
地域理解・散策

　伊能忠敬は、日本で初めて実測日本地図を完成
しました。この地図を完成する手始めに、深川の自
宅から浅草の天文台までを測量した事実は、意外
と知られていません。伊能忠敬の生涯、日記（28巻）
の一部等を紹介していきます。
〈主な内容〉 ● 伊能忠敬の生涯（魅力と実績）
●伊能忠敬が歩いた江東区　●伊能忠敬の日記　●後世への影響
●アメリカで発見された伊能大図 など
時□10/29～3/11 土曜 14：00～15：30　数□6回
場□江東区文化センター ほか　対□30名　￥□4,300円・500円
師□伊能忠敬研究会名誉代表 渡辺一郎 ほか No.220438

講師 渡辺一郎

NEW  没後200年 伊能忠敬の世界 ～新たな発見と魅力～ 東陽町

　水運の便の良さや江戸経済の中心地・日本橋に近い深川。多くの
著名人が居住しました。江戸時代から近代にいたるまでの偉人3人
の事跡を学び、ゆかりの地をたずねます。
時□10/28～1/19 木・金曜 13：30～15：00 （外出回は15：30まで）
数□6回　場□古石場文化センター ほか　対□30名
￥  □3,500円・1,000円 
（入館料含む）
師  □渋沢史料館副館長 

桑原功一 ほか

 No.220417

10/28（金） 伊豆の長八の事跡

11/4（金） 見学：長八の作品を訪ねて（品川周辺）

11/17（木） 渋沢栄一の業績と深川

12/1（木） 見学：渋沢史料館（王子周辺）

1/12（木） 松平定信と寛政改革

1/19（木） 見学：松平定信ゆかりの地・霊巌寺・清澄庭園 ほか

NEW  深川人物伝 －事跡を学び、足跡をあるく－ 古石場

　荒川と隅田川の関係、そして荒川放水路が出来るまでの20
年間を知るとともに、江戸の運河形成、江東区の内部河川の発
展について学びます。講座では、日本橋周辺や江東区の掘割
を歩き、実際に荒川、隅田川、そして内部河川を船で巡ります。
〈主な内容〉
● 荒川と利根川について・知水資料館見学【あらかわ号に乗船】
● 江戸の運河形成・深川の掘割形成・江東区の内部河川から隅田川へ など
時□10/26、11/2・30、12/14、1/18、2/8、3/15 水曜 13：00～15：30（予定）
数□7回　場□東大島文化センター ほか
対□25名　￥□4,000円・300円（別途船代がかかります）
師□  （公財）リバーフロント研究所 技術参与 土屋信行 ほか No.220424

NEW  江東区の内部河川と荒川、隅田川 東大島

あらかわ号
（提供： 国土交通省
荒川下流河川事務所）

　区内近隣にある大学・
地元企業の協力で、様々
なジャンルを学ぶシリー
ズの第４弾。知的好奇心
をくすぐる午後のひとと
きをお楽しみください。
時□10/27～12/15 木曜 14：00～15：30　数□4回
場□豊洲文化センター ほか　対□25名　￥□3,000円・なし
師□東京有明医療大学 保健医療学部鍼灸学科教授 西村桂一 ほか

 No.220430

NEW  豊洲おもしろゼミナール 豊洲

10/27（木）
東洋医学からみた薬食同源の考え 第2弾
～身近な食材で健康アップ～
東京有明医療大学

11/24（木） 木場・新木場の歴史（木材会館見学と講義）
東京木材問屋協同組合

12/8（木） 未来を豊かにするための体内・体外環境浄
化～地球を救う微生物達～ 芝浦工業大学

12/15（木） 大型橋梁の構造と製作工程について
㈱IHIインフラシステム

　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。
時□10/24～3/13 月曜 13：00～16：00　数□6回
場□森下文化センター ほか外出講義（１回約５キロ）　対□26名　￥□8,000円・500円
師□歩き旅応援舎代表 岡本永義 ほか No.220390

NEW  東京大江戸古地図散歩 森下

江戸城外堀跡石垣展示コーナー

　浮世絵が今、見直さ
れています。広重、国
貞、北斎など本所深川
に縁のある絵師たち
を中心に掘り下げ、そ
の魅力を探ります。
時□10/11～2/21 火曜 14：00～15：30（12、2月は 15：00～16：30）
数□5回　場□亀戸文化センター ほか　対□25名
￥□4,300円・200円（別途入館料がかかる場合があります）
師□萬美術屋・元板橋区立美術館館長 安村敏信 ほか
 No.220443

NEW  浮世絵が面白い ～本所 深川を中心に 亀戸

10/11（火） 浮世絵の楽しみ方
講師：安村敏信（萬美術屋・元板橋区立美術館館長）

11/8（火） 浮世絵散歩 ～絵師が見た風景
講師：久染健夫（中川船番所資料館）

12/6（火） 魅力ある絵師たち ～江戸後期
講師：渡邊晃（太田記念美術館主幹学芸員）

1月後半 すみだ北斎美術館見学（予定）

2/21（火） 魅力ある絵師たち ～明治以降
講師：渡邊晃（太田記念美術館主幹学芸員）

　移築された建物を観ると、そ
の建物に対し歴史や生活を身
近に感じることができます。そ
れら展示物の観方だけではな
く建物の維持・管理や裏方事
情、今後の野外博物館の在り方などを実際に現地の展示施設を見学
し考えていきます。
時□11/4～12/16 金曜 14：30～16：00　数□4回
場□砂町文化センター ほか　対□25名
￥□3,800円・200円（別途入館料がかかります）
師□東京都美術館学芸員 早川典子 No.220376

NEW  野外博物館に行こう! 砂町

11/4（金） 野外博物館の魅力を探る
（座学：砂町文化センター）

11/18（金） 川崎市立日本民家園（現地講義）

12/2（金） 府中市郷土の森博物館（現地講義）

12/16（金） 江戸東京たてもの園
（現地講義・まとめ）

国際理解・語学 （英会話はD面をご覧ください）

　英語を読む・書く・聞く・話す力のスキルアップのために、あるいは
英語の各種試験準備のために英文法を総ざらいします。テキストは
駿台文庫「新装版新・英文法頻出問題演習PARTⅠ文法篇」を使用し
ます。この本は大学受験のための多少レベルが高い問題集ですが、
30年以上に及ぶロングセラーであり、英文法のエッセンスが詰まっ
たもので、基礎から応用まで網羅しています。
※上記テキストを既にお持ちの方は、申込時にその旨お伝えください。
時□10/15～12/17 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㈱ ディレクター 岡田信彦
 No.220434

NEW  英文法を学ぶ ～正確な英語を身につけるために 東陽町

　アメリカとの国交回復を果たし、今、大きな転換
点を迎えているキューバ。ラテン・アメリカの魅力
あふれるキューバの文化について学びませんか。
〈主な内容〉
● 地理、風土、歴史から考えるキューバ
● キューバ革命の意義とその影響
● 現在の社会情勢について　● 食、音楽、スポーツ等の文化
● キューバの旅行事情、ハバナの暮らし など
時□10/28～11/25 金曜 19：00～20：30　数□5回　場□豊洲文化センター
対□25名　￥□4,600円・100円
師□日本キューバ友好協会名誉理事長 鶴田満彦 ほか No.220431

NEW  キューバの魅力に触れる 豊洲

サンディアゴ・デ・クーバ
の街並み

区民参加・ボランティア

　今年5月から出題形式が変更されたTOEIC®テスト。この講座は
公式問題集を使用し、問題演習を通じてTOEIC®テストで自己ベ
ストスコアを出すことと、自分自身に合った継続できる学習方法を
体得することを目指します。最終講義終了後に、「団体特別受験制
度（IPテスト）を実施し、学習の成果をご自分で図る機会もあります。

（内容は旧型式で実施。受験は任意で別途受験料がかかります）
使用テキスト：「TOEIC®テスト公式問題集新形式問題対応編」
時□10/15～12/17 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㈱ ディレクター 岡田信彦　
 No.220435

NEW  公式問題集で学ぶTOEIC® 東陽町

使用予定
テキスト

　実際の日本語教室で教える実践的な
日本語指導法を、「みんなの日本語」を
ベースに学んでいきます。
※この講座は一年間（34回）のカリキュラムで進め
ています。後期は日本語指導の経験者、本講座の受講経験者のみ
受け付けます。江東区文化センターまでお問い合わせください。
時□10/19～3/15 水曜 18：30～20：00　数□17回
場□江東区文化センター　対□5名
￥□18,000円・5,500円（テキストをお持ちの方はコピー代500円）
師□武蔵野大学教授 村澤慶昭 No.220332

