
　江戸時代、深川が生んだスーパースター「山東京伝」。現代文化に通じる漫画家やコ
ピーライターの元祖といわれています。
　黄表紙や滑稽本などから、町人作家が見た江戸を探ります。講師は、江戸戯作文学
の第一人者、棚橋正博先生です。
〈主な内容〉 ● 山東京伝が生きた時代と生涯
● 山東京伝の浮世絵とコピーライター元祖としての活躍
● 洒落・遊びのデザイン～手ぬぐい生みの親（「手拭合」） 【会場】 江東区文化センター

山東京伝の世界 ～町人作家から見た江戸～

地域理解・散策

　亀戸エリアの特色のある建物や景観、スカイツリーの
ビューポイントなど魅力あふれるスポットを、単語帳形式
で紹介する『かめたん』を手に亀戸のまちを歩きます。散策
しながら、製作当時との違いや新しいスポットを探します。
〈主な内容〉
● 『かめたん』を開いてみよう ● 亀戸のまちを歩こう
● 亀戸の新スポット探し ほか

【会場】 亀戸文化センター

亀戸のまちを歩こう ～かめいど福都心単語帳『かめたん』をたどって～

かめいど福都心単語帳『かめたん』

　かつて江東区のどの川でも見られた、懐かしい筏
の風景や木材業の様子など、思い出してみませんか。
木材産業の伝統文化や歴史、ゆかり、水系、多種多様
な木材の魅力について学びます。
〈主な内容〉
● 木材業の伝統文化と技術、多種多様な木材関連産

業、木材の種類と特徴
● 江東区と木材産業の関わりと歴史：江東区の材木

問屋と製材所の分布
● 川と通りから見る木材業：江戸の水系別扱い木材、店名の由来、筏のある川
● 外出講義：①銘木市場見学 ②大横川から堅川を歩く ③新木場を巡る

【会場】 東大島文化センター

わが町江東区再発見 木材の魅力

東京営林署猿江貯木場

　江戸名所図会や江戸名所百景、にしき絵などに
描かれている当時の街並みや名所旧跡を古文書、
古地図を参考に現在の城東と比較しながら学ん
でいきます。また、富士山の世界文化遺産登録を
記念して、富士信仰や富士塚についても学びます。
〈主な内容〉
● 「中川船番所」「中川口」の名所絵を読む
● 「亀戸天神」「香取神社」「龍眼寺」の名所絵を読

む
● 「小名木川」「五本松」の名所絵を読む ● 「五百羅漢」「元八幡」の名所絵を読む
● まちあるき（元八幡→因速寺→中川船番所資料館／富士信仰展見学→逆井の渡し→浅間神社）

【会場】 東大島文化センター

城東の名所絵を読む

江戸名所図会「中川口」

国際理解・語学

　「仕事のために英語を身につけたいけれど、何から始めたらいいのだろう?」という
方向きの英語再入門講座です。「使うための文法」を意識した練習を通して、ビジネス
の場で将来必要とされる英語力の基礎固めを行います。レッスンは、興味深い物語を
読む、簡単な会話を楽しむなど、バラエティ豊かな内容です。TOEIC300～400点程度
の方が対象です。まずは、お申込みのうえ、ガイダンス（9月24日（火）19時～、25日（水）
19時～、28日（土）10時30分～のいずれか1回）にご参加ください。
〈主な内容〉 ● もう一度始めよう「英語の基本5文型とは?」 ● まずは「現在形・現在進行形」
● とても簡単な「未来形」 ● すぐに理解できる「過去形」  ほか

【会場】 江東区文化センター

ビジネスパーソンのためのやさしい基礎英語

　基礎的な知識・コミュニケーション力のある方を対象に、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、リスニング力の
強化、説明・描写力の強化を目標にします。TOEIC500～600点程度の方が対象です。ま
ずは、お申込みのうえ、ガイダンス（9月24日（火）19時～、25日（水）19時～、28日（土）10時
30分～のいずれか1回）にご参加ください。
〈主な内容〉 ● ビジネスマナー ● 電話応対練習 
● 問合せ・クレーム対応 ● プレゼンテーション ほか 【会場】 江東区文化センター

