
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。

木を活用することで発展し
てきた日本文化を通して、木
場の歴史やそこで活躍する
企業を含め、日本人と木の
関係について学習します。
時  □5/15～7/10 
火曜 14：00～15：30

数□5回
場□古石場文化センター ほか
対□25名　￥□4,000円・200円
師□一級建築士 松本裕介 ほか No.240018

5/15（火） 伊勢神宮に見る木との関係
國學院大學院客員教授 中西正幸

5/29（火） 近代数寄屋建築にみる木の活用
㈱水澤工務店取締役工事部長 川嶋健史

6/12（火） 木場の成り立ち
建築史家・一級建築士 松本裕介

6/26（火）
（公財）日本住宅・木材技術センター
銘木館見学
東京大学名誉教授 岡野健

7/10（火）
新たな木の活用について
～現在の木造建築事情から木育まで～
㈱長谷川萬治商店代表取締役執行役員
副社長 長谷川泰治

NEW  日本人と木 古石場

江東区内には、上場している大会社や小さ
いながらも独自の品を作っている会社や
お店、また、歴史ある老舗などが多数ありま
す。本講座では、会社・お店・工場などを歩
いて訪ね、その業務や作業などのお話をう
かがい見学をします。※コースは都合によ
り変更になる場合があります。
時  □5/16～9/12 水曜 10：00～12：00
数□5回　場□江東区内各地域
対□20名　￥□7,000円・150円
師□タウン誌「深川」編集部 片山祐子 No.240071

5/16（水） 東陽町・木場周辺

6/13（水） 潮見周辺

7/11（水） 亀戸周辺

8/8（水） 住吉周辺

9/12（水） 豊洲周辺

NEW  江東 会社・お店探訪4 東陽町 

東洋工業（株） アロマキャンドル
（東陽町・木場周辺）

1885年の創業以来、電線・ケーブル製
造で培った“つなぐ”テクノロジーで
くらしと社会に製品を届けてきた株
式会社フジクラ。江東区木場にある本
社ショールームで130年以上続く企業
の歴史や技術を学び、深川の新しい魅
力を再発見！また、都心では数少ない自然共生空間である「フジクラ 
木場千年の森」も見学します。
時□5/17・31、6/13 水・木曜 14：00～15：30
数□3回　場□古石場文化センター ほか
対□20名　￥□500円・100円　師□株式会社フジクラ No.240020

NEW  深川まちのマイスター 株式会社フジクラ 古石場

フジクラ 木場千年の森

豊洲地域の情報誌を一緒につくりませ
んか。参加者で企画会議を行い、グルー
プに分かれて取材、記事を作成・編集し
ます。変貌著しい豊洲地域ならではの
ミニコミ誌を発信しましょう。最終日
には「冊子」として印刷・発行し、区内の
各文化センター等で配架する予定です。
時□5/12～12/1 土曜 10：00～12：00　数□10回　場□豊洲文化センター
対□18名　￥□2,000円・なし
師  □元サンケイリビング新聞社編集長、LETS（リビング・エディターズ・ト
レーニング・システム）講師 向山奈央子 No.240113

NEW  区民協働事業 「みんなでつくるミニコミ誌」 豊洲

ミニコミ誌「ぶらり豊洲」2017

全国200ヶ所以上の絵地図を制作した美
江さん。その経験を生かし「まち歩き」の
達人に。なにげない街角も美江さんにか
かれば楽しい発見の連続です。好奇心旺
盛の美江さんと一緒に「まち歩き」をしま
しょう。
時□5/2～9/4 火・水曜 10：00～12：00
数□前期3回
場□京橋・八重洲、深川、日比谷・有楽町
対□10名（30名）　￥□3,300円・700円
師□絵地図師、散歩屋 高橋美江 No.240013

 東京下町散歩 ～美江さんと一緒に歩く～ 砂町

まちあるきの様子

5/2（水） 京橋・八重洲

7/10（火） 深川

9/4（火） 日比谷・有楽町

区民参加・ボランティア

江東区の魅力を英語で伝えるノウハウを
学びます。あなたの英語力を地域で役立て
ませんか。講師には、長年にわたり各種観
光通訳ガイドの養成に携わってきた、根岸
正先生をお迎えします。講座終了後は、ボ
ランティアグループ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□5/12～9/22 隔週土曜 10：00～12：00
数□10回　場□江東区文化センター ほか　対□20名
￥□12,000円・1,000円　師□通訳案内士 根岸正・佐藤道子 No.240100

NEW   江東区英語ボランティアガイド養成講座 東陽町

亀戸天神や深川江戸資料館等で
実習を行います

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。
オリンピックはこの江東区でも行わ
れます。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□5/12～10/20 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　￥□9,400円・1,000円
師□江東区文化観光ガイドの会会長 中尾正文 ほか No.240024

NEW   江東区文化観光ガイド養成講座 初級Ⅰ 古石場

鑑賞・教養

400年以上の歴史を持つ日本
の伝統芸能「歌舞伎」を事前講
義を受けた後に歌舞伎座で鑑
賞します。
時  □5/17、7/12 木曜 
【講義】14：15～15：45 
【鑑賞】16：30～21：00（目安）
数□2回
場□歌舞伎座（中央区銀座）
対□60名　￥□3,500円・12,500円（3階A席チケット代含む）
師□松竹株式会社演劇営業部演劇ライツ室派遣講師 No.240073

NEW  芸術鑑賞講座「歌舞伎」 東陽町

歌舞伎座 Ⓒ松竹（株）

近年注目されている、葛飾北斎の娘・
応為。父の才能と破天荒な性格を受
け継いだ彼女の魅力に迫ります。
時  □5/14、6/11、7/9、8/27、9/9 月曜 
19：00～20：30 ※9/9は日曜午後

数□5回
場□古石場文化センター ほか　対□25名
￥  □5,500円・200円 
（別途交通費・すみだ北斎美術館入館料がかかります）
師  □太田記念美術館主席学芸員 日野原健司 
すみだ北斎美術館学芸員 五味和之 ほか No.240016

NEW  をんな北斎 葛
かつ

飾
しか

応
おう

為
い

 古石場

葛飾応為「吉原格子先之図」
（太田記念美術館蔵）

3万～4万もあると言われる城のうち、
日本100名城・続日本100名城と認定さ
れた城があります。本講座では続日本
100名城を中心に講義、現地見学を実
施し、城郭や時代によって変貌する城
等の役割を学びます。現地見学は菅

すが

谷
や

館
やかた

（埼玉県）と本
もと

佐
さ

倉
くら

城
じょう

（千葉県）です。
時□5/31、6/14、7/5 木曜 19：00～20：30、6/9 土曜・7/1 日曜 10：00～11：30
数□5回　場□砂町文化センター ほか
対□34名　￥□6,000円・300円（別途交通費がかかります）
師□城郭ライター、編集者 萩原さちこ No.240027