外国人のための日本語指導法 東陽町

－日本語ボランティアのための実践教え方－

講師 村澤慶昭

　江東区の魅力を簡単な中国語で紹介するノウハウ
を学びます。2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クを目指して、中国人におもてなしをできるようにガ
イドを養成します。初級テキスト修了の方を対象。
〈主な内容〉 ● オリエンテーション（ガイドの心構え）
●コースを考えて、台本づくり　●コース案内の練習
●野外学習（2回）　●中国人のお客様を招いてのツアー など
時□10/29～3/11 土曜 10：00～12：00　数□10回
場□江東区文化センター　対□20名　￥□18,000円・500円
師□通訳案内士（中国語） 金子真生、通訳案内士 根岸正 No.220437

NEW   江東区中国語ボランティアガイド養成講座 東陽町  
～門前仲町・深川江戸資料館周辺を案内しよう～

ガイドの様子

文学・歴史 鑑賞・教養

　2017年NHK大河ドラマ主
人公の井伊直虎。戦国時代に
女でありながら家督を継いだ
直虎は、どんな人物だったの
か。どのような存在であった
のか。井伊氏の歴史をたどり
ながら学びます。
時□11/22～12/20 火曜 19：00～20：30　数□5回
場□亀戸文化センター　対□25名　￥□5,000円・300円
師□大河ドラマ「おんな城主 直虎」時代考証担当 大石泰史
 No.220444

NEW  女城主・井伊直虎 ～その生涯と歴史～ 亀戸

　昨今大人気の「猫」をキーワードに、夏目漱石
と漱石山脈と言われる弟子たちの作品を鑑賞
します。朝日新聞連載で話題沸騰の『吾輩は猫
である』のほか、物理学者であり随筆家、『吾輩
は猫である』の寒月君のモデルでもある寺田寅
彦の『子猫』、猫文学の金字塔、内田百閒の『ノラ
や』を採り上げます。
時□10/24、31、11/14、12/12 月曜 14：00～15：30
数□4回　場□砂町文化センター　対□22名
￥□5,000円・200円
師□早稲田大学名誉教授 中島国彦 No.220386

NEW  漱石を巡る三つの猫の物語 ～猫好きのための文学案内～ 砂町

『吾輩ハ猫デアル』上編
（県立神奈川近代文学館寄託）

　昭和の名女優・高峰秀子。女優引退後「人はそ
の時の身丈にあった生活をするのが一番です」
と語り、華やかな世界に流されることなく、日々
を丁寧に暮らしていきました。養女として晩年の
高峰秀子を見つづけた講師が、彼女のゆるがな
い「生き支度・老い支度」を伝えます。彼女の「支
度」を学べば、いつかあなたの暮らし方が変わる
かもしれません。※映画の上映はありません。
時□11/4、12/9、1/13、2/3、3/3 金曜 19：00～20：30
数□5回　場□古石場文化センター　対□30名　￥□4,800円・100円 
師□作家 斎藤明美 No.220418

NEW  高峰秀子の生き支度・老い支度 古石場

講師 著書

　明治・大正時代の作家とその代表
作品をピックアップして読み解きま
す。作品の背景や歴史との関わりな
ど、文学史の中に残された彼らの足
跡をたどりながら探っていきます。
時□10/26～12/14 水曜 14：00～15：30　数□6回
場□豊洲文化センター　対□25名
￥□6,000円・200円（別途外出保険料50円がかかります）
師□東海大学文学部教授 堀啓子

 No.220433

NEW  明治・大正のベストセラーを読む 豊洲

　近世城郭を中心に天守や石垣の見方、
城の種類や構造などを講師が、わかりや
すく、楽しく解説します。現地見学は江戸
城で午前・午後と1日かけて様々な場所を
巡ります。
時  □12/1～1/21 木曜 19：00～20：30 
（1/21のみ土曜 10：00～14：30予
定）11：30～13：00休憩）

数□5回　場□砂町文化センター・江戸城
対□30名　￥□6,000円・300円
師□城郭ライター・編集者 萩原さちこ No.220369

12/1（木） 城の種類と歴史

12/8（木） 天守を楽しもう

12/15（木） 櫓、城門、御殿を楽しもう

1/12（木） 設計工夫、石垣を楽しもう

1/21（土） 現地見学（江戸城）

江戸城・富士見櫓

NEW  わくわく!! 城入門 砂町

　近くて遠い隣国・韓国につ
いて掘り下げる講座です。歴
史ドラマをキーワードに様々
な疑問を紐解いていきます。
時  □10/19～2/8 水曜 

14：00～15：30
数□6回
場□亀戸文化センター
対□若干名（50名）
￥□7,000円・300円
師□都立日比谷高等学校講師 武井一 ほか No.220345

10/19（水）
歴史を紐解く3
朝鮮王朝時代（李氏朝鮮）
～太祖・世宗そしてチャングム

11/30（水）
トンイゆかりの地を辿る
朝鮮王朝紀行
ゲスト：木谷朋子（旅行作家）

12/7（水）
歴史を紐解く4
朝鮮王朝時代
～英祖、正祖を中心に

12/21（水） 王宮、王の生涯を紐解く

1/25（水）
歴史を紐解く5
朝鮮王朝時代
～ 文禄慶長の役そして焼き物

2/8（水） 韓国の風水を紐解く

 紐解くコリア ～歴史ドラマが分かる 亀戸

　今回は亀戸香取勝運商店街の入り口に
ある和菓子と甘味のお店、山長さんを取
り上げます。長年地域とともに歩まれてき
たその歴史と、「下町の味　和のこころ」
をモットーにしたお店のこだわりを、和菓
子作りの体験も交えながら学びます。
〈内容〉  ●10/13（木） 講義「下町に息づく和菓子と商店街」 

●11/10（木） 店舗での体験と商店街見学
時□10/13、11/10 木曜 10：30～12：00　数□2回
場□亀戸文化センター ほか　対□15名　￥□500円
師□山長店主 長束光芳 No.220442

山長 店舗

NEW  亀戸まちのマイスター 亀戸３丁目「和菓子と甘味 山長」 亀戸

　今年5月からスタートした、はじ
めてフランス語を学ぶ方を対象に
した講座です。前期からの継続講
座になりますので、過去にフランス
語を学んだことのある、もう一度勉
強したい方におすすめの講座です。
時□10/21～3/3 金曜 19：00～20：30
数□15回　場□東大島文化センター
対□8名（20名）　￥□19,000円・3,780円（テキスト代）
師□アテネ・フランセ派遣講師 山本紀志子
 No.220268

 はじめてのフランス語 東大島

使用テキスト
「En français! Faux Débutant 」

11/22（火） 古代から鎌倉時代の井伊氏
－系図・伝承と史実を見直す－

11/29（火） 南北朝時代の井伊氏
－南朝の井伊氏と北朝の井伊氏－

12/6（火） 室町時代の井伊氏
－幕府・今川氏に対抗する井伊氏－

12/13（火） 戦国時代の井伊氏
－井伊直虎を考える－

12/20（火） 直虎から直政へ
－「徳川四天王」直政の実像－

　来年3月から国立新美術館で開催される「ミュシャ展」
に関連した美術鑑賞講座です。※美術館の見学あり。
〈主な内容〉 ● ミュシャの作品と人生
●同時代の芸術家　●スラヴの歴史
●「ミュシャ展」（国立新美術館）見学 など
時  □11/8～3/17 火曜 19：00～20：30
　※3/17（見学日）のみ金曜18：00～19：30
数□7回　場□東大島文化センター　対□25名
￥□7,500円・500円（別途入館料がかかります）
師□成城大学名誉教授 千足伸行 ほか No.220426