実践英会話コミュニケーション力強化コース

　仕事や仕事以外でも使える実用的な会話スキルを学習するクラスです。ミーティン
グなどにおける自分の意見の出し方、賛成・反対意見の述べ方、解決策の提案の仕方な
ど、実際のシミュレーションを通して体得していきます。TOEIC600～700点程度の方
が対象です。まずは、お申込みのうえ、ガイダンス（9月24日（火）19時～、25日（水）19時
～、28日（土）10時30分～のいずれか1回）にご参加ください。
〈主な内容〉 ● 会話途中での割込み方 ● プレゼンテーション 
● ブレーンストーミング ● 譲歩 ほか 【会場】 江東区文化センター

実践英会話ミーティング&プレゼンテーションコース

　今年は、日本カンボジア友好60周年です。カンボジアの文化などを楽しく学びま
しょう。 【会場】 豊洲文化センター
11/1（金） 日本との意外なつながり～カンボジアの歴史とアンコール遺跡～

11/15（金） 人々の心のよりどころ～仏教と年中行事～

11/29（金） 気候に合った暮らしの工夫～衣装、食べもの、住居～

12/13（金） 世界に誇る無形文化遺産～古典舞踊と影絵芝居～

1/17（金） カンボジアならではのお土産選び～織物、工芸品、特産品～

1/31（金） 楽しいコミュニケーションのこつ～あいさつ、マナー、流行～

カンボジアを楽しむアラカルト

　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。

【会場】 江東区文化センター

芸術鑑賞講座「文楽」

　生誕200年を迎えるオペラ作曲家ヴェルディの全体像を新しい研究成果も入れてご
紹介します。ヴェルディの芸術的進化を追いながら、人間性、倫理観、仕事の流儀、友人
関係、最後には音楽家のための養老院まで作った彼の人生観なども紹介します。

【会場】 江東区文化センター
10/20（日） 時代と生涯・生き方・オペラ史上の足跡  鑑賞作品「オベルト」「エルナーニ」

11/3（日） 心理劇の追求～デビュー作から一貫して表現しようとした「人間の心」
鑑賞曲作品「ナブッコ」「二人のフォスカリ」「マクベス」

11/24（日） 音楽とドラマの融合～歌の伝統を生かした音楽劇の傑作たち
鑑賞曲作品「リゴレット」「イル・トロヴァトーレ」「ラ・トラヴィータ（椿姫）」

12/1（日） フランス様式への挑戦～傑作を生んだ技術はグランド・オペラで通用するのか
鑑賞作品「シチリア島の晩鐘」「ドン・カルロ」「アイーダ」

12/22（日） 晩年の円熟～精神の成熟と前進する力  鑑賞作品「レクイエム」「オテッロ」「ファルスタッフ」

ヴェルディのオペラとその時代 ～生誕200年を迎えたオペラ作曲家を学ぶ～

鑑賞・教養

　京都の洛中洛外を「美術」という視点から解説します。また、東京国立博物館で開催
する「特別展 京都－洛中洛外図と障壁画の美－」（10月8日～12
月1日）も見学します。
〈主な内容〉
● 描かれた京都「洛中洛外図」「都名所絵・都林泉名勝図絵」
● 京都の国宝紹介
● 京都のデザイン ～美術工芸・淡雅の美～  ほか

【会場】 古石場文化センター

美術でめぐる京都・洛中洛外

重文「洛中洛外図屏風 舟木本」左隻2扇（部分）／岩佐又兵衛筆／江戸時代・17世紀／東京国立博物館蔵

　日本酒は単なる嗜好品だけではなく、時代の流れの中でさまざまな役割を果たした
と言われています。日本酒の古代から現代までの歴史や、酒造りに必要な麹などにつ
いて解説。利き酒や工場見学も予定しています。「“通”だね!」と言われるようなワンポ
イント講座もお楽しみに。 ※満20歳以上の方受講可。

【会場】 古石場文化センター
10/30（水） 日本酒の歴史Ⅰ 「縄文時代から現代まで」

11/13（水） 日本酒の歴史Ⅱ 「燗熟お江戸の中の日本酒（大酒飲み大会他）」

11/27（水） 日本酒の歴史Ⅲ 「近代清酒の流れ（江戸の生酛法から明治の山廃酛と速醸酛）」

12/11（水） 日本酒の歴史Ⅳ 「日本酒を堕落させた戦後の時代」

1/15（水） 日本酒造りに欠かせない麹と酵母

1/29（水） 杜氏と酒米について

2/12（水） 利き酒について 実践

2/15（土） 酒類総合研究所赤レンガ工場（北区滝野川）見学 （予定）

日本酒の歴史・文化を探る ～起源と時代背景から現代の酒造りまで～　話題のテーマを気軽に学んでみませんか。区内にある大学・公共施設の協力で実施
します。日本科学未来館の見学もあります。 【会場】 豊洲文化センター
10/23（水） 伝統芸能を楽しむ

