは大学受験向けでレベルが高
めの問題集を使用します。使用テキスト：「新・英
文法頻出問題演習PARTⅠ 文法篇」（駿台文庫） 
※テキストを既にお持ちの方は、申込時にその
旨をお伝えください。
時□10/14～12/16 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（テキストお持ちの方は1,000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.230441

NEW  英文法を学ぶ ～正確な英語を身につけるために～ 東陽町

　外国の方向けの実践的な日本語指導法を、教
材作りを通して指導内容を深めるノウハウを学
んでいます。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。
※ この講座は一年間34回で行っています。カリ

キュラムの途中からご参加いただくことにな
ります。予めご了承ください。使用テキスト：

「みんなの日本語」初級Ⅰ、Ⅱ（スリーエーネットワーク刊）
時□10/18～3/7水曜 18：30～20：00　数□17回　場□江東区文化センター
対□若干名（25名）　￥□18,500円・5,500円
師□武蔵野大学教授 村澤慶昭  No.230326

　 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

　中国語の発音などに力を入
れて楽しみながら勉強してい
ます。初心者向けの講座として
スタートしてから半年が過ぎ
ており、中国語の勉強をやり直
したい方などが対象です。
時□11/7～3/13 火曜
　19：00～21：00
数□17回　場□森下文化センター
対□若干名（20名）　￥□17,000円・2,600円（テキスト・コピー代）
師□ディラ国際語学アカデミー派遣講師  No.230332

　 はじめての中国語  森下

講座風景

　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。
時 	□10/18～3/7 水曜 14：00～15：30
数□6回
場□亀戸文化センター
対□若干名（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.230462

　 紐解くコリア2 ～めぐるとわかる～  亀戸

10/18（水） 釜山めぐり

11/15（水） ソウルの市場めぐり
ゲスト：写真家 島田聡

12/6（水） ソウルの百済、
高句麗、新羅めぐり

12/20（水） 文化めぐり
韓国の陶磁器、そして日本

2/14（水） 楊花津外人墓地めぐり

3/7（水） 江南めぐり
江南開発とソウルの拡大

　28年度講座「はじめてのフランス語」の受
講生を元に、今年3月から協力講座としてス
タートしました。（協力講座とは、講師・受講
生が中心となり運営する講座です）初級レベ
ルのテキストの途中からはじまりますので、
詳しくはお問い合わせください。
時□11/10～2/9 金曜 19：00～20：30
数□10回　場□総合区民センター
対□9名（15名）
￥□25,430円・なし（テキスト代実費）
師□アテネ・フランセ派遣講師 山本紀志子 No.230471

　 はじめてのフランス語 初級編 Ⅲ期（協力講座）  東大島

使用テキスト

文学・歴史

　なぜ日本人は忠臣蔵に魅力を感じるのか? 
赤穂浪士の討ち入りを江戸庶民から称賛され
て以来「忠臣蔵」は様々なジャンルに取り上げ
られてきました。史実や芸能など様々な切り口
から魅力に迫ります。最終回は映画鑑賞です。
時 	□10/31、11/14・21・28、12/5・17 火曜  

14：00～15：30 
※12/17のみ日曜、時間異なる回あり

数□6回　場□古石場文化センター
対□30名　￥□5,800円・700円
師□中央義士会理事長 中島康夫、落語家 春風亭三朝 ほか No.230431

NEW  忠臣蔵の魅力に迫る  古石場

三代目中村仲蔵

　応仁の乱（1467～77）とは
京都を中心にほぼ全国的に
拡大した内乱です。この乱は
勝者もわからず、カリスマ的
な指導者が不在、度々の和睦
の機会がありながら最終的に11年も続いたことはあまり知られてい
ません。日本史の重要な出来事として位置付けできる応仁の乱につ
いて新たな視点から見直していきます。
時□10/28～1/20 土曜 14：00～15：30　数□5回　場□豊洲文化センター
対□25名　￥□4,300円・200円
師□国立歴史民俗博物館准教授 田中大喜 No.230452

NEW  再考・応仁の乱  豊洲

10/28（土）『応仁記』にみる応仁の乱

11/25（土） 将軍足利義政親裁期の室町幕府政治
～応仁の乱前史～

12/2（土） 応仁の乱の勃発と室町幕府の分裂

1/13（土） 応仁の乱の展開

1/20（土） 応仁の乱の終結とその後

書道・絵画

　「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。後期は年明けに予定される「成果展」へ向けての作品作りにも取
り組みます。初心者でも受講できます。
時□10/19～3/8 木曜 18：30～20：00　数□17回
場□江東区文化センター　対□10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.230300

 書道教室  東陽町

講師作品

　寄席文字は、江戸時代から伝わり、現
在でも寄席で使用されている文字です。
家元橘右近から伝承者として認定され
た「橘」を冠した名を持つ講師が指導にあ
たります。縁起文字としても喜ばれます。
文字とともに寄席の世界、江戸文化にも
親しみましょう。
時□10/26～3/8 木曜 18：30～20：00
数□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.230290

 橘流寄席文字教室  東陽町

講師：橘右女次

　講師の丁寧な指導で、漢字・仮名の基礎
から字形の取り方など、暮らしに生かせる
書を学びます。美しい文字で生活に潤いを
与えましょう。

〈主な内容〉
◦ 楷書や行書、仮名の 基本・字形の取り方
◦ 手紙文や挨拶状の書き方など□
時□10/18～3/7 水曜 19：00～20：30   数□17回
場□総合区民センター　対□若干名（25名）
￥□14,500円・4,500円
師□毎日書道展会員 帯向芳園 No.230344

 実用書道 ～暮らしに生かせる書～  区民

イメージ

　「江戸文字教室～勘亭流～」は、歌舞
伎の看板や番付を彩る文字です。江戸
時代安永八（1779）年に後家流書道指南 
岡崎屋勘六が確立されたといわれ、由
緒ある伝統文化となっております。
時□10/25～3/7 水曜 19：00～20：30
数□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.230294