NEW   ミュシャを知りたい 東大島  
フランスで花開き、チェコへ帰郷した画家の人生

「ミュシャ展」
2017年3/8～6/5  国立新美術館

《 スラヴ叙事詩 
「原故郷のスラヴ民族」》
1912年 6.10×8.10m
プラハ市立美術館蔵
Ⓒ Prague City Gallery

　生みだされた刀身の美的観点や凝らされた意匠の
魅力をわかりやすく解説していきます。
〈主な内容〉
● 日本刀の美しさと魅力に刀匠とともに迫る
● 江東区無形文化財保持者・臼木良彦氏と門弟による刀剣研磨の技の実演
● 刀剣博物館 新春展示見学会 など
時□11/17、12/15、1/15、2/16、3/16 木曜 19：00～20：30（1/15のみ日曜午後）
数□5回　場□古石場文化センター ほか　対□25名
￥□6,700円・300円（別途入館料が掛かります）
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.220421

NEW  日本刀 －時を越え継がれゆく神器－ 古石場

講師
臼木良彦

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。

　11月8日のアメリカ大統領選挙を世界が注目し
ています。大きな過渡期の中にあるアメリカの課
題に焦点を絞り、研究者との対談を交えながら考
察していきます。
〈主な内容〉 ● 選挙制度と今年の意外性、その背景
●アメリカの政治・外交の仕組み
●日系移民からみたアメリカと今後 ほか
時□10/25～2/21 火曜 19：00～20：30　数□6回
場□東大島文化センター　対□30名　￥□8,000円・300円
師□上智大学総合グローバル学部教授 前嶋和弘 ほか
 No.220427

NEW  過渡期の大国・アメリカ ～大統領選挙後の変化と継続性～ 東大島

講師 著書

10/26（水） 二葉亭四迷『浮雲』

11/9（水） 黒岩涙香『巌窟王』

11/16（水） 尾崎紅葉『金色夜叉』

11/30（水） 菊池寛『真珠夫人』

12/7（水） 芥川龍之介『侏儒の言葉』

12/14（水） 外出講座（場所未定）

　生誕300年を迎え、話題沸騰の天才絵師、伊藤若
冲。本講座では櫻谷文庫のご協力により、伊藤若
冲作品の肉筆山水画を特別公開いたします。二度
とないチャンスをお見逃しなく！ 
〈主な内容〉
● 木島櫻谷・伊藤若冲～京都の商家と絵師　●若冲の絵画世界
時□10/24～2/13 月曜 19：00～20：30　数□4回
場□古石場文化センター ほか　対□30名　￥□3,900円・200円
師  □（公財）櫻谷文庫代表理事 門田理、京都造形芸術大学・早稲田大学

講師 濱村繭衣子 No.220420

NEW   奇才たちの日本画 古石場  
～伊藤若冲・木

この

島
しま

櫻
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を中心に～

伊藤若冲 墨書山水
（公財）櫻谷文庫蔵

和菓子で感じる‘ニッポン’豊洲おもしろゼミナール

クラシックカーの魅力
～旧い自動車の愛で方、教えます～

A 平成 28 年 9 月 10 日発行　第 412 号　英会話講座のご案内と、各講座のお申込み方法はD面をご覧ください。申込期間：9月10日（土）～24日（土）

9
2016
講座特集号講座特集号

発行・編集／公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団
〒135-0016 東京都江東区東陽4-11-3  TEL.3644-8119 FAX.3646-8369

平成28年度 後期

NEW56講座

9/10（土）
受付開始

受講生募集 全 11ジャンル、区内 8 施設で実施!
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ダンス
健康
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鑑賞・教養

　日本が誇る食文化のひとつである和菓子。日本人の感性
を表す和菓子をわかりやすく紹介し、外出や実習もまじえて、
たくさんの視点で楽しみます。講義の日は茶菓子つきです。
時□11/9～3/15 水曜 講義・実習14：00～15：30、外出13：30～15：30
数□5回　場□江東区文化センター ほか　対□20名
￥  □5,900円・1,600円 
（別途外出時の飲食代がか
かります）

師  □フードライター 中島久枝、
和菓子製作者 伊藤郁

No.220423

NEW  和菓子で感じる‘ニッポン’ 東陽町

11/9（水） 和菓子はいつ、生まれたの？（講義）

12/14（水） 江戸の和菓子は百花繚乱
～日本橋、人形町を歩く（外出）

1/18（水） 四季を味わう、行事を祝う（講義）

2/15（水） お饅頭と練り切りを作る（実習）

3/15（水） モダンでおしゃれな明治の和菓子
～浅草界隈を歩く（外出）

実習で作る
練り切り「桜」

手芸・工芸

書道・絵画

こども・親子

時□10/16～12/18 日曜 14：00～15：30　数□3回　場□森下文化センター
対□50名　￥□全3回4,000円、1回1,500円
師□脚本家 辻真先、プランニング・プロデューサー 手塚るみ子 ほか
No.220405（全3回分） No.220406（10/16分）
No.220407（11/20分） No.220408（12/18分）

NEW  SFマンガの魅力 森下

10/16（日）
手塚治虫のSF作品～それは『来るべき世界』から始まった～
講師／辻真先（脚本家）・手塚るみ子（プランニング・プロデューサー）
聞き手／タカヒロズ（マンガ研究集団）

11/20（日）
男性が描くSF少女マンガの世界～『紅い牙』を中心に
講師／柴田昌弘（漫画家）
聞き手／綿引勝美（メモリーバンク代表）

12/18（日）
『超人ロック』50周年～「作画グループ」のSFマンガ家たち
講師／聖悠紀（漫画家）、みなもと太郎（漫画家）
聞き手／綿引勝美（メモリーバンク代表）『超人ロック クアドラ』

Ⓒ聖悠紀／少年画報社

　19世紀末からフランスは美術と
音楽、演劇、建築など芸術の分野
で全く新しい時代に入りました。
それを象徴するのがエッフェル塔
です。音楽ではサン=サーンスをはじめとして、フォーレやドビュッシー、サ
ティ、ラヴェル、プーランクなどの作曲家が続 と々登場します。今回は、近代
フランスの音楽を中心に、当時の美術などについても触れながら進めます。
※毎回、講座の後半でミニ・コンサートを予定しています。
時□10/22～2/25 土曜 14：00～16：00　数□5回　場□砂町文化センター
対□30名　￥□7,500円・200円
師□桐朋学園大学音楽学部教授 西原稔 No.220391

NEW  近代フランス音楽の旅 砂町

10/22（土） サン=サーンスとフォーレ

11/26（土） ドビュッシーと絵画

12/10（土） サティ 音楽による風刺と反骨精神

1/28（土） ラヴェルとエキゾティズム

2/25（土） プーランク 都会の香りのする音楽

　20世紀の新しい総合芸術として登場した日本映
画が、それぞれの時代の状況・文化・嗜好などとどの
ように関わりながら、人々の愛すべき娯楽メディア
として魅力を放ってきたかを、名作・話題作・問題作
の数々を取り上げながら探っていきます。
時  □11/5～1/21 土曜 

14：00～15：30
数□6回　場□古石場文化センター
対□30名　￥□3,000円・500円
師□作家・映画評論家 藤森益弘
No.220419

NEW  日本映画の歩みと魅力 古石場

11/5（土） 無声映画と戦前の名作群

11/19（土） 戦時下における映画の命運

12/10（土） 戦後の映画黄金時代の巨匠達

12/24（土） 叛乱の60年代から多彩な70年代へ

1/14（土） 日本映画の新しい波

1/21（土） アニメ映画と特撮映画

古
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場
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　絵と物語が織りなす「絵巻」の世界。その
中でも、お寺や神社の起こり、「縁起」につ
いて描かれた作品を取り上げ、鑑賞してい
きます。
〈主な内容〉 ● 粉河寺縁起絵巻
●石山寺縁起絵巻　●当麻曼荼羅縁起絵巻 など 
時□10/20～12/15 木曜 19：00～20：30　数□5回　場□砂町文化センター
対□20名　￥□6,500円・200円
師□ 共立女子大学文芸学部教授 山本聡美（第1回目） 

名古屋大学人類文化遺産テクスト学研究センター研究員 
猪瀬千尋（第2～5回目） No.220383

NEW  絵巻鑑賞講座 ～描かれた仏・寺社の縁起～ 砂町

石山寺縁起（写） 国立国会図書館蔵

　青春時代、憧れ
の的だったあのク
ルマがいま蘇る。
人間味溢れる魅力
満載の1960～80年
代のクルマを中心
としたクラシックカーの世界を週末のひととき学んでみませんか。
時□10/16～2/18 土・日曜 10：30～12：00（外出回は時間別途設定）
数□5回　場□古石場文化センター ほか　対□30名
￥□4,800円・500円（別途入館料がかかります）
師□ 自動車ライター 五十嵐竜介、娯楽映画研究家 佐藤利明 ほか No.220416