武蔵野大学客員教授 羽田昶10/30（水）
11/13（水） 都市型水害を考える ～その原因と対策

芝浦工業大学工学部教授 守田優11/20（水）
12/4（水） 簡単! ツボ刺激でセルフケア　東京有明医療大学保健医療部鍼灸学科教授 高倉伸有

12/11（水） iPS細胞で何ができるの?　日本科学未来館 科学コミュニケーター

豊洲おもしろゼミナール

　和菓子は、おいしいだけじゃない。和菓子に関する熱い
探究心の持ち主である中島久枝さんが、和菓子の魅力を
毎回楽しくお話しします。お正月に合わせた和菓子作り
や、春のお茶会も体験します。おいしい話で学んだあとは、
甘いお菓子が待っています。月一回、耳も口も誘惑されて
ください。 ※毎回、茶菓つき
〈主な内容〉 ● 羊羹のルーツは肉のスープだった－和菓子ことはじめ
● 体験「雪うさぎ」など、練り切り作り ● 春のお茶会

【会場】 亀戸文化センター

江戸の和菓子の伝統と粋

「雪うさぎ」「ねじり梅」「春の野」

　私たちの数キロメートル先に存在する未知なる世界「深海」。
日本列島の地下では何が起こっているのでしょうか。「深海」に
おける多種多様な生物から活断層、海底資源などさまざまな観
点を科学の目で捉え、海洋国・日本の現在から未来を考察して
いきます。
〈主な内容〉 ● 日本の周りは深海生物だらけ
● 日本近海の海底資源 ● 地球の謎を「ちきゅう」が解く
● 最大潜航深度世界第2位 有人潜水調査船「しんかい6500」
● 南海トラフ巨大地震について ● （独）海洋研究開発機構施設見学  ほか

【会場】 東大島文化センター

地球最後のフロンティア「深海」

JAMSTEC「しんかい6500」

　さまざまな視点から「笑いとは何か」を追求し学ぶことで、心豊かな明日を目指しま
しょう。健康的な生活に「笑い」は欠かせない常備薬、笑うことによって免疫力はアッ
プし、地域でもビジネスでもユーモアは潤滑油です。古来、「笑い」がいかに育まれ、親
しまれてきたかを、解りやすく楽しく学びます。
〈主な内容〉 ● 笑い学（ユーモアオロジー）・ 老年学（ジェロントロジー）入門　小向敦子
● 歴史と伝承にみる、日本の「笑い」の文化　水谷類
● 落語の原点、宗教と「笑い」の心を癒す力　服部光徳 【会場】 総合区民センター ほか

「笑い」を学ぶ

　美術ジャーナリストとして活躍する
講師が、時代の移り変わりとともに変
化する宗教画、風景画、抽象画、現代ア
ートなどを追い、解説します。最終回は、
森美術館（六本木）で開催される「アン
ディ・ウォーホル展」を見学予定です。