講師作品

  江戸文字教室 ～勘亭流～  豊洲

　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丁
寧に指導します。※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□10/12～2/22 木曜 19：00～20：40
数□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.230238

 スケッチ教室 ～水彩画を楽しむ～  砂町

講師作品

　地元企業・近隣の大
学の協力で様々な角
度から豊洲について
学ぶシリーズです。
　TOKYOミナトリエ、
新豊洲変電所、清水建
設技術研究所ほか外出講義を5回予定しています。
時□10/25～1/17 水曜 14：00～15：30
数□6回　場□豊洲文化センター ほか
対□25名　￥□3,000円・300円
師□芝浦工業大学工学部教授 岩倉成志 ほか  No.230451

10/25（水）（外出）東京電力パワーグリッド㈱ 新豊洲変電所

11/1（水）（外出）㈱IHIから見た豊洲の歴史

11/15（水）（外出）清水建設技術研究所 テクニカルツアー

11/29（水）（外出）東京臨海部広報展示室 TOKYO ミナトリエ

12/6（水）（外出）豊洲にある樹木・植物について　

1/17（水）（講義）芝浦工業大学
 「新しい都市鉄道が東京臨海部にもたらす価値」

NEW  豊洲あれこれゼミナール  豊洲

新豊洲変電所

　今回は吹きガラス工房
「グラスルーツ」をご紹介
します。
　吹きガラスの歴史と基
本を講義で学び、実際に
製作体験を工房で行いま
す。（講師の作品は参考作品です。）
※製作体験は人数により日程を振り分けます。
時 	□10/11（講義）、11/29または12/6（製作体験） 水曜 10：30～12：00
数□2回　場□亀戸文化センター ほか　対□20名　￥□500円・3,600円
師□ガラス作家 角岡磨、ガラス作家 熊谷正行 No.230468

NEW  亀戸まちのマイスター 吹きガラス「グラスルーツ」  亀戸

熊谷正行「軌跡」角岡磨「凛」

　定年を迎える方が次に叶えたい夢
が、「世界遺産を旅行すること」だそ
うです。本講座では、はじめて世界遺
産を学ぶ方のための基礎知識から、
テーマに合わせて様々な角度から掘
り下げた内容まで、幅広く学びます。

〈主な内容〉 ◦世界遺産の基礎知識 ◦日本の世界遺産①②
◦アジアの世界遺産 ◦ヨーロッパの世界遺産
時□11/11・18・25、12/9・16 土曜 14：00～15：30
数□5回　場□砂町文化センター　対□26名　￥□5,200円・300円
師□世界遺産アカデミー研究員 本田陽子 No.230403

NEW  世界遺産を学ぼう  砂町

世界遺産・姫路城

　国民総幸福量の概念を取り
入れた「しあわせの国」として有
名なブータン。近年、博物館等
で企画展が開催されるなど注目
度が上がっています。歴史・文
化等様々な側面からブータンに
ついてみていきます。
時□10/27、11/17・24、12/1・8 金曜
　19：30～21：00
数□5回　場□豊洲文化センター　対□25名　￥□4,300円・100円
師□日本ブータン友好協会事務局長 渡辺千衣子 ほか  No.230449

NEW  しあわせの国紀行・ブータンを知る  豊洲

ブータンのお祭り「ツェチュ祭」の様子

　韓国の文化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。
初心者向けの講座としてスタートしてか
ら半年が過ぎており、韓国語の勉強をや
り直したい方などが対象です。
時□11/10～3/16 金曜 19：00～21：00
数□17回　場□森下文化センター
対□若干名（20名）
￥□17,000円・2,400円（テキスト・コピー代）
師□ディラ国際語学アカデミー派遣講師
  No.230333

講座風景

　 はじめての韓国語  森下

　江東区の魅力を簡単な中国語で紹介す
る知識と技術を学びます。中国語検定4級
以上、初級テキスト修了の方が目安です。
語学力よりも、ガイドをしてみたい! とい
う気持ちのある方、一緒に始めましょう!

〈主な内容〉 
◦ ガイドの心構え ◦コースを考えて台本作り
◦コース案内の練習 ◦ 野外実習（2回・深川江戸資料館等） ほか
時□10/14～2/24 土曜 13：30～15：30　数□10回
場□江東区文化センター ほか　対□20名　￥□12,000円・800円
師□通訳案内士 金子真生・根岸正 No.230483

NEW   江東区中国語ボランティアガイド養成講座  東陽町

富岡八幡宮などでも
実習を予定しています

　石田波郷が昭和32年から33年に新聞
で江東地域の風物を写真と俳句で詠ん
だ「江東歳時記」。代表的な句の解説（1
回）と実際に詠まれた場所を散策（4回）
します。
時□11/12～2/18 日曜 14：00～15：30
数□5回　場□砂町文化センター ほか
対□20名　￥□3,500円・500円
師□ 解説：俳句結社「鶴」主宰 鈴木しげを 

散策：中川船番所資料館 久染健夫
 No.230406

NEW  『江東歳時記』を歩く  砂町

11/12（日）【解説】 石田波郷と 
江東歳時記について

11/26（日）【散策】北砂周辺

12/17（日）【散策】千住

1/21（日）【散策】柴又・金町

2/18（日）【散策】門前仲町周辺

千住
「名倉医院」

北砂
「妙久寺」

吹きガラス
「グラスルーツ」季節の盆栽

世界遺産を学ぼう
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42講座

9/10（日）
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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国際理解
語学

区民参加
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文学
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こども
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こどもとアート



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
� ☎3681-6331 
  FAX3683-0507

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

9月10日（日）
〜9月24日（日）

こども・親子
　理科や算数の不思議を「たい
けんはっけん」します。
時 	□11/5～3/4 日曜 

10：00～11：30（異なる回あり）
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 	□（一社）宇宙エレベーター協会フェロー 

青木義男 ほか No.230432

NEW  たいけんはっけん 理数系  古石場

11/5（日） 実験：キャンドルのヒミツ

12/3（日） お話：宇宙エレベーターって?