10/16（日） クラシックカーとはなにか

11/26（土）
イベント見学：

「トヨタ博物館クラシックカーフェスティバル」
（明治神宮外苑）

12/11（日） クラシックカーを観てみよう
～ あのころの映画やテレビに登場したマシンの数々

1/29（日） イベント見学：「ニューイヤーミーティング」（台場）

2/18（土）「内田モーターワークス」（清澄白河）社長による解説

NEW  クラシックカーの魅力 ～旧い自動車の愛で方、教えます～ 古石場

　日本固有の演劇で、伝統芸能の一つである歌舞伎を、松竹
㈱の協力のもと、2013年に新しく建て替わった歌舞伎座で、
造詣の深い講師の事前講義を受け、歌舞伎鑑賞を行います。
〈主な内容〉  講義と鑑賞
●10月「芸術祭十月大歌舞伎」 ●1月「壽初春大歌舞伎」 
時  □10/21・1/13 金曜 

講義14：00～15：30 鑑賞16：30～21：00（予定）
数□2回　場□歌舞伎座　対□15名（50名）
￥□3,500円・12,600円（チケット代2回分含む）
師□松竹㈱演劇開発企画部演劇ライツ室 窪寺祐司
 No.220335

 芸術鑑賞講座「歌舞伎」 東陽町

　“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。江戸時代安永八年（1779年）に御家流
書道指南 岡崎屋勘六が確立したとされています。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。
〈主な内容〉 ●個別指導で数字の書き方から始めま
す。講座の最終回には1年間の成果展を開催します。 
時  □10/26～3/22 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.220220

  “江戸文字教室～勘亭流～” 豊洲

　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。
〈主な内容〉  講義と鑑賞
● 12月公演 仮名手本忠臣蔵 ●2月公演 未定 
時  □12/11（日） 講義9：10～10：00 観劇10：30～ 

2/5（日）　講義時間未定 観劇時間未定
数□2回　場□国立劇場
対□若干名（50名）　￥□2,200円・11,800円
師□国立劇場文楽出演者 ほか No.220375

 芸術鑑賞講座「文楽」 東陽町

仮名手本忠臣蔵

　江東区が誇る伝統工芸・江戸切子。第一人者の職
人さんから、指導を受けられる貴重な機会です。初心
者を対象としたカリキュラムで、研磨機を使い、格子・
篭目・魚々子（ななこ）・麻の葉など基本的な文様の刻
み方を習います。慣れてきたら自分で切子をデザイ
ンします。個性を活かした自分だけの作品を作ってみませんか。
〈主な内容〉 ● 10/27、11/10研磨機に慣れる
● 11/24、12/8 基本的な模様を掘る　● 1/12・26、2/9・23、3/9・23 
時□10/27～3/23 木曜 10：30～12：00　数□10回　場□森下文化センター
対□15名　￥□14,000円・4,000円
師□江東区登録無形文化財保持者 小林淑郎 NO.220404

NEW  伝統工芸 江戸切子 森下

講師作品

　昨年度大好評だった「はじめてのつまみ細工」を内容
新たに企画した講座です。秋冬を意識した「お出かけ使
いのできる小物」をつくります。基礎から徐々にステッ
プアップ、初めての方にも久しぶりにという方にも気軽
にご受講いただける内容になっています。
〈主な内容〉 ● 10/23 梅のヘアクリップ
● 11/13 クリスマスリースブローチ ● 11/27 カメリアのグローヴホルダー
● 12/11・25、1/8・22、2/12・26、3/12 簪（又はクリップブローチ）とお揃いのUピン 
時□10/23～3/12 日曜 10：00～12：00　数□10回　場□森下文化センター
対□15名　￥□12,000円・10,000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.220395

NEW  楽しくつくろう! つまみ細工 ～お出かけを華やかに～ 森下

講師作品

　自分だけの陶芸作品にチャレンジし
ましょう。手びねりから絵付けまでを学
びます。講師は、大堀相馬焼き伝統工芸
士の長橋明孝先生です。
〈主な内容〉
● 基本の形をつくる
● 成形、仕上げと装飾
● 絵付けと施釉 
時□10/16～12/18 日曜 13：30～15：30
数□3回　場□江東区文化センター　対□10名（20名）　￥□3,000円・2,000円
師□陶芸家 長橋明孝 No.220439

NEW  はじめての陶芸教室（協力講座） 東陽町

講師 陶芸家 長橋明孝

　基礎となるデッサンからスタート
し、岩絵具を用いた日本画の制作に
至るまで、個人のレベルに合わせてさ
まざまな技法を学びます。11月6日（日）
は、屋外写生会を予定しています。
※ 前期成果展：10/8（土）～14（金）
　東大島文化センター展示ロビー
時  □10/28～3/10 金曜 18：30～20：30　数□15回
場□東大島文化センター　対□若干名（25名）
￥□16,000円・1,000円
師□日本美術院院友 佐藤孝 No.220261

  日本画教室 東大島

講師作品「ダイヤモンド」

　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  □10/12～3/8 水曜 19：00～20：30　数□17回
場□総合区民センター　対□10名（25名）
￥□14,500円・4,500円
師□毎日書道展会員 帯向芳園 No.220328

 実用書道 ～暮らしに生かせる書～ 区民

イメージ

　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
らていねいに指導します。
※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  □10/13～2/23 木曜 19：00～20：30　数□10回
場□砂町文化センター　対□5名（20名）
￥□12,000円・2,000円
師□サロン・ド・パリ会員 菅野たみお No.220333

 スケッチ教室 ～水彩画を楽しむ～ 砂町

講師作品

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
東大島文化センター ☎3681-6331 
 FAX3636-5825

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（土）
～24日（土）

　自分の住んでいる街はどのような特色（良さ）
があるか、実際に街を歩いて観察・調査をして
手描きで地図を作ります。手描きで作ることに
よって新しい発見がうまれます。
〈主な内容〉
● 地図のテーマを決める ●外へ出て観察・調査を行う
●調べたことを地図にまとめる① ●調べたことを地図にまとめる②
●作品展&講師による講評 ※作品展示会を行う予定 
時□10/23～12/18 日曜 10：00～11：30　数□5回
場□砂町文化センター ほか　対□親子15組　￥□4,000円・300円
師□絵地図師・散歩屋 高橋美江 No.220378

NEW  ～自分の街を知ろう～ 親子で楽しむ手描き地図教室 砂町

講師 高橋美江作/
亀戸周辺の地図

　日々解き明かされていくと同時に深まる宇宙
の謎と神秘を親子で学んでいきます。
〈主な内容〉
● 身近な天体～夜空をいろどる星々をつくるもの～
● “ブラックホール”には何がある?
● 国立天文台見学（外出）
● 宇宙人の発見「いのち」はどのように生れるのか など 
時□10/30～12/18 日曜 14：00～15：30　数□5回
場□砂町文化センター ほか　対□小学3～6年生とその保護者15組
￥□5,000円・200円
師□国立天文台・准教授 青木和光 ほか No.220385

NEW  親子で学ぶ天文学 ～宇宙を知るための5つのお話～ 砂町

月光の中で
（Photo by Dr. Sebastian Egner

 - Subaru Telescope, NAOJ.）
提供：国立天文台

　クレヨンを使って大画面に落書きしたり、新聞紙を
使った遊びなど、さまざま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。※お父様、お母様揃ってご受講できます。
〈主な内容〉 ● 大画面落書き ●新聞紙で遊ぼう
●映像アートを楽しもう ※内容は変更になる場合があります 
時□11/27、12/18、1/22 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
師□東京学芸大学准教授 石井壽郎 No.220362

NEW  こどもとアート2 ～親子で造形コミュニケーション～ 砂町

講座風景

　親子で一緒に「サムライ」になりましょう。こども
は礼儀作法、挨拶なども学べます。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。※大人（保護者）とこどもに分かれて指導し
ます。※中学生以上お1人のご参加も可能です（受講
料10,500円）
時  □12/4・25、1/15・22、2/5・12・19 日曜 15：30～17：00
数□7回　場□古石場文化センター
対□小学3年生以上とその保護者12組
￥□19,000円・なし（道具レンタル代別途）
師□芸道殺陣「波濤流」高瀬道場 多加野詩子 No.220422