【会場】 森下文化センター

西洋美術入門 ～ギリシア美術から現代アートまで～
11/14（木） 物語画の魅力1 ～神話画と宗教画

11/28（木） 風景画から抽象画へ

12/19（木） 光と影 ～印象派の時代

1/30（木） 物語画の魅力2 ～19世紀英国美術を中心に

2/6（木） 自画像を描く

3/27（木） イズムからアートへ
（アンディ・ウォーホル展見学）

　江戸の文化をいまに伝
える浮世絵の、技法とみど
ころを学びます。国内外の
名品が集う「大浮世絵展」

（江戸東京博物館）の見学
や、講師レシピによる江戸
料理の実習など、江戸時代
の「粋」をまるごと体験します。 【会場】 総合区民センター

技法とみどころ 浮世絵の真実 ～庶民と文化のエッセンス～
10/27（日） 浮世絵の発祥 ～制作過程、技法、種類

11/10（日） 七代浮世絵師 ～欧米美術に与えた影響

11/24（日） 五渡亭園・亀戸梅屋敷で浮世絵解説と見学（外出講義）

12/15（日） 浮世絵に見る江戸の食と暮らし

1/12（日） 江戸東京博物館「大浮世絵展」解説と見学（外出講義）

1/26（日） 冬の江戸料理を味わう（調理実習）

　亀戸の老舗「亀戸升本」は明治38年、亀戸に創業した名
店です。そのお料理のおいしさは、素材一つ一つへのこだ
わりから生まれています。特に幻の大根といわれる「亀戸
大根」を使用しているのが大きな特徴です。講座では、亀
戸升本の歴史、亀戸大根農家の訪問、おいしい亀戸大根
料理の作り方、亀戸大根あさり鍋の食事会など他ではで
きない貴重な体験をします。

【会場】 亀戸文化センター

亀戸まちのマイスター 亀戸の名店「亀戸升本」に学ぶ おいしい和食

亀戸升本本店

　江東区の眼前に広がる東京湾。歴史・環境・生物やそこで働く人な
ど、多角的に紹介します。
〈主な内容〉
● 江戸湊から東京港へ　大野伊三男（前東京みなと館館長）
● 東京湾の漁業と食について　大野一敏（㈱大平丸社長）
● 東京湾の生物と環境　木村尚（NPO法人海辺つくり研究会）  ほか

【会場】 豊洲文化センター

魅力発見 東京湾

講師 木村尚

　交通としての役割を終えた道は「廃道」と呼ばれて
います。道が風化していく過程に見えるさまざまな事
象の足跡を、女流オブローダー（廃道探索家）の草分け
的存在である石井あつこさんを迎えてひも解いてゆ
く講座です。「とにもかくにも道が好き」という石井さ
んご自身が実際に踏破したさまざまな「廃道」の解説
や、その前提として道の歴史や地図の楽しみ方などを
お話しいただきます。現地講義も予定しています。こ
の秋、「廃道」がアツい。
〈主な内容〉 ● 道の歴史、なりたちや地図の楽しみ方
● 「廃道」探索レポ～日本全国あんな「廃道」こんな「廃道」～
● 現地講義～貸切バスで行く日帰り「廃道」探索～   【会場】 古石場文化センター

廃道を往（ゆ）く

講師 石井あつこ

文学・歴史

　日本通史のシリーズは、いよいよ「近代」です。開港から日露戦争まで、近代化の達成
と課題を探ります。
〈主な内容〉 ● 大政奉還と廃藩置県 ● 自由民権運動 ● 大日本帝国憲法と国会
【会場】 江東区文化センター

日本通史Ⅵ ～近代～

　現在の「東京」の礎を築いた江戸幕府。そこに君臨した15人の将軍
のことを皆さんはご存知ですか? 初代、家康の江戸開幕から410年＆
最後の将軍・徳川慶喜の没後100年にあたる今年、改めて徳川の将軍
たちとその時代の主な出来事について解説します。
〈主な内容〉 ● 戦国時代概論
● 「幕藩体制の確立 ～家康・秀忠」豊臣家滅亡・武家諸法度の公布
● 「質実剛健な中興将軍 ～吉宗」享保の改革・天一坊事件
● 「江戸幕府終焉 ～慶喜」大政奉還・王政復古・戊辰戦争　【会場】 森下文化センター

徳川十五将軍とその時代 ～江戸幕府265年のドラマ～

三つ葉葵

　文学の中でもミステリー文学は人気の高いジャンルです。日
本でも明治時代に文学の近代化がなされるとともに、人気を得
た歴史の長いジャンルです。明治の翻訳・翻案作品から日本独
自のミステリー文学は始まりました。そして、日本社会の近代化、
現代化とともにミステリー文学もより面白く、多様化してきた過
程を探っていきます。
〈主な内容〉
● 黒岩涙香の功績・近代ミステリーの始まり「無惨」（明治22年）
● 江戸川乱歩の怪・「緑衣の鬼」（昭和11年）
● 日本初の密室殺人・横溝正史の「本陣殺人事件」（昭和21年）
● 戦後本格ミステリーの古典・高木彬光「人形はなぜ殺される」（昭和30年）
● 社会変化とミステリー・松本清張「眼の壁」（昭和32年） ● 外出・池袋周辺の予定