NEW  わくわく!! 城講座 ～続日本100名城の歩き方～ 砂町

本佐倉城跡

江東区を流れる川の歴史を学び、和船、
カヌー、ドラゴンボートを自分で漕ぎな
がら水辺から江東区を観察します。
※不安定な場所での作業があります
ので体力に自信のある方が対象です。
時  □5/27、6/10、7/8・29、8/26 
日曜 13：00～16：30（予定）

数□5回　場□中川船番所資料館 ほか　
対□16名　￥□6,000円・2,000円（保険代）
師  □中川船番所資料館職員 久染健夫、和船友の会、 
大島カヌー散歩倶楽部、東京龍舟 No.240096

カヌー（7/8・29）

和船（6/10） ドラゴンボート（8/26）

NEW  水辺から見る江東区 ～人力船で進もう!～ 東大島

日本の伝統文化のひとつである「花火」。夏の代
表的な風物詩として、人気の高い花火を短期集
中講座として学びます。
時□6/23、7/7・21 土曜 14：00～15：30
数□3回　場□砂町文化センター ほか
対□25名　￥□2,200円・300円
師  □公益社団法人 日本煙火協会専務理事 
河野晴行 ほか

No.240014

NEW  花火の魅力 ～日本の伝統文化～ 砂町

江東花火大会

6/23（土） 花火の歴史と日本の花火の特徴について

7/7（土） 花火の製作工程や役割について

7/21（土） 両国花火資料館見学会

今年の秋、ノルウェーを代表する画家エドヴァルド・ムンクの代表作
「叫び」などを紹介する展覧会「ムンク展」が東京都美術館で開催さ
れます。ムンクの生涯と作品を振り返り、展覧会の見どころも紹介し
ます。
時  □5/22～7/3 火曜 
19：00～20：40

数□4回　場□亀戸文化センター
対□20名　￥□6,000円・300円
師□帝京大学教授、群馬県立近代美術館館長 岡部昌幸

 No.240134

NEW  ムンクの世界 ～「叫び」の画家の数奇なる生涯と作品～ 亀戸

5/22（火） 西洋美術の流れ

6/5（火） 世紀末芸術・
表現主義について

6/19（火） ムンクの生涯と作品

7/3（火）「ムンク展」（東京都美術館）の紹介

俳優のセリフ、監督のインタビュー
…。映画のまわりには印象的な

「コトバ」が数多くあります。小津
安二郎監督作品はもちろん、さま
ざまな映画から「コトバ」を選び
抜きました。
時  □5/12、6/9、7/14、9/1・29 
土曜 14：00～15：30

数□5回　場□古石場文化センター　対□25名　￥□5,500円・300円
師□文筆業 米谷紳之介
 No.240019

NEW  コトバで巡る名作シネマ 銀幕には名言、箴言があふれている 古石場

TBSテレビでアナウンサー・解説員として活躍
されていた柴田秀一氏をお迎えして国内外の
ニュースを分かりやすく解説します。ニュースを
糸口に複雑な現代社会情勢を読み解き、現代に
暮らす活きるヒントを見つけます。
時□4/22、5/13・20・27、6/3 日曜 10：30～12：00
数□5回　場□古石場文化センター
対□30名　￥□6,000円・100円
師□日本大学法学部教授、元ＴＢＳアナウンサー・解説委員 柴田秀一
 No.240021

NEW  柴田秀一の要点がわかる現代ニュース講座 古石場

講師：柴田秀一

時代の移り変わりとともに女性にとっての俳句にも変
化がありました。本講座では、明治から現代までの間
に活躍した女性俳人たちを取り上げ、詠まれた句を鑑
賞しながら、その魅力を探っていきます。
 時 □5/19～7/21 土曜 14：00～15：30
数□3回　場□砂町文化センター
対□30名　￥□3,000円・100円
師□「藍生」会員 髙田正子

 No.240051

NEW  俳句鑑賞講座「女流の俳句」 砂町

講師：髙田正子
（「藍生」会員）

5/19（土）
4Tと呼ばれた女性俳人たち
中村汀女・星野立子・
橋本多佳子・三橋鷹女

6/16（土）
女性俳人の草分け
長谷川かな女と杉田久女、
竹下しづの女の功績

7/21（土） 昭和～平成へ
俳壇を彩る女性俳人たち

史跡や名物有名店などの生活遺跡をイラ
ストでまとめたNEWマップが完成。新旧
の魅力がたっぷりの亀戸をご紹介します。
〈主な内容〉
● くねくね道から見えてくる 
～亀戸の歴史・神仏
● 跡地・記念碑が伝える～亀戸の産業　●亀戸散策（3回）
時□5/13・27、6/10・17、7/1 日曜 10：30～12：00
数□5回　場□亀戸文化センター ほか　対□25名　￥□4,000円・200円
師  □亀戸まちのサポーター会議メンバー 
中川船番所資料館 久染健夫 No.240135

NEW  亀戸イラストマップでご案内 ～亀戸の魅力 亀戸

Ⓒ 沖山潤 作画

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  □5/27 日曜 
【講義】9：40～10：30　【鑑賞】11：00～（第1部） 
9/9 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□50名　￥□2,200円・12,700円（チケット代含む）
師□国立劇場文楽出演者 ほか No.240054

NEW  芸術鑑賞講座「文楽」 東陽町

5月文楽公演より
「本朝廿四孝」

『ヴェニスの商人』は肉1ポンドをめぐる裁判の
場面が有名な喜劇ですが、よく読んでみると楽
しいだけではなく、現代社会における宗教や結
婚の問題なども鋭く問いかけています。本講
座では舞台や映画の映像を観ながら、翻訳を
中心に深読みし、その面白さを堪能していただ
きます。
時□6/14・28、7/12・26、8/9 木曜 14：00～15：30
数□5回　場□亀戸文化センター
対□30名　￥□4,000円・200円
師□早稲田大学教授 冬木ひろみ No.240087

NEW  じっくりシェイクスピア ～『ヴェニスの商人』を読む～ 亀戸

シェイクスピア肖像画

「もったいない」キモチを大切にしながら、使わな
いモノ、手ばなすモノを見定め、スッキリできる
お片づけの秘訣を楽しく学びます。新しい自分
づくり・生前整理・子供のしつけ・家庭円満にも、
お片づけの一歩から幸せ度を高めましょう！
時□5/15～7/24 火曜 14：00～15：30
数□6回　場□亀戸文化センター
対□20名　￥□5,500円・300円
師□減災・備災＆整理収納センスUpトレーナー 橘田えみ
 No.240114

NEW幸せを運ぶ お片づけ術 亀戸

開業60年を迎える東京タワー。昭和から平成まで、
東京のシンボルとして輝くその魅力に迫ります。
時□5/10～7/5 隔週木曜 14：00～15：40
数□5回　場□江東区文化センター ほか　対□25名
￥  □5,700円・200円 
（別途入館料がかかります）
師  □コラムニスト 
泉麻人 ほか