1/21（日） 東京理科大学・数学体験館を見学

2/4（日） ケーキの値段を決めるには?

3/4（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）

鑑賞・教養

※ 年齢・学年の対象日は、平成29年4月1日時点です。

　10月から上野の森美術館で開催される
「怖い絵」展に関連した美術鑑賞講座です。
作品のエピソードや詳しい内容を、重点的
に解説していきます。※美術館の見学あり。

〈主な内容〉 
◦「怖い絵」展 展覧会概要・作品解説
◦ 「怖い絵」展 （上野の森美術館）見学など
時□10/31～12/5 火曜 14：30～16：00
数□6回　場□中川船番所資料館
対□25名　￥□5,000円・300円（別途入館料がかかります）
師□上野の森美術館学芸員 岡里崇、坂元暁美 No.230474

NEW  この絵はなぜ怖い? ～「怖い絵」展 徹底解説～  東大島

ポール・ドラローシュ 《レディ・ジェーン・グレイの処刑》
1833年 油彩・カンヴァス ロンドン・ナショナル・ギャラリー蔵
Paul Delaroche, The Execution of Lady Jane Grey
© The National Gallery, London. Bequeathed by 
the Second Lord Cheylesmore, 1902

　昭和を輝かせたさまざまな映画・テレ
ビ・音楽や社会現象を巻き起こした方々と
時代を創った人気シリーズにスポットをあ
て、1950年代から60年代にかけての文化・
風俗と庶民の昭和史を検証します。
時□10/28、11/18、12/9、1/20、3/3
　土曜 14：00～16：00
数□5回　場□古石場文化センター
対□30名　￥□6,200円・200円
師□娯楽映画研究家 佐藤利明
  No.230430

NEW  娯楽映画の昭和史 ～銀幕スタアと人気シリーズの時代 古石場

講師寄稿ムック
（Ⓒ宝島社）

　シューベルトは31歳の生涯におい
て、協奏曲を除く全ジャンルにわたっ
て作品を残しました。「歌曲の王」で
知られるシューベルトには、オペラや
ミサ曲に始まり交響曲や室内楽曲な
ど実に多彩な作品があります。この5回のシリーズでは彼の生涯を追
いつつ、それぞれのジャンルの名作に親しんでいただきたいと思い
ます。各回の後半に、ミニコンサートを予定しています。
時□10/14～2/24 土曜  14：00～16：00
数□5回　場□砂町文化センター　対□30名　￥□7,500円・500円
師□桐朋学園大学音楽学部教授 西原稔 No.230408

NEW  シューベルトの生涯と名作  砂町

10/14（土） 若き日のシューベルト

11/25（土） シューベルトと声楽作品

12/9（土） シューベルトの交響曲

1/27（土） シューベルトの室内楽

2/24（土） 早すぎる晩年の創作

　落語の裏話や、いまさら聞けない落語の
“アレ”をわかりやすく解説します。これで
ちょっとした落語通の仲間入り! 最終回では
林家たい平主演で落語の噺を織り込んだ映
画『もういちど』を鑑賞します。
時 	□10/30、11/13・27、12/11・16 月曜  

19：00～20：30 
※12/16のみ土曜、時間異なる

数□5回　場□古石場文化センター
対□30名　￥□3,800円・700円
師□落語CDプロデューサー 十郎ザエモン ほか No.230434

NEW  落語の達人  古石場

Ⓒ2014「もういちど」製作委員会

　相撲ブームの今、観戦だけでなく相撲をもっと楽しみましょう。

時 	□11/11～2/3 土曜 10：30～12：10　数□5回
場□亀戸文化センター ほか　対□30名　￥□6,400円・200円
師□大相撲ライター 佐藤祥子（どす恋花子） ほか No.230480

NEW  今だから知りたい相撲の世界  亀戸

11/11（土）【講義】 もっと相撲を知ろう 
講師：野中孝一（相撲趣味の会幹事）

12/2（土）【外出】 お相撲の街散策 
案内：佐藤祥子（大相撲ライター）

12/16（土）【講義】 相撲通になろう ～土俵まつりや観戦の楽しみ方お教えします 
講師：小池謙一（相撲史研究家・相撲趣味の会幹事）

1/20（土）
【対談】 増える若者ファン ～今時の楽しみ方 

対談： 佐藤祥子（大相撲ライター）& 
浅坂直人（伊勢ノ海部屋マネージャー・元力士）

2/3（土）【講義】 世界に広がるSUMO 
講師：櫟原利明（（公財）日本相撲連盟常務理事・東京大学相撲部OB会長）

　句会を通して俳句づくりの
楽しさを学びます。句会がはじ
めての方でも丁寧に指導しま
す。ぜひご参加ください。
時 	□10/28～2/24 土曜 

13：30～16：00
数□5回　場□砂町文化センター ほか
対□20名　￥□7,500円・500円（別途入館料200円がかかります）
師□俳句結社「鶴」主宰 鈴木しげを

  No.230405

NEW  俳句実作講座 ～月に一度の鍛錬句会～  砂町

10/28（土） 句会入門、簡単句会にチャレンジ!