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

　毎日の食事をもっと楽しく、もっと美味しく！。季
節の行事に合わせたメニューを作りましょう。自分
で作った料理の味は格別！おいしいお米と旬の素
材に触れながら、子どもたちに食べることの素晴ら
しさを伝えます。
時  □11/20～1/29 日曜 10：30～13：30
数□3回　場□総合区民センター
対  □親子ペア12組（5歳～小学生）
￥□4,200円・4,800円（親子1組）
師  □お米料理研究家 しらいのりこ

 No.220425

NEW  おいしくたのしく!  親子でわくわくクッキング 区民

11/20（日）
野菜たっぷりミートローフ、
ピラフ、
米粉スノーボールクッキー

12/11（日） 炒り鶏、簡単のりまき、
スイートポテト風きんとん

1/29（日） ひな祭り押し寿司、
しゅうまい、三色団子

　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。
〈主な内容〉 ● ことばの訓練 ●ハウスツアー
●スティックトレーニング
●ブラインドウォーク ●ミラーの運動 ●発表会 など 
時□10/23～3/12 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：小学1～4年生 後半
クラス：経験者または小学5年生　対□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.220365

 ～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

昨年度の練習風景

　ポンポンを持って楽しく踊ることを
メインにチアダンスを行います。笑顔
やチームワークを大切にするチア・ス
ピリットを学びながら、3月の発表会を
目標にたくさんのお友達と元気いっぱい踊りましょう。チアが初め
ての子も大歓迎！楽しくステップアップできるよう、基礎のステップ
から丁寧に指導します。（組み体操やアクロバットは行いません）
時□11/10～3/5 木・日曜 16：30～18：00　数□15回
場□森下文化センター　対□小学1～6年生男女40名
￥□12,000円・1,000円
師□㈱WING DANCE PROMOTION 小髙智織 No.220409

NEW  キッズチアダンス ～ソングリーディング～ 森下

成果発表会の様子

　小学2・3年生を対象とした講座です。ゲームや歌を通し
て、楽しみながら英語力を身につけます。英語を自然に聞き、
発話し、読み書きにつなげていくよう進めます。テキストは
迷路ゲームや色ぬりで楽しく学べるようになっています。
〈主な内容〉 ● 英語で自己紹介・あいさつ
● ヒアリング力とスピーキング力を養う。
● カードを使って単語を覚える。
● 音と文字の結びつきを理解し、「読める」「書ける」力を身に付ける。 
時□10/19～3/22 水曜 15：30～16：20　数□20回
場□東大島文化センター　対□若干名（12名）　￥□21,500円・5,100円
師□こども英会話のミネルヴァ派遣講師 田代礼 No.220257

 遊んで学ぶ! こども英語 東大島

講座風景

　リズムに合わせ、ヒップホップ、ロック、ジャズなど、
さまざまなダンスの基本を学びます。年齢に応じて2
クラスに分かれてレッスンします。11/20（日）開催予
定の「こども文化祭」（会場：江東区文化センター）ス
テージ部門に出演します。ダンスが好きな子集まれ ! !
時  □10/18～3/14 火曜 Aクラス 16：20～17：20（5歳～小学3年生） 

Bクラス 17：30～18：30（小学4年生～高校生）
数□17回　場□江東区文化センター　対□各クラス5名（各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.220334

 ジュニア・ダンスミックス 東陽町

レッスン風景

　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
レッスンを行ないます。
※今年度は成果発表会には参加しません。
時□10/19～3/22 水曜 募集クラス15：00～15：50　数□17回
場□砂町文化センター　対□平成28年4月1日時点で4歳から小学3年生
対□若干名（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.220289

　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。
※今年度は成果発表会には参加しません。
時  □10/1～2/18 土曜 

A13：00～14：00 B14：00～15：00 C15：00～16：00
数□15回　場□東大島文化センター
対□4歳から小学4年生 若干名（各20名）
￥□11,100円・500円
師  □石井清子バレエ研究所教師 小山田整 ほか

 No.220258

 こどもバレエ教室 砂町  こどものためのクラシックバレエ ABCクラス 東大島

　「書」に関する知識、楽しさを求めながら
技術の向上を目指します。受講者一人一
人の経験、技量に合わせてわかりやすく、
丁寧に指導していきますので初心者の方
からでも受講していただけます。お手本は受講者の技量に合
わせていきますが、基本的には楷書から始めて行書へと進む
ように指導します。3月には成果発表作品展を行う予定です。
時  □10/20～3/16 木曜 18：30～20：00　数□17回
場□江東区文化センター　対□5名（25名）
￥□18,000円・300円
師□創玄書道会一科審査会員 北澤翠香 No.220331

 書道教室 東陽町

講師作品

　伝統工芸の一閑張りは竹篭に和紙を
貼り、その上から柿渋を塗ったもので、柿
渋には防水・防虫・防腐効果もあります。
今回は3回で竹のカゴバッグに和紙を張
り、柿渋を重ね塗りし丈夫でおしゃれな
一生もののオリジナルバッグ作りに挑戦
しましょう。一閑張りのバッグはリビン
グ収納でも活躍し、実用的です。男女問わず人気があります。
時□10/28～11/25 金曜 19：00～21：00　数□3回
場□森下文化センター　対□15名
￥□4,500円・4,000円　師□表具師 岩崎晃 No.220392

NEW  伝統工芸 一
いっ

閑
かん

張
ば

りのカゴバッグ 森下

講師参考作品

ホームページ http://www.kcf.or.jp もご覧ください。 B平成 28 年 9 月 10 日発行　第 412 号



ベル・ダンス・ソサィエティ
●ジャズダンス ●親子バレエ
●2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・047-721-1523
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フラメンコギター&フラメンコ入門講座

【ご予約・お問合せ】宮川明フラメンコギター教室 tel/fax03-3878-8077

14：30開始（14：00開場）
前売1,000円（当日1,200円）

フラメンコの曲とリズム、手拍子のやり方などを
知りながら、ギター演奏を楽しむ70分。
※当日、入場制限あり。事前のご予約をお勧めします。

☎090-8491-6364  　akiramiyakawa@ezweb.ne.jp

10/1土
講師：宮川明

タワーホール船堀・小ホール 都営新宿線
船堀駅から徒歩1分 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（月～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
2015年ピティナ予選73名（80%）が奨励・優秀賞受賞
全国大会に2名参加しました。

新学期リトミック&
ピアノクラス
体験レッスン受付中 13：00～21：00

TEL 090-9343-8783  石原

亀戸文化センター（カメリアプラザ6F）亀戸駅徒歩1分
入会金3,500円  月会費 大人4,320円 こども3,240円
お子様からご年配の方まで 個人別指導 教室見学あり

公文亀戸文化センター書写教室

趣味・実用

　道具の使い方から始め、絵の描き方やコマの使い
方、キャラクター作りなどをプロの漫画家から学びま
す。講座成果展にも出品します。小学5年生以上対象。
※各自で購入していただく教材もあります。
〈主な内容〉
● 効果音（描き文字）　● 建物描写
● スクリーン・トーンの貼り方、削り方 など 
時□11/12～3/25 土曜 14：00～16：00　数□10回
場□森下文化センター　対□20名
￥□14,000円・1,000円
師□漫画家 江波じょうじ No.220403

NEW  プロに学ぼう! マンガ道場 森下

講師作品

ダンス・健康

　句会を行いながら俳句の作り方・楽しみ
方を学ぶ講座です。初心者の方でも講師
が丁寧に指導します。カリキュラムの中で、
屋外で俳句を作る「吟行句会」も行います。
〈主な内容〉
● 句会の基礎・句会にチャレンジ！
●吟行句会に挑戦（清澄庭園 ほか）
時  □10/15～2/4 土曜 13：30～16：00 

※吟行の日は時間が変わります（講義内で案内）
数□7回　場□砂町文化センター ほか　対□25名　￥□8,000円・500円
師□俳句結社「鶴」主宰 鈴木しげを No.220384