No.240074

NEW  東京タワーの60年 東陽町

5/10（木） 東京タワーを知る！／鮫島敦（老舗ジャーナリスト）

5/24（木） 東京タワーの建設／竹中工務店

6/7（木） 東京タワーと昭和時代／泉麻人（コラムニスト）

6/21（木） 東京タワーの造形美／水野雄介（写真家、プロデューサー）

7/5（木） 東京タワーに行こう！（現地講義・見学）／
日本電波塔株式会社

Licensed by
TOKYO TOWER

亀戸にある個性豊かなお店を
紹介する人気シリーズ。今回
は「ギャラリー凛」を取り上げ
ます。

「ギャラリー凛」は、日々の生活
に欠かせない食に関するさま
ざまな器や雑貨を取り揃えています。ギャラリーの成り立ちやコン
セプト、こだわりの作家作品等をご紹介します。
時□5/17、5/24 木曜 10：30～12：00
数□2回　場□ギャラリー凛（亀戸5丁目）　対□20名　￥□500円・なし
師□「ギャラリー凛」店主 大山祐佳里 No.240133

NEW  亀戸まちのマイスター 「ギャラリー凛」 亀戸

ギャラリー凛

砂町及び周辺地域にある、すぐれた
「イッピン」の一部を紹介します。本
講座では、歴史や、商品の説明など
の講義のほか、2回の現地見学も行
います。
時□5/28～7/23 月曜 19：00～20：30
※6/21は木曜13：30～15：00
数□5回　場□砂町文化センター ほか
対□20名　￥□1,000円・1,200円
師□㈱宮崎製糖代表取締役 宮崎文幸 ほか
 No.240057

NEW  砂町のイッピン 砂町

5/28（月） 含蜜糖の魅力（宮崎製糖）

6/11（月） お酢の魅力（横井醸造工業）

6/21（木） 工場見学（横井醸造工業）

7/9（月） ベッドと眠り
（パラマウントベッド）

7/23（月） ショールーム見学
（パラマウントベッド）

詩や絵本、物語をもう一度読み込むことで見えてくる
ことばの魅力を探っていきましょう。
時  □6/30～9/22 土曜 
13：30～15：00

数□3回　場□総合区民センター
対□30名　￥□3,000円・300円
師  □絵本作家、詩人 石津ちひろ 
日本児童文学者研究会会員、 
評論家 米田久美江
 No.240095

NEW  絵本と朗読と物語 ～ことばにふれるということ～ 区民

6/30（土） 幼い時の言語感覚を取り戻そう
（講師：米田久美江）

7/28（土） 言葉で広がる豊かな感性
（講師：米田久美江）

9/22（土）
〈絵本の楽しみ ことばの愉しみ〉
～石津ちひろのワークショップ～
（講師：石津ちひろ）

石津ちひろ
Ⓒ 黒澤義教

親子で楽しめる
サムライ・チャンバラ

魅力の国
フランス再発見 !

点心料理教室
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NEW53講座

3/10（土）
受付開始

受講生募集 全 11ジャンル、区内 8 施設で実施!

グラスアート入門
～ 手軽にステンドグラスの 
雰囲気を～

地域理解
散策

区民参加
ボランティア

鑑賞
教養

国際理解
語学

書道
絵画

文学
歴史

こども
親子

趣味
実用

手芸
工芸

ダンス
健康

音楽
演劇



国際理解・語学 （英会話は特集4面をご覧ください）

ノーベル文学賞に輝いたカズオ・イシグロ。5歳で渡
英するまで長崎で過しました。彼が伝えたい普遍
的な時空を超えた問題提起について、いくつかの
代表作の中から解説を交えて考察していきます。
〈主な内容〉
●全イシグロ作品を語るための視点
● 複製された日本とイギリス～『日の名残り』 ほか
時□5/14・28、6/11・25 月曜 19：00～20：30
数□4回　場□砂町文化センター
対□25名　￥□3,600円・300円
師□神田外語大学非常勤講師 日吉信貴 No.240039

NEW  カズオ・イシグロ ～作品から知る世界～ 砂町

「日の名残り」
早川書房カズオ・イシグロ

著書 表紙より

食・芸術・生き方などの文化をとおして、歴
史・社会的背景と共にフランスの魅力を再発
見します。ティータイムやフランス語ワンポ
イントレッスンがあります。
時□5/31～7/12 木曜 19：00～20：30
数□4回　場□江東区文化センター
対□30名
￥□5,500円・700円（資料、茶菓子代）
師  □フランス政府公式機関アンスティ
チュ・フランセ東京派遣講師 
河合恵美、ガエル・フレネアル No.240075

NEW  魅力の国フランス再発見! 東陽町

凱旋門　花の都パリ !

5/31（木） フランス・ガストロノミー
（美食）の歴史と魅力

6/7（木） 芸術の国フランスを知る

6/21（木） 自由・平等・友愛の国の
今昔物語

7/12（木） フランス人の習慣・生き方

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□5/23～8/29 水曜 14：00～15：30
数□前期6回　場□亀戸文化センター
対□30名　￥□7,000円・300円
師  □都立日比谷 
高等学校講師 
 武井一 ほか

No.240136

NEW  教養コリア 亀戸

5/23（水） 韓国とは ～南北朝鮮、地域区分

6/13（水） 著書『夢のあとさき』と反日の構図（予定）
ゲスト講師：黒田福美（俳優）

7/4（水） 韓国の地理 ～気候、地形、地震～

7/25（水） 韓国の言葉 ～韓国語、ハングル 日本語との関係～

8/8（水） 韓国人の考え方 ～壇君神話、仏教、儒教～

8/29（水） 韓国の風俗 ～伝統行事～

1年間（34回）を通して、実際に日本語教室で指導
するための実践的な指導法をテキスト「みんなの
日本語Ⅰ・Ⅱ」をベースに学んでいきます。
はじめて日本語教育に触れる方はもちろん、既に
経験がありブラッシュアップをお考えの方もお
待ちしています。
時□5/9～10/17 水曜 19：00～20：30
数□17回　場□江東区文化センター
対□25名　￥□18,000円・5,500円
師□武蔵野大学教授 村澤慶昭
 No.240067

NEW  はじめから学ぶ日本語の教え方 ～ボランティア教師デビューを目指して～ 東陽町

講師：村澤慶昭

英語を読む・書く・聞く・話す力のスキルアップの
ために、英語の基本ルールである英文法を総ざ
らいします。使用テキスト「シグマ基本問題集　
高校英語」（文英堂）※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□5/12～7/14 土曜 9：15～10：45
数□10回　場□江東区文化センター
対□50名　￥□6,000円・2,000円
師  □ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 
ディレクター 岡田信彦

 No.240078

NEW  英文法を学ぶ 東陽町

使用テキスト

問題演習を通じて、①TOEIC®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。ETS公認の公式問題集を使用します。使用テキスト「公式
TOEIC®Listening&Reading問題集3」（一般財団法人国際ビジネス
コミュニケーション協会）※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。※TOEIC®はエデュケーショナル・テス
ティング・サービス（ETS）の登録商標です。
時□5/12～7/14 土曜 11：00～12：30
数□10回　場□江東区文化センター　対□50名　￥□6,000円・4,000円
師□ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ディレクター 岡田信彦
 No.240079