11/25（土） 句会①

12/9（土） 句会②

1/27（土） 句会③

2/24（土） 吟行句会（中川船番所資料館）

　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。
時□12/10、2/18 日曜 時間未定
数□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（50名）　￥□2,200円・10,900円
師□国立劇場文楽出演者 ほか  No. 230424

　芸術鑑賞講座 「文楽」  東陽町

手芸・工芸

　針金をワイヤーワークで
ハンダ付けし、和紙のあかり
をつくりましょう。作った作
品はお家で使うことも、プレ
ゼントにすることもできま
す。秋の夜長を和紙の優し
いあかりで過ごしてみませんか?
時□10/17・31、11/14・28、12/12 火曜 18：30～20：30
数□5回　場□古石場文化センター
対□20名　￥□6,600円・8,000円
師□アトリエ「PAPERMOON」主宰 冬野朋子  No.230433

NEW   ～癒しの灯り～ てづくりのライト  古石場

制作作品「ハートライト」「月の和紙あかり」

　福島・大堀焼伝統工芸士である講
師が、手びねりの技法から絵付けま
でを指導します。味わい深い、手作
りの良さを活かした作品作りに取
り組みながら、陶芸の楽しみを味わ
いましょう。
時 	□10/15、11/26、12/17、1/21  

日曜 13：30～15：30
数□4回　場□江東区文化センター
対□20名　￥□4,000円・3,000円
師□陶芸家 長橋明孝  No.230478

NEW   はじめての陶芸教室（共助講座）  東陽町

講師：長橋明孝

　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□11/26、12/17、1/21 日曜 10：30～11：50　
数□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.230407

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

　プログラミングを学んで、自
分のオリジナル作品を作ってみ
よう!
時 	□11/26～3/18 日曜
　15：30～17：00
数□5回
場 	□パソコン教室わかるとできる（総合区民センター近く）
対 	□10名（小学校4年生以上、パソコンのマウス操作とキーボード操作

ができるお子さん）
￥□11,000円・2,000円
師□パソコン教室わかるとできる 教室長 松谷紘太  No.230440

NEW  こども向けプログラミング講座 〜入門編〜  区民

11/26（日） プログラミングとは、画面説明

12/10（日） 基本操作をやってみよう

1/21（日） 素材作成

2/18（日） オリジナル作品の制作①

3/18（日） オリジナル作品の制作②

　プロの演奏家が、弾き方をや
さしく教えます。
時 	□10/14～3/17 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 ①5名  ②9名（各15名）
￥□18,000円・1,000円（別途箏爪代6,000円がかかります）
師□山田流箏曲演奏家 武田博華・森田博代
 ① No.230356 ② No.230357

　 こどものためのお箏教室  古石場

　長い歴史を持つ日本の
伝統楽器の一つ「鼓（つづ
み）」。
　この講座は、東京2020
オリンピック・パラリン
ピックを「千人鼓」の演奏で盛り上げようと呼びかけられて始まりま
した。後期は、「亀戸フェスティバル」等に出演します。
時□10/7～3/11 土曜 14：00～15：30 ※11/19、3/11のみ日曜
数□12回　場□亀戸文化センター ほか
対□小学2年生～高校生7名（10名）　￥□2,400円（レンタル代ほか）
師□一般社団法人千人鼓の会 入澤登志江 No.230443

　 ジュニアのための小鼓教室（協力講座）  亀戸

成果発表会の様子

東大島文化センター仮事務所
（総合区民センター内）

　踊りの好きなこども達集まれ! ダン
スの基礎を学びながら、音楽に合わせ
て楽しく踊ろう。※11/19（日）こども文
化祭ステージに出演予定
時□10/31～3/13 火曜　数□17回
場□江東区文化センター
対□●Aクラス 5歳～小学3年生 16：20～17：20　5名（15名）
　●Bクラス 小学4年生～高校生 17：30～18：30　5名（15名）
￥□18,100円・なし
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 A：No.230361 B：No.230360

　 ジュニア・ダンスミックス  東陽町

昨年の舞台発表

　キラキラのポンポンを
持って、楽しくチアダン
スを行いながら、笑顔や
リズム感、チームワーク
などを身につけていきま
す。3/4（日）開催の「成果
発表会」を目標に元気いっぱい踊りましょう。（組体操やアクロバッ
トなど、難しい動きは行いません）
時□11/2～3/4 木曜 16：30～18：00　数□15回　場□森下文化センター
対□小学生男女20名（40名）　￥□12,000円・1,000円
師□㈱WING DANCE PROMOTION 小髙智織 ほか No.230371

　 キッズチアダンス 〜ソングリーディング〜  森下

レッスンの様子

　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。（本年度は成果発表会ではなく、
講座内でミニ発表会を予定しています）
時 	□10/14～3/3 土曜  

A 13：00～13：50　B 13：50～14：40
数□15回　場□総合区民センター
対□平成29年4月1日時点で4歳～小学4年生 若干名（各20名）
￥□10,000円・500円
師□石井清子バレエ研究所教師 小山田整・中島郁美 No.230262

　 こどものためのクラシックバレエ ABクラス 東大島

過去の成果発表会の様子

　著名な仏師である運慶の作品の魅力に迫りま
す。東京国立博物館で開催される特別展「運慶」の
見どころも紹介します。
※東京国立博物館での現地講義は行いません。
時□10/16・30、11/6・20 月曜 15：00～16：40
数□4回　場□亀戸文化センター
対□20名　￥□6,000円・300円
師 	□美術史家・
　群馬県立女子大学兼任講師 
　北進一
  No.230461

NEW  「運慶」を知る ～天才仏師の傑作に迫る～  亀戸

興福寺中金堂
再建記念特別展

「運慶」
会期／9/26（火）～11/26（日）

会場／東京国立博物館 平成館
国宝 毘沙門天立像

（静岡・願成就院蔵）
写真：六田知弘

　信仰の対象、権威の象徴であった日本刀の美
的観点や意匠の魅力を、その道を極めた講師陣
が解説。2018年1月に墨田区・旧安田庭園跡地に
移転、開館する刀剣博物館の見学もあります。
時 	□11/9、12/14、1/11、2/8、3/17 木曜  