NEW  俳句実作講座 ～句会・吟行の楽しみ方～ 砂町

10/15（土） 句会の基礎・句会に
チャレンジ！

10/29（土） 句会 第2回目

11/5（土） 吟行句会に挑戦Ⅰ 
清澄庭園（予定）

11/26（土） 句会 第3回目

12/10（土） 吟行句会に挑戦Ⅱ 
清瀬市（予定）

1/28（土） 句会 第4回目

2/4（土） 句会 第5回目

　日本の伝統文化である和凧。和紙に絵や文字を描き、
竹ひごを使って和凧を作ります。竹の骨組みに紙を張っ
た伝統的な和凧を親子で協力して作り上げます。大人の
方も参加できますので、ぜひこの機会に日本古来の遊び
を楽しみましょう。
〈主な内容〉 ● 凧の歴史や種類について ●凧の製作①（下絵を描く）
●凧の製作②（色付け）　●凧の製作③（組み立て）
●凧揚げ ※場所：大島・小松川公園 ※作品展示会を行う予定
時□11/5～1/14 土曜 10：00～12：00　数□5回　場□砂町文化センター ほか
対□親子10組、大人10名 　￥□1,500円・500円、1,200円・500円
師□日本の凧の会会員 田淵和夫 No.220382

NEW  親子と大人のための和凧づくり教室 砂町

講師作品

　DIY=Do It Yourself=のとおり、
快適な住まい環境を自分の手でつ
くるヒントが満載です。興味はあ
るけれども、チャレンジする機会
がなかった方など初心者の方、大歓迎です。
　〈主な内容〉 ● 木取り図を書こう！（図面の書き方）
●STOP！とめる・しめる！（ネジ・釘の話）
●マルチBOXをつくろう！  ●年末に向けた収納の話
●大掃除に向けて  ●ホームセンターに行こう！ 
時□10/14～11/25 金曜 19：00～20：30　数□7回
場□亀戸文化センター ほか　対□15名（20名）　
￥□7,000円・3,000円
師□DIYアドバイザー 鈴木ひろ子 ほか No.220214

 だれでもできる! DIY実践講座 亀戸

　「おくられる側」と「おく
る側」が、共に万が一の時
に、どうしたら良いのかを
考える講座です。
時  □11/10～12/15 木曜 

19：00～20：30
数□6回
場□総合区民センター
対□30名
￥□5,200円・300円
師  □終活カウンセラー 柏木英一 ほか No.220352

NEW  思いどおりのエンドロール 「終活」を考える 区民

11/10（木）「終活」とエンディングノート
柏木英一（終活カウンセラー）

11/17（木） 残しても残されても大変…生前整理
スズキリナ（整理収納アドバイザー）

11/24（木）
電話1本で「困った」がすっきり解決?
…「日本お助け隊」の活動
建部真一（「日本お助け隊」監事・事務局長）

12/1（木）
家族構成が変わると住み方も変わる
…「減築」のメリット
鴇田一夫（福祉住環境コーディネーター理事）

12/8（木） 僧侶からみた終焉を迎えるための準備
亀山典弘（僧侶・祥雲寺副住職）

12/15（木）
人生のゴールを見据えながら
楽しい毎日を送るには
工藤紘生（イベントプロデューサー）

　猫専門医を講師に迎え、行動やしぐ
さを通して猫の心の機微を学習します。
飼っている方も、これから飼おうと思って
いる方も猫の気持ち知りたくないですか。
〈主な内容〉
● 猫と暮らし始めたら最初にすること
●猫に好かれる人、嫌われる行動　●猫に関するトリビア
●自宅で発見！病気のサインと対処法 
時□11/1～12/20 第1・3火曜 19：30～21：00　数□4回
場□ 豊洲文化センター　対□25名　￥□4,500円・100円
師□東京猫医療センター院長 服部幸 No.220429

NEW  わかってました? 猫の気持ち 豊洲

イメージ

　もはや缶詰は単なる保存
食ではない! ? 各地に存在す
る「ご当地缶詰」を知ること
で、その土地の郷土料理や
風俗などを学びます。
　缶詰の試食とお土産あり! !
時□11/17～3/16 木曜
19：00～20：30　数□5回　場□亀戸文化センター
対□一般成人30名　¥□5,000円・2,000円
師□缶詰博士・タレント 黒川勇人
No.220441

NEW   ご当地缶詰で食を知る! ～缶詰博士の“超”缶詰講座～ 亀戸

11/17（木）【北海道・東北】 つぶ貝やアスパラで素
材満喫。いちご煮にむきそばもあるべ！

12/15（木）【関東・東海・甲信越】 銚子といえば青
魚。静岡おでんに信州蜂の子！

1/19（木）【中部・近畿】 福井へしこはサバの漬け
物。大阪ならたこ焼き缶もあるで！

2/16（木）【中国・四国】 呉のつまみは鶏皮煮込。
宇和島水産校も缶詰作ってるんよ！

3/16（木）【九州・沖縄】 豚肉ラブ！鹿児島黒豚は
甘辛煮。わしたポークでめんそーれ！

缶詰博士 黒川勇人

　お料理一年生から、基礎をきちんと学んでみたいベテランまで、和
洋中定番の家庭料理を丁寧に指導します。一度は作ってみたかった
もの、何度作っても納得いかないもの、定番だけにおさえておきたい
メニューを揃えました。※メニューは変更になる場合があります。
時  □10/28～2/24 金曜 

18：30～20：30
数□5回　場□総合区民センター
対□24名　￥□6,800円・5,500円
師  □元女子栄養大学生涯学習 

講師 小山朝子 ほか
No.220353

NEW  基礎からはじめる料理 ～和洋中の家庭料理～ 区民

10/28（金） ハンバーグ、千切りスープ
（玉ねぎみじん切り、キャベツ千切り）

11/18（金） さば味噌煮、南瓜サラダ
（魚の煮方、南瓜を切る、お米をとぐ）

12/16（金） えびグラタン、人参サラダ
（ホワイトソースを作る、人参細切り）

1/27（金） 鶏からあげ、だし巻き卵、ほうれん草おひたし
（揚げ物、だしの取り方、青菜のゆで方）

2/24（金） 餃子、茶わん蒸し
（餃子の包み方、蒸し物）

　美味しいそばを自分で打ってみません
か。そば打ち2回とそば屋の定番料理を学
びます。家庭でそばを打つコツと、旨い定
番料理を覚えて、ぜひ年末年始は「そば料
理」を家族や友達に振舞いましょう。最終
回は交流会をします。初心者大歓迎
です。
時□10/17～11/21 月曜 18：30～20：30
数□4回　場□総合区民センター
対□24名　￥□3,500円・8,000円
師□手打ち蕎麦「銀杏」店主 田中栄作、田中政江 No.220356

NEW  そば打ちと蕎麦屋の定番料理 区民

10/17（月） はじめてのそば打ち①

10/31（月） はじめてのそば打ち②

11/7（月） 定番料理を習う
（だし巻き玉子 ほか）

11/21（月） そばと定番料理で交流会

　話題のスーパーフードを毎回材料に取り入れた料理を作りま
す。スーパーフードの定義は、栄養バランスに優れ一般的な食品よ
り栄養価が高い又は、一部の栄養・健康成分が突出して多く含まれ
る食品です。健康増進と美容を心がけた食生活で日々の活力を！
〈主な内容〉 ● 初回は講義とデモンストレーションのみ
●チアシードの料理、クコの実のクリームパスタ  ●アサイーのオムライス、マ
カのホットサラダ  ●キヌアとココナッツのグラノーラ  ●スピルリナとカム
カムのスムージー  ●ブロッコリースーパースプラウトとヘンプの野菜寿司 
時□10/26～3/15 水曜 11：00～13：30　数□6回　場□総合区民センター
対□24名　￥□8,200円・7,800円
師□スーパーフードエキスパート 植西杏子 No.220355

NEW  スーパーフードの料理教室 区民

スピルリナ
グリーンカレー

　各回、様々な国の家庭料理を実習します。その国の家庭で食されている料理を、総
合病院の専門調理師が家庭的なアレンジで紹介します。ハワイでポキボウル（マグロ・
アボカド丼）、スペアリブ、韓国でキンパプ、タッカルビ、ドイツでアイントップフ（ソーセー
ジとベーコンの野菜スープ）、ケーニヒスベルガー（肉団子のホワイトソース掛け）、アプ
リコットクヌーデル（アプリコット入りニョッキ）、スウェーデンでアンチョビ ポテトグラ
タン、サーモンラップサンド、スウェーデンクレープ、シチリアでイカとトマトのソテー、ス
ヒィンチョーネ（ミートパテのトマトアンチョビチーズ焼き）、レモンジンジャープリンなどを予定しています。
時□11/1～3/7 火曜 11：00～13：00　数□5回　場□総合区民センター
対□30名　￥□6,000円・6,500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.220354