NEW  公式問題集で学ぶTOEIC® 東陽町

中国語はビジネスを含め、活用の場
が増えています。本講座は中国語学
習のポイントとなる発音や実践的な
会話練習を中心に基礎から1年間学
んできました。中国語の勉強をやり
直したい学習経験のある方が対象
です。
時□5/8～10/16 火曜 19：00～21：00　数□前期17回
場□森下文化センター　対□若干名（20名）　￥□17,000円・2,600円
師□ディラ国際語学アカデミー派遣講師
 No.240043

 初級中国語 森下

講座風景

「おもてなし中国語」講座が3年目を迎え「ステップアップ初級クラ
ス」へとレベルアップ。発音記号や数字が読める、少し中国語を学ん
だことのある方向けの講座です。オリンピックに向けて、コミュニ
ケーションが取れるように学んでみませんか。場面ごとに必要な応
対表現、習慣や国民性なども合わせて学んでいきます。
〈主な内容〉 ●疑問文を使った一問一答、場面別の表現 ほか
時□5/11～10/5 金曜 19：00～21：00
数□前期17回　場□豊洲文化センター
対□10名（20名）　￥□17,000円・2,600円
師□ディラ国際語学アカデミー派遣講師 張小兵
 No.240037

 おもてなし中国語 ステップアップ初級クラス 豊洲

ハングルを1年間学んだ経験
者のクラスです。ハングル文
字の読み書きができ、挨拶や
自己紹介、定型表現を話すこ
とができる方が対象です。
時  □5/11～10/5 金曜 
19：00～21：00

数□前期17回　場□森下文化センター
対□若干名（20名）
￥□17,000円・2,400円
師□ディラ国際語学アカデミー派遣講師 No.240046

 初級韓国語 森下

講座風景

書道・絵画

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

時□4/11～9/12 水曜 19：00～20：30
数□前期17回　場□総合区民センター
対□5名（25名）　￥□14,500円・4,500円
師□毎日書道展会員 帯向芳園 No.240088

 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8年（1779）に御家流書道指
南・岡崎屋勘六が確立したといわれ
ます。伝統ある「江戸文字」を個々人
に合わせた指導で、基礎から学びます。
時□5/16～10/10 水曜 19：00～20：30　数□前期10回　
場□豊洲文化センター
対□10名（25名）　￥□17,000円・6,500円
師□勘亭流家元二代目荒井三禮直門 荒井三鯉 No.240033

  江戸文字教室 ～勘亭流～ 豊洲

国立劇場
初芝居口上看板（平成21年）

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。
時□4/26～9/27 木曜 19：00～20：40
数□前期10回　場□砂町文化センター ほか
対□若干名（20名）
￥□12,000円・2,000円（別途道具代がかかります）
師□サロン・ド・パリ会員 菅野たみお No.240028

 スケッチ教室 ～水彩画を楽しむ～ 砂町

講師作品

文学・歴史

今なお多くの人々を惹き付けてやまぬ太
宰治。彼の最大の魅力であるユニークで力
強い名言に焦点を当てて、太宰文学の本質
に迫ります。ゆかりの地、三鷹も訪れます。
時□5/31、6/14・28、7/12 木曜 15：00～16：40
数□4回　場□砂町文化センター ほか
対□22名　￥□4,800円・200円
師□法政大学文学部教授 田中和生 ほか

 No.240042

NEW  太宰に学べ ! ～名作・隠れた傑作から読む 太宰治の言葉～ 砂町

青森県五所川原市蔵

今年は、明治維新150年です。この時代を、江東区
周辺と庶民の視点に重点をおきながら、江戸時代
後期から明治時代までを探ります。時代を見つめ
た浮世絵師・小林清親や、明治江東人物伝「江東区
ゆかりの人物」、江戸無血開城の真実を取り上げま
す。見学会もあります。
時□5/19、6/2・23・30、7/21 土曜 14：00～15：40
数□5回　場□豊洲文化センター
対□30名　￥□3,600円・150円
師□東洋大学文学部教授 岩下哲典 ほか No.240111

NEW  明治維新150年 江東維新発見伝 豊洲

講師：岩下哲典

プロの演奏家が、日本の伝統楽器
「箏」の弾き方をやさしく教えます。
時  □5/12～9/22 土曜 
①9：30～10：30、②10：40～11：40

数□前期18回　場□古石場文化センター
対  □小学3年生～中学生 
① ②各5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、金子博詩
 ① No.240025 ② No.240026

 こどものためのお箏教室 （協力講座） 古石場

教育課程にも組み込まれた伝
統音楽。その代表的な楽器であ
る三味線を習ってみませんか。
日本文化に興味を持つきっか
けにもなります。
時  □5/20～9/30 日曜 
【前半クラス】14：00～15：00 【後半クラス】15：00～16：00
数□前期10回　場□亀戸文化センター　対□小学3年生以上若干名（16名）
￥□13,800円・8,000円 ※「三味線」はレンタル品を使用
師□一般社団法人長唄協会派遣講師 No.240108

 こどものための三味線教室  亀戸

こども・親子 ※年齢・学年の対象日は、平成30年4月1日時点です。

ベビーマッサージを通して、赤ちゃんとの触れ
合い方を身につけます。この講座では、基礎から
実践までを楽しく学びます。
時□5/18・25、6/8・15・22 金曜 10：30～11：30
数□5回　場□古石場文化センター
対  □講座開始日（5/18）に生後2か月～1歳 
（ハイハイ前）までの赤ちゃんと母親15組 ※男性参加不可
￥□4,100円・1,000円
師  □ロイヤルセラピスト協会指定スクール 
「HAPPYベビマ」認定講師 小池浩代 No.240015

NEW   ～ママと赤ちゃんのHAPPYタイム～ 
ベビーマッサージ 古石場

講師：小池浩代

クレヨンを使って大画面に落書きをしたり、新聞
紙を使った遊びなど、様々な造形にチャレンジ
します。造形を通じてこどもの心の発育や表現
を知り、上手にこどもと接する方法も学びます。
※ こどもに絵画技術を教える内容ではありません。
※こどもだけの受講はできません。
時□5/27、6/24、7/22  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（親子1組）
師□東京学芸大学准教授 石井壽郎 No.240029

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

時代劇でみる殺陣（たて）を実際に体験できま
す。こどもは礼儀作法、挨拶なども学べ、大人は
体を動かしてリフレッシュ！練習を振り返って
親子の話も弾みます。動きやすい普段の服で、
道具はレンタルなので、手ぶらで参加OK！
時□6/10～7/29 日曜 15：00～16：30
数□7回　場□古石場文化センター
対□小学3年生以上のこどもとその保護者12組
￥  □19,000円・3,800円 
（別途道具レンタル代がかかります）
師□芸道殺陣「波濤流」高瀬道場師範 多加野詩子 No.240023