【会場】 豊洲文化センター

和風ミステリーの楽しみ

新聞コラムの乱歩評
（1932年11月14日付 朝日新聞より）

　講師の小池氏は、江東区出身です。2007年、川端康成文学賞を受賞
するなど、数々の文学賞を受賞しています。講師とともに詩と小説を
あじわいます。ひと月に1回のペースで読み進めていきます。
〈主な内容〉
● 久保田万太郎の俳句を詠む
● 芥川龍之介の短編を読む（「父」「トロッコ」「点鬼簿」）
● 樋口一葉の作品を読む（「にごりえ」）

【会場】 江東区文化センター

江東文学サロン 東京・下町・文学逍遥 ～詩と小説をあじわう～

講師 小池昌代
Ⓒ瀬戸正人

　江戸時代から共に発展してきた
深川と本所。歴史あるこの地域を、
今回は落語をテーマに落語にちな
んだ史跡やゆかりの地を巡り、講
師の説明を聞きながら街歩きをし
ます。12月は、本所出身の落語家・
柳家さん喬師匠をお招きし、本所・深川を舞台にした落語を聞きます。

【会場】 森下文化センター

本所・深川散歩 ～落語編～
10/23（水） 深川散歩 ～富岡八幡宮周辺～

11/20（水） 本所散歩 ～回向院周辺～

12/4（水） 落語世界の本所・深川 ～落語会「福禄寿」 ほか

1/8（水） 深川七福神めぐり 常盤 ～深川

2/12（水） 足をのばして ～吾妻橋・向島

　無声映画に語りや説明をつける活動弁士の話芸を、海外でも活躍す
る弁士の第一人者、澤登翠さんから学びます。最終日（3/2日曜）は、発表
会を実施します。

【会場】 古石場文化センター

澤登翠の弁士にチャレンジ!

講師 澤登翠

趣味・実用

　生活のひと時に潤いを与えてくれるティータイム。でも毎日のお茶が
平凡で退屈になっていませんか?古くから世界で愛されてきた味わい深
い中国・台湾のお茶を中心に、ちょっと新感覚で、心も体もリフレッシュ
させるお茶の愉しみ方をお教えします。月一回、おいしいリラックスタイ
ムをご一緒に…。 ※毎回茶菓つき
〈主な内容〉 ● 中国と台湾のお茶～茶葉の奥深い世界
● お茶で愉しむクリスマス～東洋と西洋の出会い など 

【会場】 亀戸文化センター

新感覚! こころを潤すオリエンタルティー

普段と違うティータイムを…

　スポーツをする、スポーツ観戦を楽しむ、スポーツ選手を目指すなど、運動やスポー
ツは暮らしを豊かにしてくれます。そのスポーツをサイエンスの視点でもっと深く知
りませんか? 各分野に精通した講師7名が解説します。 【会場】 総合区民センター
10/29（火） 運動生理学、コンディショニング

11/12（火） トレーニング学、運動制御論

11/26（火） スポーツイベントのマネジメント

12/10（火） スポーツ医学、予防とスポーツ障害のみかた

1/7（火） スポーツ栄養学

1/21（火） スポーツ方法学、コーチング学 ～ランニングにおける練習強度の決め方～

2/4（火） アスリートの「こころ」とメンタルトレーニング

スポーツを科学する ～体力学・産業・医学・心理学・栄養学 スポーツの可能性を探る～
　旬の魚を中心にした献立を作ります。おつとめ帰りの方も参加しやすい時間帯の講
座です。 【会場】 総合区民センター
11/19（火） ～秋の南欧プレート～ サバのグリーンソース、秋のオードブル2種、キノコソースのパスタ

12/17（火） ～お正月のおもてなし料理～ ふかひれ雑煮、牛肉の塩釜焼き、レンコンと生湯葉の梅サラダ

1/14（火） ～冬のアレンジ和食～ 魚介の和風グラタン、ブリの柚子茶風味、水菜のおばんざい

2/18（火） ～立春の中華～ さわらのレモンソース、酸辣湯（サンラータン）、中華風カニおこわ

3/18（火） ～春のイタリアン～ 桜鯛のカルパッチョ、桜海老と菜の花のパスタ、色々トマトのカプレーゼ

～旬の魚をおいしく食べよう!～ おつとめ帰りの料理教室

　家族や友達が揃う機会が多い年末年始。この講座では、身近な素材を使ってみんな
で楽しく囲めるごちそう、おもてなし料理を紹介します。あわてたり、悩んだりしない
で「これさえあれば、ひと安心!」という一品をぜひ、増やしてみませんか。