19：00～20：30 ※3/17のみ土曜午後
数□5回　場□古石場文化センター ほか　対□25名
￥□6,700円・300円（別途入館料がかかります）
師 	□（公財）日本美術刀剣保存協会刀剣博物館学芸員 黒滝哲哉・田中

宏子、江東区無形文化財保持者・刀剣研師 臼木良彦 ほか
 No.230435

NEW  日本刀 ―古よりの伝承と新たなる可能性―  古石場

　4つのテーマに絡む新クラシック。オペラやバレ
エ、古楽～現代音楽、クロスオーバーなど、あらゆ
る領域から、いま一番面白いクラシック音楽の全
体像を楽しくお伝えします。茶話会付き。
※以下作曲家以外にも大勢取り上げます。
時□11/22～2/7 水曜 19：00～20：40
数□4回　場□江東区文化センター
対□35名
￥□4,000円・100円
師□音楽ジャーナリスト・
　評論家 林田直樹 No.230444

NEW  林田直樹の 「語り合える、深められる、新クラシック講座」 東陽町

講師：林田直樹

11/22（水）「旅」：ガーシュイン、ダウランド

12/20（水）「都市」：ショパン、ヘンデル

1/17（水）「愛のかたち」：ヴェルディ

2/7（水）「祈り」：バッハ、パレストリーナ

　錫（すず）は水に錆びず、表面は長い年
月の経過とともに酸化変色をし、その古
色はより一層趣を増します。また、やわら
かい金属なので、女性でも、年配の方でも
楽しく作成することが出来ます。今回は
初めての方を対象に、毎回1作品を完成さ
せます。小皿、ぐい飲みなどを予定。自分
用はもちろん、贈り物にもぴったりです。
時□10/23～3/12 月曜 14：00～16：00
数□6回　場□森下文化センター　対□20名　￥□6,500円・11,000円
師□錫工芸作家 秦世和 No.230479

NEW   錫
すず

工芸入門  森下

講師作品「掛花入」

　伝統工芸のつまみ細工を現代風にアレン
ジし、ふだん使いのできる小物を作製しま
す。後期は家で飾れるインテリアに挑戦。華
やかなお正月飾りと桜の花の額を作ります。
布を切る作業から講師が丁寧に指導します。
時□10/22、11/12・26、12/10・24、1/14・28
　日曜 10：00～12：00
数□7回　場□森下文化センター
対□5名（15名）　￥□12,600円・7,400円
師 	□ハンドメイドクリエイター&
　ラッピングコーディネーター 菊野恵  No.230417

　わくわくつまみ細工（協力事業）  森下

華やかなお正月飾り

　昔ながらの遊びは家族の絆を強め、遊
びを通じて知恵や発育を促します。世代
を超え親から子へ伝えていきたい遊び

「和凧」と「押絵お正月飾り」を親子で協力
してつくります。大人の方も参加できま
すので、お待ちしております。
時 	□11/4～1/13 土曜 10：00～11：30
数□7回　場□砂町文化センター　対□親子10組・大人のみ10名
￥□親子（1,700円・3,000円）、大人のみ（1,400円・3,000円）
師□日本の凧の会会員 田淵和夫、江東手工芸協会 伊藤浩子
  No.230422

NEW  〜お正月遊びを楽しもう〜 「和凧」と「押絵お正月飾り」教室  砂町

製作風景

　ローストチキンや手まり
寿司、米粉のドリアやデザー
トまで、美味しく楽しく作り
ましょう。
時□11/19、12/17、1/21 日曜
　10：30～13：00
数□3回
場□総合区民センター
対□親子ペア12組（小学生対象）
￥□4,200円・4,800円（親子ペア1組分）
師□お米料理研究家 しらいのりこ ほか  No.230472

NEW  今日はおいしい手作りごはん 親子でわくわくクッキング  区民

お正月メニュー（調理例）

　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。
時 	□10/22～3/11 日曜  

前半クラス10：00～11：10 
後半クラス11：20～12：30

数□10回　場□亀戸文化センター
対□  前半クラス1～4年生、後半クラス5年生
　各クラス若干名（各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.230358

　 〜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

講座の様子

　歌舞伎座での観劇と見どころの
レクチャーです。
時□11/9、1/11 木曜
数□2回　場□歌舞伎座（中央区銀座）
対□10名（60名）
￥ 	□3,500円・12,500円 
（3階A席切符代込み）
師 	□松竹株式会社 

演劇営業部演劇ライツ室派遣

   No.230416

　 芸術鑑賞講座 「歌舞伎」  東陽町

11/9（木） 吉例顔見世大歌舞伎（予定）

1/11（木） 高麗屋三代襲名披露公演
壽初春大歌舞伎

※講義14：15～15：45、鑑賞16：30～21：00（目安）

歌舞伎座

ホームページ https://www.kcf.or.jp/koza もご覧ください。 平成 29 年 9 月 10 日発行　第 424 号 特集 2



ベル・ダンス・ソサィエティ
●ジャズダンス ●ヘルシー体操
●3才から大人まで楽しくレッスン!!
♪お子様は運動神経・反射神経の発達促進に!
♪大人の方はシェイプアップ、ストレス解消に!
会場 江東区総合区民センター　練習日 水曜日

http://belldance.jimdo.com/
TEL.047-447-0920
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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
2017年ピティナコンペティションで122名の生徒が優秀賞および奨励賞を受賞しました。
5名の生徒が全国大会に進出しました。8名の講師がピティナ指導者賞を受賞しました。

リトミック秋クラス、
0歳児～5歳児クラス
生徒募集中!