NEW  親子で楽しめるサムライ・チャンバラ 古石場

講師：多加野詩子

ご自身も小学6年生の息子さんを子育て中の、
カナダ出身の講師が、伝統や風俗、文化や習慣
について、優しく楽しくお話しします。講義だ
けでなく、調理実習なども予定しています。
時□6/16、7/21、8/18、9/15 土曜 13：30～15：00
数□4回　場□総合区民センター
対□小学校高学年のこどもと保護者12組
￥□5,000円・2,000円
師□明治学院大学講師 ニール・ウォーカー
 No.240098

NEW  ニール先生の親子で学ぶ国際交流 区民

ニールさん親子

初心者対象クラスです。年齢、経験に応じて3クラスに分かれてレッ
スンを行います。
※募集はAクラス（15：00～15：50）です。
時  □4/25～10/3 水曜 
【A】15：00～15：50 【B】15：50～16：40 【C】16：40～17：40
数□前期17回　場□砂町文化センター
対□4歳～小学3年生15名（54名）
￥□12,000円・なし
師□石井清子バレエ研究所教師 永田明日香、中島郁美
 No.240012

 こどもバレエ教室 砂町

バレエは世界中で踊られている、伝統的なダンスです。年齢・経験によ
り、4クラスに分けてレッスンします。※募集はA・B・ポワントクラスです。
時  □5/12～10/13 土曜  【A】13：00～13：50 【B】13：50～14：40 

【C】14：40～15：40 【ポワント】15：45～17：05
数□前期15回　場□総合区民センター（8月より東大島文化センター）
対  □【A】【B】4歳～小学4年生若干名（各20名） 
【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）
￥□10,000～14,200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.【A・B】240003 【ポワント】240005

 こどものためのクラシックバレエ 東大島

踊りの好きなこどもたち集まれ！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。
時□4/17～9/18 火曜
数□前期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
 No.【A】240017 【B】240011

 ジュニア・ダンスミックス 東陽町

舞台発表の様子

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、笑顔やチームワークを大
切にするチアスピリットやリズム感などを身
につけていきます。10月のイベントや3月の成
果発表会をめざして元気いっぱい踊りましょ
う。（組体操や側転など、難しい動きは行いません）
時□5/17～10/11 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20名（40名）　￥□12,000円・1,000円
師□㈱WING DANCE PROMOTION 髙久美佳子 ほか No.240050

 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

日本の伝統楽器のひとつ「鼓（つづみ）」。み
んなで息を合わせて「ポン」と打つ気持ち
良さ、触れる機会の少ない楽器です。7/8
（日）のはねかめまつりで発表会を行う予
定。服装は自由ですが、正座ができるもの。 
〈主な内容〉 ● 小鼓の練習 ●発表会
時  □5/12～7/28 土曜 14：00～15：30　数□前期10回
場□亀戸文化センター　対□小学2年生～高校生10名（10名）　
￥□12,500円・1,500円 ※「鼓」はレンタル品を使用
師□一般社団法人千人鼓の会講師 入澤登志江 ほか No.240132

 ジュニアのための小鼓教室 亀戸

初心者の方から受講していただけま
す。「書」に関する知識、楽しさを深め
ながら技術の向上を目指します。一人
ひとりの経験・技量にあわせたお手本
を使い、わかりやすく丁寧に指導します。
時□5/10～10/4 木曜 18：30～20：00
数□前期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.240031

 書道教室 東陽町

講師作品

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E・L・カニグズバー
グ作の『From the Mixed-up Files of Mrs.Basil 
E.Frankweiler』（邦題：クローディアの秘密）です。
※英会話講座ではございません。
時□5/12～10/6 土曜 14：00～15：30
数□9回　場□豊洲文化センター
対□20名　￥□11,000円・1,400円
師□中央大学講師、翻訳家 斉藤美加 No.240040

NEW  英語で読む児童文学 豊洲

使用予定テキスト

五・七・五・七・七のリズムにあわせて日常を切り
取り短歌を詠んでみませんか。今まで短歌を詠
んだことがない方でも無理なく創作できるよう、
現代短歌の鑑賞や課題詠に取り組みます。年代
を問わず、自分を見つめなおす時間を作りません
か。講座終了時には作品集を発行する予定です。
時□5/16～9/26 水曜 19：00～20：30
数□前期8回　場□江東区文化センター
対□若干名（20名）　￥□11,100円・500円
師□「短歌人」編集人 藤原龍一郎 No.240030

 短歌のたのしみ ～現代短歌の鑑賞と実作～ 東陽町

作品集

講師はドラマの実践的な指導法を日本に
紹介し、小中学校の課外活動・劇団・大学等
でドラマ教育を教えてきました。「英語ド
ラマ教室」は、ドラマを通してコミュニケー
ションと表現の力を豊かにし、身体と声と
心の力で英語をキャッチするクラスです。
レッツ・エンジョイ・アンド・プレイ・ドラマ！
※英語学習や英会話教室ではありません。詳細はお問合せください。
時□5/6～9/30 日曜 10：00～12：00　数□前期10回
場□亀戸文化センター　対□小学3年生～5年生20名　￥□13,000円・200円
師□東京学芸大学名誉教授・演劇学 小林志郎 ほか No.240109

NEW  ジュニアのための英語ドラマ教室 亀戸

ドラマを演じて楽しく!
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お申込み期間 3月10日（土）～3月24日（土）
お 申 込 み実施するセンターへお申し込みください …………………………………………………………
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

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

亀戸文化センター ☎5626-2121 
 FAX5626-2120
 ☎3681-6331 
 FAX3683-0507
東大島文化センター仮事務所
（総合区民センター内）



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。

4月より
リトミック新クラスが
スタート!

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

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

13：30開場
14：00開演

前売1800円3/31土
都営新宿線・半蔵門線
住吉駅 A4出口 徒歩4分

鋭く乾いた音色のフラメンコギター
重厚で豊かな音色のバンドネオン
二つの響きを素晴しいホールで...

【ご予約・お問合せ】宮川明フラメンコギター教室 tel/fax03-3878-8077
☎090-8491-6364 akiramiyakawa@ezweb.ne.jp

フラメンコギター&バンドネオン
ティアラこうとう・小ホール

宮
川
明

小
川
紀
美
代

趣味・実用

本場の点心を家庭で作りやすいレシピで紹介します。
時□5/15～9/18 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

ティンタイホン

泰豐点心師、 
現医療法人財団明徳会 
総合新川橋病院栄養科 
専門調理師 丸山勇治 
医療法人財団明徳会 
総合新川橋病院栄養科 
専門調理師主任 齋藤雅博 No.240093

NEW  点心料理教室 区民

5/15（火） 揚げ焼き餃子・、餡かけ蟹チャー
ハン、ミルク白玉団子

6/19（火） 小籠包、麻婆豆腐、胡麻プリン

7/17（火） 王冠焼売、海老マヨ、
馬拉（マーラーカオ）

8/21（火） 葱油餅、海鮮餡のかた焼きそば、
ココナッツ饅頭

9/18（火） 水餃子、蒸し鶏、酒饅頭

餡かけ蟹チャーハン

旬の魚を使った料理を作ります。回によっ
て1人1尾～2尾さばき、かつおは、さくを使
用します。
時□5/18～9/21 金曜 18：30～20：30
数□5回　場□総合区民センター
対□24名　￥□6,800円・6,000円
師  □元女子栄養大学 
生涯学習講師 
小山朝子 ほか