【会場】 総合区民センター
10/24（木） お赤飯 ほか2品 （お米を使ったおもてなし）

11/7（木） 鯛の塩窯 ほか2品 （魚を使ったおもてなし）

11/28（木） ローストチキン ほか2品 （肉を使ったおもてなし）

12/12（木） お正月料理

1/23（木） リンゴのムース ほか2品 （果物を使ったおもてなし）

2/6（木） 春餅 ほか2品 （粉物を使ったおもてなし）

わたしの献立帳

　毎日を忙しく過ごしている方のために、簡
単な手順であっという間にできあがり、しかも                      
栄養バランス満点の料理を作りましょう。時間
のない方必見です。

【会場】 総合区民センター

ヘルシーな簡単料理
10/17（木） レンジ使用の簡単料理

11/21（木） チーズ使用の簡単料理

12/19（木） 簡単料理でパーティ①

1/16（木） フライパン使用の簡単料理

2/20（木） 簡単料理でパーティ②

　こどもから大人まで楽しく学ぶことができる、落語実践教室です。三
遊亭栄楽氏が、高座の上がり方から扇子・座布団の使い方、笑いの間ま
で手ほどきします。最終回には成果発表会を行います。落語を覚えれ
ば、想像力が広がり表現力も身につきます。寄席に行ったことのない方
も、じゅげむやなぞかけが大好きなお子さんも、ぜひご参加ください。

【会場】 東大島文化センター

みんなの楽しい落語実践教室

三遊亭栄楽

　キャンプを大変と思っている方のために、オートキャンプの楽
しみ方を講習します。オートキャンプはサイトまで自動車を乗り
入ることができ、電源・シンクがあるため家庭の調理機器や食器
類を利用して料理することができます。忙しい現代の生活から離
れて自然を楽しむ方法を学びます。

【会場】 東大島文化センター
10/27（日） 講義・練習：オリエンテーション、オートキャンプの楽しみ方

11/10（日） 実地講習（若洲キャンプ場）：「焚火」「テントの組立て」「キャンプ料理」

11/23（土・祝） 実践（有野実苑オートキャンプ場）：キャンプ場で本番のキャンプに挑戦

オートキャンプを楽しもう!

オートキャンプ風景

手芸・工芸

　ふわふわの羊毛を、専用器具で刺して自由な色と形を作り
出す羊毛フェルト。身近な動物をモチーフに、リアルさと可
愛さを兼ねそなえた作品作りに挑戦します。
〈講師プロフィール〉
武蔵野美術大学彫刻学科卒。（株）サンリオ勤務の後、デザイ
ン事務所を設立。児童書、女性誌、教育誌を中心に創作活動を
続ける。羊毛フェルトでは、「にゃんころ」、「うさたま」など人
気のシリーズを多数発売している。 【会場】 森下文化センター

羊毛フェルトのかわいい動物たち

〈作品見本〉4回でひとつの作
品を作り上げていきます

　まるで本物のケーキみたいな形や薔薇の香りがするロー
ズ形など、かわいいキャンドルが自分で手作りできます。イ
ンテリアとして飾るのはもちろん、贈り物の季節のプレゼン
トにも。
〈制作予定〉 ● クリスマスキャンドル 
● 薔薇が香るローズキャンドル ほか

【会場】 古石場文化センター

見てほっこり 灯してほんわり スイートキャンドル

制作予定作品
「苺のホールケーキキャンドル」

　エキゾチックな音楽の中に身をゆだね、音と遊び、踊る喜びを感じ
てみませんか。未経験でもまずは踊ってみたいという気持ちがあれば
大丈夫です。初心者向け、基礎から学びます。

【会場】 豊洲文化センター

初心者のためのベリーダンス

講師 Jericho

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。一人ひとりの経
験、技量に合わせてわかりやすく、丁寧に指導します。初心者の方でも受講していただ
けます。 【会場】 江東区文化センター