まあじゃん教室

全自動
麻雀卓

9/13（水）、20（水）、26（火）、29（金）
1部10：00～12：30／2部13：00～15：30

講師：宮本祐子プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会）

●参加費 各1,500円 ※通しの場合2,500円
●食事付、ドリンクはすべて無料!
●初めての方、体験レッスン料 500円
脳の活性化に麻雀を始めてみませんか？
老若男女どなたでも一人でもご参加できます。

亀戸北口駅前 麻雀た～とる ☎3638-5078工藤

短期間で上達♪
清水満里子音楽歌謡スクール　門前仲町駅前教室

☎090-4376-2231

 個人・グループ
出張レッスンも
たまわります。

いままで出なかった声域が楽に出せるようになります。
歌う楽しさを実感しましょう。個人レッスンなので、イチから
でも安心スタート！上級者の方も初心者の方も発声から
感情表現まで学べます。 ※月謝3,000円～

た の し い カ ラ オ ケ 教 室
秋の体験レッスン1,000円 　   付き♫

音楽・演劇

趣味・実用

　日本のお香の歴史をひもときな
がら、お香を手づくりすることで、
和の香りの素晴らしさを発見して
みませんか。

〈主な内容〉
◦お香の歴史と天然香料の紹介
◦匂袋、お線香、防虫香づくり など
時 	□10/24、11/21、12/26、1/23、2/27 火曜 10：00～11：10 

※12/26のみ終了11：30
数□5回　場□江東区文化センター　対□20名　￥□5,000円・5,000円
師□薫物屋香楽認定香司  鈴木ようこ  No.230419

NEW  和の香りづくり ～天然香料を使って～  東陽町

　日本においてコーヒーは様々な形で提供
されています。本講座では、主な産地や他
の消費国などの現況を知りつつ、我々がど
のようなコーヒーを消費しているか、種類・
焙煎の違いなどを学びながら探っていきま
す。また、おいしいコーヒーの淹れ方を実際
に行っていただきます。
時 	□10/31、11/28、12/26、1/16、3/13 火曜 

14：00～16：00
数□5回　場□江東区文化センター　対□20名　￥□6,500円・2,000円
師□コーヒー教室講師 田那辺聡  No.230445

NEW  コーヒー通になろう［advance］  東陽町

講師主催のコーヒー教室

　旬の魚、貝を使った料理を作ります。回
によっては1人1尾～2尾、丸ごとおろし、下
処理と調理までおこないます。

〈主な内容〉 いわし生姜煮、かば焼き、あじ
フライ、たたき丼、焼きさば寿司、えび天
ぷら、ほたてカルパッチョ、鯛飯、昆布じめ 
など
時 	□10/20、11/17、12/15、1/19、2/16 金曜 

18：30～20：30
数□5回　場□総合区民センター　対□24名　￥□6,800円・6000円
師□元女子栄養大学生涯学習講師 小山朝子 ほか No.230437

NEW  旬の魚介料理  区民

　1桁の計算からはじめ、3桁か
ら4桁の暗算までを目標にしま
す。また、それぞれの進度に合わ
せて学んでいきます。
時 	□10/26～1/18  木曜 

19：00～20：30
数□10回　場□豊洲文化センター
対□20名　￥□7,000円・500円
師 	□そろばん教室主宰
徳丸小知子
 No.230450

NEW  おとなのそろばん教室  豊洲

10/26（木） 1桁から2桁の計算

11/2（木） 8級の掛算と割算

11/9（木） 7級の掛算と割算

11/16（木） 6級の掛算（2桁×2桁）

11/30（木） 6級の掛算復習 6級の割算
（3桁÷2桁 4桁÷2桁）

12/7（木） 6級の復習 暗算（みどり算）

12/14（木） 5級の掛算（2桁×3桁 3桁×2桁）

12/21（木） 5級の割算（5桁÷2桁 5桁÷3桁）

1/11（木） 5級の復習 暗算（みどり算）

1/18（木） 5級の復習

　職場や仲間にナイショで、こっそりスキルアップ ! 月に1回だけ、ご
自身と向き合う時間をつくりませんか?
※本講座はワークショップ形式で実施することがあります。

時□10/27～2/23 金曜 19：30～21：00
数□5回　場□総合区民センター　対□30名　￥□5,000円・500円
師□コピーライター 川島孝之 ほか No.230439

NEW  金曜日は自分磨き! 大人のインプット/アウトプット  区民

10/27（金） コピーライター的モノノミカタ　講師：川島孝之（コピーライター）

11/24（金） 時間管理も整理収納ワザでバッチリ!　講師：スズキリナ（整理収納アドバイザー）

12/15（金） プラス言葉でナイスなコミュニケーション　講師：高橋恵子（フリーアナウンサー）

1/26（金） 地域活動から世界が広がる! あなたの未来のつくり方
講師：山田育子（コミュニケーションプロデューサー）

2/23（金） 家族の終活、自分の終活 ～元気なうちに考えておくこと～
講師：竹内義彦（一般社団法人 終活協議会 代表理事）

　冷めてもおいしい、かんたんに作れて見栄えが
良い、持ち運びしやすいなど、普段の料理にも役
立つ持ち寄りレシピ。おもてなしにも活用できま
す。全ての回に持ち運び方法と、1品分のラッピン
グ小物がつきます。

〈主な内容〉 ローストビーフ、イタリアンちらし、 
スパイシー手羽先揚げ、豆腐花、キーマカレー、
チャパティ、台湾風ひき肉ご飯、アジアンあんみつ など
時□11/2、12/7、1/11、2/8 木曜 11：00～13：00
数□4回　場□総合区民センター　対□24名　￥□5,500円・6,000円
師□フードコーディネーター HISAKO ほか No.230438

NEW  よろこばれる持ち寄りレシピ  ホームパーティーからピクニックまで  区民

キーマカレーと
チャパティ

アジフライ

　休館中の東京都現代美術館（MOT）の出
張アート講座。通常は文章で残すエンディ
ングノートを、モノや風景、自身の姿などを
映像で残します。撮影はどなたでもできる
操作のみです。
時 	□11/23木曜（祝）、12/9 土曜 13：30～16：30
数□2回　場□古石場文化センター
対□65歳以上5名　￥□1,500円
師□remo（NPO法人記録と表現とメディアのための組織）
 No.230429