 No.240094

NEW  旬の魚介料理（春～秋編） 区民

5/18（金） にじます（つぼ抜き、のぼり串のうち方、味噌田楽）

6/15（金） いか（さばき方、わた焼き、和え物、いかめし）

7/20（金） あじ（三枚おろし、なめろう、アジのソテー甘酢あんかけ）

8/24（金） かつお（さくを使ってたたき、ユッケ、和風ステーキ）

9/21（金） さんま（さばき方、蒲焼、つくね焼き）

調理例

初めての方にも、おいしく作りやすいお菓子作りを学
びます。季節の果物や野菜を使います。毎回違ったテ
イストでお菓子とお茶の時間を楽しみましょう。
時□6/7～8/2 木曜 13：00～15：00
数□3回　場□総合区民センター
対□24名
￥□4,000円・3,000円
師  □フードコーディネーター、 
江戸東京野菜コンシェルジュ 
高野美子 ほか

 No.240097

NEW  はじめてのお菓子入門講座 区民

6/7（木） 季節果実のマフィン&紅茶

7/5（木） 杏仁酥（アーモンドクッキー）
&杏仁豆腐&中国茶

8/2（木） 季節野菜の和テイストスイーツ
&日本茶

杏仁豆腐
～白木耳とクコのシロップ～

私たちが利用している地下鉄には、驚き・なる
ほどがたくさん詰まっています。今回、地下鉄
の始まり、都営地下鉄路線図の秘密、運転士の
日常など、各分野のエキスパートをお招きし、
地下鉄の世界を広く、深～く学びます。きっと
誰かに話したくなる?? 地下鉄関連施設の見学も予定しています。
時  □5/20、6/17、7/8、9/9、10/14 日曜 10：00～11：30 
※9月の日程は変更になる場合があります。

数□5回　場□森下文化センター ほか　対□20名　￥□4,500円・500円
師  □（公財） 鉄道総合技術研究所情報管理部担当部長 小野田滋 
グラフィックデザイナー 大西幹治 ほか No.240101

NEW  深堀! 地下鉄を極める 森下

開業時の東京地下鉄銀座線

大人気「ゆる登山」シリーズ著者の西野淑子先
生と一緒に、山の歩き方・楽しみ方を学びます。
実際に高尾山や陣馬山、鳩ノ巣渓谷といった
人気のルートにも行きます。あなたも、「ゆる～
く、楽しい」山歩きライフを始めてみませんか。
時  □【講義】5/31、7/12、8/30 木曜 14：00～15：30 
【外出】6/7、7/26、9/6 木曜 10：00～15：00（予定）
数□6回　場□豊洲文化センター、高尾山 ほか
対□25名　￥□4,500円・300円（別途交通費がかかります）
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.240110

NEW  山に行こう! 「ゆる登山」の楽しみ方 豊洲

陣馬山山頂

映画にまだ「音」がなかった時代、日本では「活
動写真弁士」が内容の説明をしていました。文
化庁映画賞（映画功労部門）を受賞し、雑誌「文
藝春秋」の「日本を代表する女性120人」に選出
された活動弁士の第一人者が、弁士に興味を
持った方へ直接指導する講座です。
時  □5/22～10/21 火曜  19：00～20：30 
※10/21は発表会・日曜午後

数□7回　場□古石場文化センター
対□20名　￥□11,000円・2,100円
師□活動写真弁士 澤登翠 No.240022

NEW  澤
さわ

登
と

翠
みどり

の弁士にチャレンジ! 古石場

講師：澤登翠

プロの漫画家によるマンガの描き方実践教室です。
初心者と経験者で教材を変えて指導します。初心
者の方は道具の使い方、ベタ塗り、トーンの貼り方
など基礎技術を学びます。独学で勉強してきた方
には今まで以上にテクニックを学ぶチャンスです。
〈主な内容〉 ●効果音（描き文字）
●小道具描写 ●建物描写（家屋） ほか
時□5/12～10/27 土曜 14：00～16：00　数□前期10回
場□森下文化センター　対□小学5年生以上10名（20名）
￥□14,000円・700円（道具類は各自で用意）
師□漫画家 江波じょうじ No.240048

 プロに学ぼう! マンガ道場 森下

講師作品

昨年度好評だった盆栽講座が存続希望の声に応
え、協力講座として開講します。器に配置すると
きの向きや枝の剪定など、独学では会得しがたい
感覚・感性を磨き、盆栽の世界に浸ってみません
か。盆栽に造詣が深いながらも親しみやすい講師
の人柄も人気です。初歩からしっかり学べます。
時□5/20、6/17、7/15、9/16、10/21 日曜 10：00～12：00
数□前期5回　場□森下文化センター
対□5名（20名）　￥□9,000円・12,700円
師□西林soboku主宰 橋口りか
 No.240103

 季節の盆栽 （協力講座） 森下

講師作品 正月飾り

福島県・大堀相馬焼の伝統工芸士である講師
が、手びねりの技法からスタートして、絵付
けまでを指導します。世界でひとつだけのお
気に入りの作品づくりにじっくりチャレンジ
しましょう。
時□5/20、6/17、7/15、8/19 日曜 13：30～15：30
数□4回　場□江東区文化センター
対□25名　￥□4,000円・3,000円
師□大堀相馬焼伝統工芸士 長橋明孝 No.240068

NEW   はじめての陶芸教室 （協力講座） 東陽町

講師：長橋明孝

手芸・工芸

七宝焼きは窯に入れるとあっという間に焼けるので、融
ける温度の違いを学んで何回か焼くと初心者でも美し
いオリジナル作品を作れます。同じ素材でみんな違う作
品になるのも面白く、とても簡単で楽しい七宝焼きの魅
力を体験してみませんか。1回につき1作品を作成します。
時□5/16～10/17 水曜 10：00～12：00
数□6回　場□森下文化センター　対□15名
￥□6,000円・6,000円
師□七宝焼き教室講師 小林由美 No.240105

NEW   七宝焼きで素敵なアクセサリー （協力講座） 森下

講師参考作品

ゆっくりとしたヨガのポーズと呼吸法で心身をほぐ
します。ストレス解消にも役立つヨガです。
〈主な内容〉 ●ヨガの呼吸法
●肩周りをほぐす
●身体全体を伸ばす
時□4/20～9/7 金曜 18：45～20：00
数□前期17回　場□総合区民センター
対□5名（30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.240089

　健康のヨガ 区民

ダンス・健康

体を柔らかくしたい方や、運動能力に自信
のない方でも無理なくできるよう床のスト
レッチを中心に有名な演目の曲などを使っ
て楽しくレッスンします。プロのバレエダン
サーが指導のストレッチを続けることで、美
しい姿勢とプロポーション、健康な肉体を目
指しましょう。自由なレッスン着でご参加く
ださい。（女性限定）
時□5/20～10/28 日曜 10：30～11：30　数□前期15回
場□森下文化センター　対□20名　￥□15,000円・なし
師□東京シティ・バレエ団派遣講師 西澤美華子 ほか No.240102