書道教室

　寄席文字は、江戸時代から伝わる寄席で使われる文字です。縁起の良い文字として
も喜ばれています。初心者の方もお気軽にどうぞ。 【会場】 江東区文化センター

橘右近寄席文字教室

　映画で見たあの俳優を描いてみたいけど、似せて上手に描くコツは? 
「山藤章二の似顔絵塾」の特待生講師がシンプルな線で特徴をとらえる似
顔絵の描き方を教えます。平成26年1月開催「江東シネマフェスティバル」
会場に作品を展示します。

【会場】 古石場文化センター

似顔絵入門 ～映画俳優を描いてみよう～

講師作品「綾瀬はるか」

　南米アンデスの代表的な笛「ケーナ」の吹き方を学びます。「コンド
ルは飛んで行く」で有名な調べは、日本人の郷愁を誘います。一緒に
風の音色を楽しんでみませんか。
〈主な内容〉 
●風とケーナのロマンス ●リャキ ルナ ●童神（わらべがみ） ほか
※希望者は、平成26年3月開催の成果発表会に出演することができます。

【会場】 森下文化センター

アンデスの笛〈ケーナ〉を吹こう（グループ・サークルサポート事業）

昨年度の
成果発表会の様子

　日本・ヨーロッパ・アメリカなど世界の国々で親しまれている名曲を原
語や訳詩にて歌います。講座では、コンコーネ練習曲を使って発声を勉
強し、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〉 
● 中国地方の子守歌 ● アヴェ・マリア ● 菩提樹 ● 峠のわが家 
● 夢路より ● 乾杯の歌（「椿姫」より） ほか  【会場】 豊洲文化センター

世界の愛唱歌を歌おう

講師 山本ひで子

音楽・演劇

　和太鼓ワークショップで、体も心もリフレッシュ。伝統芸能に触
れながら、真摯な若手演奏家による柔軟な指導も魅力のひとつで
す。お子様は10歳から参加できます。

【会場】 江東区文化センター

東京打撃団 和太鼓ワークショップ

東京打撃団のメンバーによる本格
的な指導を行います Ⓒ佐藤真郷

　日本の伝統文化である能楽囃子の笛と大鼓を体験する講座です。お子さんにとっ
て貴重な体験となるはずです。初めての方でもわかりやすく丁寧に指導します。

【会場】 江東区文化センター

こども能楽囃子教室 ～笛・大鼓（おおつづみ）

　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!
歌うことが好きだけど上手く声が出せない、そんな方にピッタリです。プロヴォーカリ
ストとして活躍中の講師が、基本のヴォイトレからJ-POPの名曲を使ってのヴォーカ
ルレッスンまで楽しく解りやすく進めます。歌を楽しみたい方、自信を持って歌える歌
を持ちたい方、是非ご参加下さい! 【会場】 江東区文化センター

ヴォイストレーニング & J-POPの名曲を歌おう!

　「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・バラン
スを整えてカラダを健康にそして美しくするノウハウをレッスン形式に
アレンジしたビューティーレッスンです。運動経験や年齢に関係なく受
講できます。
〈主な内容〉 ● カラダの気（元の気）の流れ ● バランスを整える
● カラダの歪みを整える ● beautytotalセルフケア
● 冬に向けての調整・コンディショニング

【会場】 総合区民センター

女性のための健康法2 ～陰陽ストレッチとエクササイズ～

講師 Mana

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本を
習得しながら、美しく健康な身体づくりをしませんか？バ
レエ初心者の方もお気軽にご参加ください。

【会場】 江東区文化センター

バレエエクササイズ
　元気なこどもたち大集合！かっこよく、楽しくダンス
のテクニックを身につけよう! 君も未来のダンサーだ！  

【会場】 江東区文化センター

ジュニア・ダンスミックス
　リズムにあわせてステップやターンの練習を重ね
ジャズダンスの基礎を身につけます。ストレッチも取り
入れ運動不足の解消とシェイプアップを目指します。

【会場】 江東区文化センター

ジャズダンス

　前期好評の「指ヨガ」の続編。指ヨガに加え、呼吸法、眼ヨガも取り入れます。「龍村
式指ヨガ」は手指を回したり、反らせたり、揉みほぐすことで脳の活性化や自然治癒力
を高めます。「眼ヨガ」はヨガの呼吸法やポーズに眼の運動を組み合わせた健康法で、
眼や関連部位の血行を良くし、運動性を高め、疲れ目や眼精疲労の改善をはかり、本来
備わっている「眼の自然回復力」を引き出します。
〈主な内容〉 ● 呼吸法 ● 眼ヨガ ● 指ヨガ ● ヨガ
【会場】 東大島文化センター