NEW   MOT美術館講座（出張版） 
65歳からはじめよう 映像でつくるエンディングノート 古石場

イメージ

　マンガの描き方実践教室です。毎回決め
られた課題を仕上げていき、最後にプロの
講師がひとりひとり添削をします。初心者
と経験者の2つのコースに分かれて指導。

〈主な内容〉 ◦情景描写 ◦アクションデ
フォルメ ◦扉ページの描き方 ◦ストー
リーの作り方（プロット） ほか
時□11/11～3/24 土曜 14：00～16：00
数□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・700円　師□漫画家 江波じょうじ No.230336

　 プロに学ぼう! マンガ道場  森下

講師作品

ダンス・健康

　バレリーナが毎日行うエクササイズ
とバレエの基礎を習得しながら、美しく
健康的な身体づくりを目指します。（女
性限定）
時□10/17～3/6 火曜 14：00～15：30
数□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.230327

 バレエエクササイズ  東陽町

講師：吉田結子

　ストレッチや簡単なダンスをし
ながらインナーマッスルを鍛えま
す。普段運動しない方やダンス初
心者など年齢を問わず、誰でも気
軽に楽しめます。運動不足解消や
ストレス発散、健康維持に役立ち
ます。ぜひ一緒に踊りましょう!
時□10/17～3/13 火曜 19：00～20：30　数□17回
場□江東区文化センター　対□10名（40名）　￥□15,300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 ほか
  No.230324

 インナーマッスル&ダンス ～気軽に楽しく踊れる!～  東陽町

講座の様子

　初心者の方のためのクラスです。まずはリ
ズムに乗り、楽しく踊ることを目指しましょ
う。3/4（日）開催の「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です。
時□10/17～3/13 火曜 13：30～15：00
数□15回　場□森下文化センター
対□15名（30名）・女性のみ　￥□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.230334

 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

　人気のフラダンスで心と身体をリフレッシュ。
明るいハワイアン音楽にのせて、ハワイの風を感
じながら楽しく踊りませんか。アロハフラは美容
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。新しい仲間大募集です。
時□10/11～2/21 水曜 19：00～20：30　数□17回
場□砂町文化センター　対□10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.230322

 ヤング★ハワイアン  砂町

講師：髙橋紫

　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。（女性限定）
時□10/12～2/22 木曜 20：00～21：00
数□10回　場□豊洲文化センター
対□若干名（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.230340

講師：大久保こず枝

 美BODYをめざすシェイプアップエクサ  豊洲

　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。肩周りや脚などをほ
ぐしたり、身体全体を伸ばすなど、リラッ
クスしたひとときをどうぞ。
時□10/13～3/9 金曜 18：45～20：00
数□17回　場□総合区民センター
対□3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.230389

　健康のヨガ  区民

　「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。

（女性限定）
時□10/31～3/20 隔週火曜 10：00～11：30
数□10回　場□総合区民センター
対□5名（30名）　￥□11,000円・なし
師□漢方養生指導士 Mana
  No.230402

　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

　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等で活躍中
の講師が、発声・音程・リズムの
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□10/4～12/13 隔週水曜 19：15～20：45
数□6回　場□江東区文化センター　対□20名（30名）　￥□12,000円・なし
師□日本橋三越カルチャーサロン講師 カタヤマケイジ No.230423

NEW  ヴォイストレーニング&J-POPの名曲を歌おう!（協力講座） 東陽町

講師：カタヤマケイジ

　アットホームな雰囲気の中、日
本の四季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
緒に歌ってみませんか。初心者
の方も大歓迎です。3/4（日）開催の「成果発表会」に出演します。
時□11/7～3/13 火曜 18：30～20：00　数□17回　場□森下文化センター
対□成人女性10名（30名）　￥□14,000円・1,000円
師□（一社）日本童謡協会理事（作曲家） 佐藤亘弘 No.230337

　森下女声コーラス  森下

成果発表会の様子

　誰もが耳にし、口
ずさんだことがある
懐かしい童謡・唱歌
の数々を気軽に楽し
く歌いましょう。3/4

（日）は森下文化セン
ターで開催する「成果発表会」に出演します。
時□11/2～3/8 木曜 14：00～15：30
数□17回　場□森下文化センター
対□若干名（30名）　￥□18,000円・500円
師□声楽家 前野邦子  No.230335

　うたう・楽しむ・元気がでる 童謡・唱歌の世界  森下

講座のカリキュラムの中で行われたミニコンサートの様子

　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。
最終日は成果発表の場として

「おさらい会」を実施します。
時□11/10～3/2 金曜
　14：30～16：30
数□8回　場□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.230265

　実践カラオケ教室  東大島

おさらい会の様子

　腹式呼吸の練習から始めて、
まず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。
時□10/25～3/7 水曜 19：00～20：30
数□17回　場□豊洲文化センター
対□10名（40名）　￥□18,500円・300円
師□ヴォイストレーナー 伊藤美子
 No.230346

　ポピュラーヴォーカル教室  豊洲

レッスン風景

　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。
夜間クラス
時□11/10～3/23 金曜 18：30～20：30
対□6名（25名） No.230268
午前クラス
時□11/18～3/17 土曜 10：00～12：00　対□若干名（25名） No.230267

【共通事項】 数□12回　場□総合区民センター
￥□11,000円・500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

昨年の江東区民合唱祭の様子

　季節の植物を素材に、小品盆栽や正月
飾りなどのアレンジを楽しみます。器にも
こだわりがあり、品のある芸術性の高い作
品に仕上がります。SNS映えする写真とし
てもおススメです。剪定や植え替えのタイ
ミングなどのお手入れ方法も学べますの
で、長く育てていく楽しみも味わえます。
時 	□11/19、12/17、1/21、2/18、3/18 日曜
　10：00～12：00
数□5回　場□森下文化センター　対□20名　￥□7,500円・12,500円
師□西林SOBOKU主宰 盆栽作家 橋口りか No.230469