NEW  大人のバレエストレッチ 森下

バレリーナが毎日行うエクササイズと
バレエの基本を習得しながら、美しく
健康な身体作りをします。女性限定。
時  □4/24～10/2 火曜 
ビギナークラス13：00～14：30

数□前期15回
場□江東区文化センター
対□20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.240001

 バレエエクササイズ 東陽町

講師：吉田結子

「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□4/24～9/25 隔週火曜 10：00～11：30
数□前期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.240091

 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

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。性別・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、健康維持にレッツ・ダンス！
時□4/17～9/11 火曜 19：00～20：30
数□前期17回　場□江東区文化センター
対□若干名（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.240064

 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

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□5/12～10/20 土曜 13：10～14：10
数□前期14回　場□豊洲文化センター
対□10名（20名）　￥□13,000円・なし
師□佐々木隆子タップダンススタジオ代表 倉形裕代 No.240032

　タップダンス教室 入門・初級 豊洲

講座風景

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
に関わらず、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。
時□4/25～10/3 水曜 19：00～20：30
数□前期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.240010

 ヤング★ハワイアン 砂町

講師：髙橋紫

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。来年3/3（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。女性限定。
時□5/15～9/25 火曜 13：30～15：00
数□前期15回　場□森下文化センター
対□15名（30名）　￥□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.240104

 はじめてのハワイアンフラ （協力講座） 森下

講師：プアナニ髙橋

音楽・演劇

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。
10/28（日）の江東区民合唱祭に出演します。
夜間クラス No.240009
時□4/27～10/28 金曜 18：30～20：30
対□女性6名（25名）
午前クラス No.240008
時□4/28～10/28 土曜 10：00～12：00　対□女性若干名（25名）
【共通事項】数□前期12回
場□総合区民センター（8月より東大島文化センター）
￥□11,000円・800円　師□日本オペラ協会会員 福山恵

　東大島女声コーラス 夜間クラス・午前クラス 東大島

昨年の江東区民合唱祭より

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。美しいハーモニー
を目指し、仲間と一緒に歌ってみま
せんか。初心者大歓迎。10/28（日）の江東区民合唱祭に出演します。
時□5/22～10/28 火曜 18：30～20：00
数□前期17回　場□森下文化センター
対□女性10名（30名）　￥□14,000円・1,600円
師□（一社）日本童謡協会作曲家部門理事 佐藤亘弘
 No.240049

　森下女声コーラス 森下

成果発表会の様子

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。10/12

（金）の最終回は成果発
表の場として「おさらい会」を実施します。
時□4/27～10/12 金曜 14：30～16：30　数□前期8回
場□総合区民センター（9月より東大島文化センター）
対□15名（60名）　￥□10,100円・300円
師□作曲家 田中健一郎 No.240006

　実践カラオケ教室 東大島

発声練習の様子 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す。10/28（日）の江東区民合唱祭に出演します。
時□4/12～10/28 木曜 14：00～15：30　数□前期17回
場□森下文化センター　対□若干名（30名）
￥□18,000円・1,300円　師□声楽家 前野邦子
 No.240047

　うたう・楽しむ・元気がでる 童謡・唱歌の世界 森下

講座成果発表会の様子

腹式呼吸の練習から、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。
〈昨年度課題曲〉
大人の掟、打上花火、京都二寧坂 など
時□5/16～10/17 水曜 19：00～20：30
数□前期17回　場□豊洲文化センター
対□15名（40名）　￥□18,500円・300円
師□ヴォイストレーナー 伊藤美子 No.240038

　ポピュラーヴォーカル教室 豊洲

レッスン風景

世界の伝統料理をアレンジして紹介します。
毎回3品を作ります。
時□5/8～9/11 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  □医療法人財団明徳会総合 
新川橋病院栄養科 
専門調理師主任 
金井克行、齋藤雅博

 No.240092

NEW  世界のお家ごはん ～各国の伝統料理紹介～ 区民

5/8（火）【ハンガリー】ピエロギ（ラビオリ風詰め物） ほか
6/12（火）【インドネシア】海老ビーフンゴレン ほか
7/10（火）【オーストリア】ヴィエナ・シュニッツェル（カツレツ） ほか
8/7（火）【フランス】ガスパチョ（野菜の冷製スープ） ほか
9/11（火）【日本】うなぎのひつまぶし ほか

海老ビーフンゴレン

好評だった前講座がバージョンアッ
プ！基礎代謝をあげてやせ体質を目指
しませんか? 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しま
しょう。楽しくエクササイズを行えるプ
ログラムです。（女性限定）
時□5/10～10/4 木曜 20：00～21：00
数□前期15回　場□豊洲文化センター
対□7名（25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.240036

 目指せ、やせ体質! 美BODY体幹エクササイズ 豊洲

講座の様子

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。初心者
歓迎！動きやすい服装でご参加ください。（女性限定）
時□5/10～10/4 木曜 18：40～19：40　数□前期15回
場□豊洲文化センター　対□9名（25名）　￥□16,000円・なし
師□アイニーベリーダンス所属 Jerico（エリコ）
 No.240035

 初心者歓迎! 大人のベリーダンス教室 豊洲

習ってみたかったけれど、なかなか
習うことができなかったあこがれの
三味線…。今からでも遅くありませ
ん。今がそのスタートの時 !! グループ
レッスンで丁寧に指導します。
時  □5/20～9/30 日曜 16：00～17：00
数□前期10回　場□亀戸文化センター　
対□12名
￥  □20,000円・8,000円 
※「三味線」はレンタル品を使用

師□一般社団法人長唄協会派遣講師 No.240115 

NEW  おとなのための長唄三味線教室 亀戸

イメージ

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□4/11～6/20 水曜 19：15～20：45
数□6回　場□江東区文化センター　対□15名（30名）
￥□12,000円・なし　師□カタヤマケイジ No.240072

 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

グラスアートとは、ステンドグラスの雰囲気をそ
のままに、手軽に短時間で取り組める新しいク
ラフトです。インテリアやプレゼントにも最適で
す。フォトフレームやオーナメントなどの小物か
らはじめるので、初心者でも大丈夫。Let's try !
時□5/11～9/28 金曜 14：30～16：30
数□8回　場□江東区文化センター
対□20名　￥□8,000円・8,000円
師□グラスアートインストラクター 大川利枝子 No.240062

NEW   グラスアート入門 ～手軽にステンドグラスの雰囲気を～ 東陽町

講師作品例

ミュージカルの成り立ちから制作現場のお
話など、幅広く話題を取り上げます。ミュー
ジカルナンバーを聴きながら、ミュージカル
の魅力や楽しさに触れてみませんか。
時  □6/14、7/19、9/6・27、10/11 木曜 
14：00～15：40