NEW  世界のお家ごはん ～各国 家庭の味めぐり2～ 区民

調理例

　かるたを舞台に繰り広げら
れる青春を描いた漫画「ちはや
ふる」で注目を集める競技かる
た。競技者は小学生から高齢者
まで幅広く、競技人口は100万
人ともいわれています。ルール
や札の覚え方などから始め、試
合まで体験していきます。
時□10/12～1/25 水曜 19：00～21：00
数□6回　場□古石場文化センター　対□10名（22名）
￥□6,000円・200円
師□（一社）全日本かるた協会所属会員 No.220339

「ちはやふる」で大人気 古石場

はじめよう! 競技かるた

Ⓒ末次由紀・講談社

　「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。
時□10/25～3/21 隔週火曜 10：00～11：30
数□10回　場□総合区民センター
対□30名（女性限定）　￥□11,000円・なし
師□漢方養生指導士 Mana
 No.220351

NEW  女性のための健康法2・陰陽ストレッチエクササイズ 区民

講師 Mana

音楽・演劇

　人気のフラダンスで心と体をリフレッ
シュ。明るいハワイアンの音楽にのせて、
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。
時□10/12～2/22 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.220323

 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□10/20～3/2 木曜 20：00～21：00　数□10回
場□豊洲文化センター　対□5名（30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.220223

 美BODYをめざすシェイプアップエクサ 豊洲

講師 大久保こず枝

　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。
時  □10/11～3/7 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.220254

 バレエエクササイズ 東陽町

講師 吉田結子

　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□ 10/14～3/3 金曜 18：45～20：00　数□17回
場□総合区民センター　対□10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.220320

 健康のヨガ 区民

　ストレッチ運動から始まり、リ
ズムに合わせて体幹を整えるス
テップやダンスをします。運動不
足解消に、初心者でも楽しく気軽に踊れます。
〈主な内容〉 ●ストレッチやダンス
時□ 10/11～3/21 火曜 19：00～20：30
数□18回　場□江東区文化センター
対□15名（40名）　￥□16,200円・なし
師  □ヨシエダンススタジオカンパニー主宰 

茂呂由枝、ユカリ No.220319

インナーマッスル&ダンス 東陽町

～気軽に楽しく踊れる!～

講座風景

　日本をはじめ、イタリアやドイツなど世界の国々で親
しまれている名曲や芸術歌曲を原語や訳詩にて歌いま
す。コンコーネ練習曲を使って発声を学び、全員で歌い
ながらレッスンを進めていきます。講座最終日は発表
会を予定しています。健康のためにも歌いましょう！
〈主な内容〉 ●かやの木山の（山田耕筰作曲）
●お菓子と娘（橋本国彦作曲） ●Ah, mio cor（ヘンデル作曲）
●すみれ Das Veilchen（モーツァルト作曲） など
時□10/15～2/25 土曜 18：00～19：30　数□12回
場□豊洲文化センター　対□25名　￥□14,000円・500円
師□二期会会員 山本ひで子　 No.220432

NEW  世界の愛唱歌を歌おう 豊洲

講師 山本ひで子

　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、
毎回季節に合わせ
て選曲し、気軽に楽
しみながら歌いま
す。森下のリニューアルオープンで再出発です。新しい方も大歓迎！
3月の成果発表会に出演します。
時□10/20～3/9 木曜 14：00～15：30　数□17回　場□森下文化センター
対□30名　￥□18,000円・500円　師□声楽家 前野邦子 No.220396

NEW  うたう・楽しむ・元気が出る 童謡唱歌の世界 森下

成果発表会の様子

　和やかでアットホームな雰囲
気の中、日本の美しい自然や四季
折々にちなんだ歌を練習します。
のびやかで美しいハーモニーを
目指し、移りゆく季節を感じなが
ら楽しく歌いましょう。森下のリ
ニューアルオープンで再出発で
す。新しい方も大歓迎！3月には成果発表会に出演します。
時□11/1～3/14 火曜 18：30～20：00　数□17回　場□森下文化センター
対□成人女性30名　￥□14,000円・1,000円
師□聖徳大学兼任講師 佐藤亘弘 No.220399

NEW  森下女声コーラス 森下

成果発表会の様子

　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、ストレスも解消！プロヴォー
カリストとして、また日本橋三越
カルチャーサロンや音楽専門学
校で活躍中の講師が、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□10/20～3/2 木曜 19：15～20：45　数□8回　場□江東区文化センター
対□30名　￥□10,100円・200円　師□カタヤマケイジ No.220374

NEW  ヴォイストレーニング&J-POPの名曲を歌おう! 東陽町

講師 カタヤマケイジ

　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。

【今年度課題曲】越後水原、紀ノ川純情、あなたの
好きなところ、愛の夢の中に、秋恋歌 など
時□ 10/26～3/8 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.220230

 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。そして、2月26
日（日）の講座成果発表会に出演します。
夜間クラス　時□11/4～3/10 金曜 18：30～20：30
対□5名（25名）　No.220263
午前クラス　時□11/5～3/11 土曜 10：00～12：00
対□若干名（25名）　No.220262
【共通事項】
数□15回　場□東大島文化センター
￥□13,700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 東大島

夜間クラス・午前クラス 　毎回の課題曲をもとに、
講師のピアノ伴奏やカラ
オケ、独特な発声練習を通
じて、上手に歌うコツを学
びます。３月３日には、成
果発表の機会として「おさ
らい会」を実施します。
時□ 11/4～3/3 金曜 14：30～16：30　数□8回
場□東大島文化センター　対□10名（60名）
￥□10,100円・300円
師□作曲家 田中健一郎 No.220260

 実践カラオケ教室 東大島

おさらい会の様子

　日本を代表するソムリエ阿部誠が、トリオベール
を迎え、優雅なサロンのように生演奏とワインのテ
イスティングで豊かな日常を演出します。
時□右表のとおり　数□3回
場□総合区民センター　対□24名
￥  □10,000円・10,000円（テイスティ

ングワイン代、交流会会費）
師  □阿部誠
　演奏／ 竹添みどり(ヴァイオリン)、 

村原実穂子(ヴァイオリン)、明和史佳（ピアノ） No.220357

NEW   ソムリエ阿部誠 & Trio Veil プレゼンツ 区民  
生演奏とワインのマリアージュ

10/29（土） 12：30～14：00 ヴァイオリンデュオ
ワインの気持ちになってみる

11/19（土） 12：30～14：00 ピアノトリオ
ショパンとシャンパン

12/3（土） 15：00～16：30 ヴァイオリンデュオ
特別な日にあける！贈る！

※カリキュラムは変更になる場合があります。

阿部誠 Trio Veil

　ピラティスは呼吸法を活用し、普段意識するこ
とない、体の内部にある筋肉に働きかけるエクササ
イズです。もともとリハビリから開発されたため、
激しい運動もなくどなたでも学ぶことができます。
時  □10/22～3/11 土曜 
【女性】17：45～19：15 【男性】19：30～21：00
数□10回　場□東大島文化センター
対□【女性】若干名（20名） 【男性】5名（20名）
￥□【女性】10,100円・2,000円【男性】10,100円・1,000円
師□ネバダ州立大学認定ピラティスインストラクター 川添尚子
 【女性】No.220266 【男性】No.220264

 ピラティス 女性クラス・男性クラス 東大島

講座風景（男性クラス）

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 
（http://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▶

〈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
● 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。

　日本の食卓を、古くから支えてきた麹。この講座では、カ
タチは目立たなくても、役割や効果は絶大な麹のことを、実
習や試食を交えながら紐解いていきます。麹を日々の暮ら
しに取り入れないなんてもったいない！控えめだけれど、
実は魅力に溢れた麹の世界を一緒にのぞいてみませんか?
〈主な内容〉 ●麹ってなに?  ●麹の効果・効能 ～麹は酵素の宝庫で
す～  ●万能調味料 塩麹を作ってみよう（実習）  ●飲む点滴 甘酒を
作ってみよう（実演）  ●麹生活のすすめ
時□10/27～2/23 木曜 10：00～11：30　数□5回　場□東大島文化センター
対□20名　￥□5,800円・3,500円
師□日本発酵文化協会認定 発酵プロフェッショナル 浅沼彩子　No.220428