NEW  季節の盆栽  森下

作品イメージ

　本場の点心を家庭で作り
やすいレシピで紹介。生地の
のばし方や包み方、身近な食
材を使ったバリエーションな
ど、多彩な組み合わせを楽し
みましょう。
時□10/17～2/20 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 齋藤雅博  No.230425

NEW  点心料理教室  区民

小籠包

10/17（火） 焼き餃子（2種）、食べるラー油、杏仁豆腐

11/21（火） 小籠包、大根餅、胡麻団子

12/19（火） 焼売、コーンスープ、餡まん

1/16（火） 肉まん、蒸蝦餃子、マンゴープリン

2/20（火） 春巻き、おこわ、デザート水餃子（2種）

学びの機会はまだまだあります
　江東区文化コミュニティ財団の講座を卒業（終了）した後
も、自主的に学習を続けているサークル（自主グループ）で
も、随時会員を募集しています。
　詳しくは、区内各文化センターに設置の自主グルー
プパンフレットをご覧いただくか、財団ホームページ	
（https://www.kcf.
or.jp）をご覧ください。
◆�日程・会費等は、各グルー
プによってさまざまです。

◆�詳しくは、直接グループ
の代表者へお問合せくだ
さい。

自主グループパンフレット▶

● 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
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。

　紅茶は午後のひとときだけでな
く、いつでも楽しむことができます。
紅茶の基礎知識や歴史とともに、紅
茶の美味しい淹れ方を学びます。講
義の最後にはミニティータイム。
※ ティーカップのご持参をお願いし

ます。
時 	□10/25、11/8、12/13、1/10、2/7 水曜 

14：30～16：00
数□5回　場□亀戸文化センター　対□25名　￥□4,000円・5,000円
師□日本紅茶協会認定ティーインストラクター 永津惠子 No.230454

NEW  紅茶を楽しむ  亀戸

イメージ

　各国の伝統料理を家庭的なアレンジで紹介しま
す。気軽に作れる世界のレシピで、ごちそう料理を
楽しみましょう。
時 	□11/7～3/6 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.230436

NEW  世界のお家ごはん 各国のごちそう料理  区民

調理例
鶏肉のローズマリー風味

11/7（火）【フランス】牛肉のカルパッチョ、鶏肉
ローズマリー風味、クレームダンジュ

12/5（火）【中国】水餃子、天津飯、杏子ゼリー

1/9（火）【スペイン】トルティージャ、タコス、
ナティージャ

2/6（火）【台湾】海鮮春雨サラダ、ルーローハ
ン、ドゥーファー

3/6（火）【イタリア】白身魚のソテーカポナー
タ、木の子のリゾット、ザバイオーネ
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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
平成30年7月まで休館
連絡先（仮事務所）
〒136-0072 大島4-5-1

（総合区民センター内）
【電話】3681-6331
【FAX】3683-0507
【受付時間】9：00〜17：00

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
休館中

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15歳以上（中学生を除く）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 9/10（日）〜9/24（日）
◦�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。10月3日（火）〜10日
（火）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

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

教材費
定員�
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

英会話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。また、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

すぐに役立つトラベル英会話 海外旅行ですぐに役立つ会話を学びます。楽しく旅行をするために、様々なシ
チュエーションで使う表現を覚えましょう。

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。

【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

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
◆船番所・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

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 ◆総合区民・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

すぐに役立つ
トラベル英会話 亀　戸・夜間⑤

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】

9/22
（金）

10：30
①�砂町文化センター�
【230380】

19：00
②�古石場文化センター�
【230386】

9/26
（火）

10：30
③�森下文化センター�
【230289】

13：30
④�豊洲文化センター�
【230375】

9/27
（水）

10：30
⑤�古石場文化センター�
【230385】

19：00
⑥�森下文化センター�
【230291】

9/28
（木）

19：00
⑦�砂町文化センター�
【230383】

�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
9/23

（土・祝）
⑧10：00

【230393】
⑨14：00

【230394】 総合区民センター

9/24
（日）

⑩10：00
【230397】

⑪14：00
【230398】 江東区文化センター

9/25
（月）

⑫10：00
【230381】

⑬18：45
【230382】 砂町文化センター

9/26
（火）

⑭10：00
【230387】

⑮18：45
【230388】 古石場文化センター

9/27
（水）

⑯10：00
【230372】

⑰18：45
【230374】 豊洲文化センター

9/28
（木）

⑱10：00
【230292】

⑲18：45
【230293】 森下文化センター

9/29
（金）

⑳10：00
【230377】

○2118：45
【230378】 亀戸文化センター

出席するガイダンス
を選択1 〈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
お申込み方法

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� 10/3（火）〜10（火）

受講クラスの決定4ガイダンス
終了後に

レベルに応じた
クラスの
申込み

※今回は補充募集のため、募集のないクラスもあります。

◦受講を希望される方は、ガイダンス受験（無料）が必須です。
◦いずれもガイダンス開催日の前日まで受付します。9/10（日）〜9/28（木）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〜○21） 
② 氏名・フリガナ 
③ 生まれ年（西暦）・性別 
※英会話講座は15歳以上（中学生を除く）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、単科コースのいずれも、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46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� �
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。 
※はじめての英会話を除く

●�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。

中学・高等学校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

海外旅行で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

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、いずれも通年講座です。
◦今回は補充募集です。

中川船番所資料館�会場のご案内
〒136-0072 大島9-1-15

【電話】 3636-9091　【FAX】 3636-9094
【休館日】  毎週月曜日休館。

東陽町：江東区文化センター
船番所：中川船番所資料館

◆のクラスの問合せは東大島文化センター仮事務所にお願いします。
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