数□5回　場□豊洲文化センター
対□30名　￥□7,000円・200円
師□作曲家、編曲家 西村勝行

 No.240112

NEW  ミュージカルの世界 豊洲

講師：西村勝行

平成 30 年 3 月 10 日発行　第 430 号 英会話講座のご案内と、各講座のお申込み方法は特集4面をご覧ください。申込期間：3月10日（土）～24日（土）特集 3

● NEW 以外の講座は欠員の補
充募集講座となります。

● 協力講座とは、講師、受講生
が中心となって運営する講
座です。

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

〈凡 例〉

時開講日～閉講日、曜日、時間　数回数　場会場
対募集人数（定員）　￥受講料・教材費 ※通年講座は前期分
師講師・指導 No.000000

NEW   講座名 東陽町

新規講座 主催施設

講座番号
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。



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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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

● 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

受講者の決定
定員を超えた場合は、抽選で受講者を決定します。
● 当選の方  
手続き書類を郵送します。4月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。

【クラス紹介】 ①受講料・教材費は半期分（前期）です。②授業中にグループワークやペアレッスンを行います。
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。

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

外国人講師

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
カーと自然に対話ができるようトレーニングします。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 テキストで語彙力や表現力を磨き、英語で自分の意見を発
信する方法を学ぶ、ディスカッションの基礎クラスです。

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

日本を伝える英会話
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

外国人講師

テキストを使って、日本の文化、食、マナー、さらに江東区
内の有名なスポットについても学び、外国人に伝える方法
をレッスンします。

英検3級～準2級程度
TOEIC400～500程度

19,000円 20名

4,000円 17回

コミュニケーション英会話
「聞くこと」「話すこと」に焦点を絞ったレッスンを行いま
す。ネイティブ・スピーカーとの会話に慣れたい、という基
礎レベルの方が対象です。

英検4級～3級
TOEIC350～450程度

19,000円 20名

4,400円 17回

レベルアップ ! おもてなし英会話
～通な日本を紹介します～ ディラ国際語学アカデミー

（DILA）派遣
日本人講師

毎回、一つのトピックを取り上げ、海外からの訪問客に対
し、日本の情報を積極的に英語で発信する自信をつけてい
きます。※本講座は継続講座のため、補充募集となります。

英検3級～準2級程度
TOEIC400～500程度

30,000円 若干名

400円 17回

Newsで学ぶ英会話
新聞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。※本講
座は半期講座です。

英検2級～準1級程度
TOEIC500以上

30,000円 15名

3,000円 17回

※ 英検・TOEIC換算はあくまで目安です。

【会場・レッスン時間】
①10：30～12：00　②10：00～12：00　③13：30～15：00　④14：00～15：30
⑤18：30～20：00　⑥19：00～20：30　⑦19：00～21：00　⑧20：05～21：35

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③

古石場・午前①
森　下・夜間⑥ 砂　町・夜間⑥ 砂　町・午前①

古石場・夜間⑥

基礎英会話 砂　町・午前①
古石場・夜間⑤ 森　下・午前① 古石場・午前①

森　下・夜間⑥ 東陽町・夜間⑥

中級英会話

東陽町・午前①
◆船番所・午前①
森　下・夜間⑥
豊　洲・夜間⑧

古石場・午前①
亀　戸・午前①
砂　町・夜間⑥

森　下・午前①
豊　洲・午前①
古石場・夜間⑤

砂　町・午前①

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⑤

総合区民・午前①
東陽町・夜間⑥
亀　戸・夜間⑥

砂　町・午前①
古石場・夜間⑧

古石場・午前①
森　下・夜間⑥ 砂　町・午後④

ディスカッション 古石場・夜間⑧ 森　下・午前① 亀　戸・夜間⑥ 豊　洲・夜間⑥

単
科
コ
ー
ス

日本を伝える英会話 豊　洲・午前①
総合区民・夜間⑥ 亀　戸・午前①

コミュニケーション
英会話 亀　戸・夜間⑥

レベルアップ !
おもてなし英会話

～通な日本を紹介します～
東陽町・夜間⑦

Newsで学ぶ英会話 東陽町・夜間⑦ 東陽町・午前②

◆9月から会場を東大島文化センターに変更します。

お申込み方法 ●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。

〈FAX・はがき記入例〉 
① 出席ガイダンス№（①～⑭） 
② 氏名・フリガナ 
③ 生まれ年（西暦）・性別 
　（対象：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

窓口・電話・FAX・はがき・インターネットで
 インターネット
https://www.kcf.or.jp
※申込み確認の返信はしません。
※ インターネットからお申込みされる際は、
「講座検索」メニューから6桁の【講座番号】
を入力して目的のガイダンスを検索

ガイダンス申込み1

3/10（土）～4/7（土）
お申込み期間

英会話講座の特徴
● 豊富なレベルとクラス    はじめて英会話を学ぶ方から、総合的な英語力を高めたい方まで、様々なレベ

ルのクラスを8館で46クラス開講。
● ご自身に合ったクラスを選択    申込み時にレベルチェックテストを実施。ご自身のレベルに合ったクラスで

学習できます。
● 学習到達度のチェック    1年のレッスン終了時に、レベルチェックテストと講師評価で到達度を確認で

きます。（講師評価はELEC英会話のみ）
● ご自宅での学習効率アップ    講座でわからなかったことなどは、E-mailで質問できます。（ELEC英会話のみ）

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?

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

東陽町：江東区文化センター
船番所：中川船番所資料館
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レベルアップコース
はじめて英会話を学ぶクラスから高度な英会話コミュニケーション能力を身につけるク
ラスまで、5段階のクラスを設置しています。「話す」「聞く」「読む」「書く」の要素を取り入
れた総合英会話コースです。

単科コース
会話を中心に学ぶクラス、外国の方に日本の文化を紹介するクラスなど、それぞれのテー
マに特化した内容のコースです。

〈ガイダンスの内容〉
●リスリング30分
●文法30分
●授業内容の説明
●受講クラスの申込み
※ 開講クラス・時間割は上
表をご覧ください。

（合計約2時間）

ガイダンスに出席2
申込者にはガイダンス全日程終
了後に郵送にて連絡します。
（定員を超えた場合は抽選）

受講クラスの決定3  ガイダンス日程表 ①～⑭：ガイダンスNo. ※【　　　】内は、講座番号

日程 開始時間・会場
4/2（月） ①10：00【240082】 ②18：45【240083】 亀戸文化センター
4/3（火） ③10：00【240065】 ④18：45【240066】 古石場文化センター
4/4（水） ⑤10：00【240060】 ⑥18：45【240061】 砂町文化センター
4/5（木） ⑦10：00【240055】 ⑧18：45【240056】 豊洲文化センター
4/6（金） ⑨10：00【240058】 ⑩18：45【240059】 森下文化センター
4/7（土） ⑪10：00【240069】 ⑫14：00【240070】 総合区民センター
4/8（日） ⑬10：00【240076】 ⑭14：00【240077】 江東区文化センター

3/10（土）～3/24（土）お申込み期間

4/13（金）～4/20（金）
お手続き期間

はじめての英会話 講師陣

NEW

NEW

NEW