 麹の魔法 

イメージ

Ⓒ Yoshinobu 
Fukaya

※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

C 平成 28 年 9 月 10 日発行　第 412 号 英会話講座のご案内と、各講座のお申込み方法はD面をご覧ください。申込期間：9月10日（土）～24日（土）
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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。

東大島 
文化センター
〒136-0072 大島8-33-9
【電話】3681-6331
【FAX】3636-5825
【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。

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

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高校生以上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（土）～9/24（土）

レベルアップコース・単科コース（すぐに役立つトラベル英会話を除く）は通年講座です。
今回は補充募集となります。定員を超えた場合は抽選となります。

英会話講座のご案内
9/10（土）～10/2（日）お申込み期間

● インターネット 
http://www.kcf.or.jp
● 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2日（日）～9日
（日）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

● インターネット 
http://www.kcf.or.jp 
※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～○23） 
② 氏名・フリガナ 
③ 生まれ年（西暦）・性別 
※英会話講座は高校生以上が対象 

④ 郵便番号・住所 
⑤ 電話番号・FAX番号

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 10/7（金）～14（金）

■基礎～ディスカッション単科コース 10：00～　■はじめての英会話 13:30～
会場・お申込み：江東区文化センター ☎3644-8111

※追加募集分のため、すべてのレベルに募集があるとは限りません。できる限り、10月2日（日）までのガイダンスにご参加ください。

10/3（月）以降受付可能クラス分 追加募集ガイダンス 10/10（月・祝）

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、「映画に学ぶ英会話」、「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」は終了時にレベルチェックテストを実
施。講師評価とあわせて到達度をチェックできます。（無料）

● 8館で48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  
基礎～プレディスカッションは、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。

● 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。

【クラス紹介】 ※ NEW 以外のクラスは、いずれも通年講座のため、それぞれ募集人数は若干名となります。

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 
認定者協会派遣
日本人講師

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5～4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

映画に学ぶ英会話 
～Stand by Me～

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

実際に映画を観ながら、そこで使われるネイティブの自然な英語表現を学びます。リスニング力の向上を目指すと
共に、その表現を使った会話のレッスンも同時に行います。

英検2級程度 
TOEIC450～550程度

19,000円 15名

2,800円 15回

英語で学ぶ 
日本と江東区の魅力

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。後半は教
材を使い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
英語でおもてなし 

～文化がつながる英会話～ 
基礎編 ディラ国際語学 

アカデミー株式会社 
派遣日本人講師

外国から訪問する方と触れ合うため、やさしい単語を使う教材で、いろいろな会話表現を楽しく覚えていきます。又、
知り合った人に簡単なメールを英語で書く練習等も行います。

英検3級程度 
TOEIC350～450程度

27,000円 15名

5,000円 17回
英語でおもてなし 

～文化がつながる英会話～ 
応用編

基礎的な知識がある方を対象に、その知識をさまざまな場面において、文章を組み立てながらアウトプットする練
習をメインに、英会話力アップを目指します。

英検3級～準2級程度 
TOEIC400～500程度

27,000円 15名

5,000円 17回
すぐに役立つ
トラベル英会話 
～基礎～

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

飛行機や空港での会話から観光、ショッピングなど海外旅行の様々なシチュエーションで役立つ会話力を身につけ
ます。

英検4級～3級程度 
TOEIC350～450程度

19,000円 20名

3,200円 15回
すぐに役立つ
トラベル英会話 
～中級～

英検3級～準2級程度  
TOEIC400～500程度

19,000円 20名

3,200円 15回

※ 英検・TOEIC換算はあくまで目安となります。テキストはCDテキストになる予定です。また、テキスト及び教材費については変更になる場合がございます。

【クラス・会場・レッスン時間】 東陽町：江東区文化センター

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 豊　洲・午後③ 
東大島・夜間⑥ 古石場・午前② 東大島・午前② 

砂　町・夜間⑥
砂　町・午前② 
古石場・夜間⑥

基礎英会話 古石場・夜間⑤ 東大島・夜間⑤ 古石場・午前② 東大島・午前②

中級英会話
東陽町・午前② 
東大島・午前② 
豊　洲・夜間⑧

古石場・午前② 
亀　戸・午前② 
砂　町・夜間⑥ 
東大島・夜間⑧

豊　洲・午前② 
古石場・夜間⑤

砂　町・午前② 
東陽町・午後④

プレディスカッション

古石場・午前② 
亀　戸・午前② 
豊　洲・夜間⑤ 
総合区民・夜間⑥

砂　町・午前② 
総合区民・午前② 
東陽町・夜間⑥ 
亀　戸・夜間⑥

東陽町・午前② 
東大島・午前② 
古石場・夜間⑧

古石場・午前② 東大島・午前②

ディスカッション 古石場・夜間⑧ 亀　戸・夜間⑥ 総合区民・午前② 
豊　洲・夜間⑥

単
科
コ
ー
ス

映画に学ぶ英会話 
～Stand by Me～ 砂　町・午後④

英語で学ぶ 
日本と江東区の魅力

豊　洲・午前② 
東陽町・夜間⑥ 亀　戸・午前② 東陽町・午前②

英語でおもてなし 
～文化がつながる英会話～

基礎編
東陽町・午前①

英語でおもてなし 
～文化がつながる英会話～

応用編
東陽町・夜間⑦

すぐに役立つ
トラベル英会話 
～基礎～

森　下・夜間⑥

すぐに役立つ
トラベル英会話 
～中級～

森　下・夜間⑥

レッスン
時間

 ①10：00～12：00　②10：30～12：00　③13：30～15：00　④14：00～15：30 
⑤18：30～20：00　⑥19：00～20：30　⑦19：00～21：00　⑧20：05～21：35

中高生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
レベルどうしの方々で学べるコースです。

日常的に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。半期15回から17回で完結し
ます。

New Movie!

NEW 以外の講座は
欠員の補充募集講座となります。

レベルアップ
コース

単科
コース

● はじめての 
英会話

● 基礎英会話

● 中級英会話

● プレディスカッション

● ディスカッション

● 映画に学ぶ英会話 ～Stand by Me～

● 英語で学ぶ日本と江東区の魅力

● 英語でおもてなし ～文化がつながる英会話～ 【基礎編】・【応用編】

● すぐに役立つトラベル英会話 【基礎】・【中級】NEW
全15回で、海外旅行ですぐに役立つ会話を学びます。基礎と中級の2コースをご用意。 
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。
※ガイダンスでのレベルチェックで基礎または中級のレベルの方がお申込みいただけます。

森下

文化セ
ンター

リニュー
アル

オープ
ン

 ■ はじめての英会話
日程 開始時間・会場・【講座番号】

9/23
（金）

10：30
① 砂町文化センター 
【220380】

19：00
② 古石場文化センター 
【220397】

9/27
（火）

13：30
③ 豊洲文化センター 
【220402】

19：00
④ 東大島文化センター 
【220360】

9/28
（水）

10：30
⑤ 古石場文化センター 
【220398】

9/29
（木）

10：30
⑥ 東大島文化センター 
【220361】

19：00
⑦ 砂町文化センター 
【220381】

 ■ 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
9/25

（日）
⑧10：00

【220412】
⑨14：00

【220413】 江東区文化センター

9/26
（月）

⑩10：00
【220358】

⑪18：45
【220359】 東大島文化センター

9/27
（火）

⑫10：00
【220393】

⑬18：45
【220394】 古石場文化センター

9/28
（水）

⑭10：00
【220377】

⑮18：45
【220379】 砂町文化センター

9/29
（木）

⑯10：00
【220366】

⑰18：45
【220367】 森下文化センター

9/30
（金）

⑱10：00
【220400】

⑲18：45
【220401】 豊洲文化センター

10/1
（土）

⑳10：00
【220410】

○21 14：00
【220411】 総合区民センター

10/2
（日）

○22 10：00
【220363】

○23 14：00
【220364】 亀戸文化センター

出席するガイダンス
を選択1

ガイダンス申込2 受講クラスの決定4
〈内容〉 
■ はじめての英会話 
簡単な筆記と面接（約1時間）

■ 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） 
授業内容説明（合計約2時間）

ガイダンス出席3
ガイダンス
終了後に
受講クラス
申込み

NEW

NEW

NEW

NEW