カラダすっきり! 龍村式 健康法 ～ヨガ・眼ヨガ・指ヨガ～
　EXILEのダンスで人気が沸騰しているストリート
ダンス。あなたもかっこよく踊ってストレス発散。スト
レッチもしっかりやるので体スッキリ。 

【会場】 亀戸文化センター

大人のためのストリートダンス教室 ヒップホップダンスでリフレッシュ

ヒップホップインストラクター AMI

　国内有数のモネ・コレクションを誇る国立西洋美術館とポー
ラ美術館の共同企画展「モネ、風景をみる眼-19世紀フランス風
景画の革新」の鑑賞とともに、絵画における風景画の世界を取り
上げます。 ※別途、入館料の徴収あり。
〈主な内容〉 ● 絵画における風景画の歴史 
● 印象派と風景画の革新 ●モネの風景画 ● 展覧会見学

【会場】 東大島文化センター

「モネ、風景をみる眼」展と風景画の世界

クロード・モネ《舟遊び》 1887年 油彩、カンヴァス 145.5×133.5cm 国立西洋美術館 松方コレクション

　生誕110年を迎える世界的名匠・小津安二郎監督について、作
品解説、小津の美的感覚、大女優・原節子との交流などさまざま
な切り口でその実像に迫ります。
〈主な内容〉 ● 小津組の現場から ● 原節子と小津安二郎
● 小津安二郎の美術的感覚  ほか

【会場】 古石場文化センター

小津安二郎・大研究

小津安二郎
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オートキャンプ風景
オートキャンプを楽しもう（東大島）

作品例
見てほっこり 灯してほんわり
スイートキャンドル（古石場）

帝京平成大学健康メディカル学部教授・
スポーツ整形外科医 渡會公治
スポーツを科学する（区民）

作品例
～旬の魚をおいしく食べよう！～
おつとめ帰りの料理教室（区民）

昨年度講師作品例
わたしの献立帳（区民）

講師：ボディケア・トレーナー Mana
女性のための健康法2（区民）

制作予定作品
仏像彫刻入門（森下）

講師作品
書道教室（文化）

お申込み
期間

9月10日（火）
～24日（火）

お申込み 江東区文化センター ☎3644-8111
森下文化センター ☎5600-8666
古石場文化センター ☎5620-0224

豊洲文化センター ☎3536-5061
亀戸文化センター ☎5626-2121
東大島文化センター ☎3681-6331

総合区民センター ☎3637-2261
※ 砂町文化センターは大規模改修工事のため、平成26年9月末

まで休館中です。そのため、平成25年度の後期講座は実施 
いたしません。

…………………………… 実施するセンターへお申し込みください ……………………………

館 講座名　講師名 内容 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集人数
（定員）

受講料
教材費

豊洲
英語で読む児童文学
『不思議の国のアリス』

中央大学講師 斉藤美加

洋書を読み解きます。
※英会話ではありません。途中入講と
なります。テキスト代別。

土
9

14：00～15：30
10/19～2/22

若干名
（20）

11,000円
100円

亀戸
司馬遼太郎の世界

週刊朝日編集委員 村井重俊 ほか

『街道をゆく』の担当編集者と一緒に
たどる外出や、歴史学者と作品を探究
し、作家・司馬遼太郎が見つめたもの
を追いかけます。

金
8

14：00～15：30
10/11～2/14

5
（25）

7,700円
200円

書道･絵画

文化
書道教室 新規講座

公益社団法人創玄書道会一科審査会員・ 
毎日書道展会員 北澤翠香

「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
量に合わせてわかりやすく、丁寧に指導しま
す。初心者の方でも受講していただけます。

木
17

18：30～20：00
10/31～3/13 25 18,000円

300円

文化
橘右近寄席文字教室 新規講座

橘流寄席文字 橘右女次

寄席文字は、江戸時代から伝わる寄席
で使われる文字です。縁起の良い文字
としても喜ばれています。初心者歓迎。

木
17

18：30～20：00
10/17～3/6 25 21,000円

1,600円

古石場
似顔絵入門 新規講座
～映画俳優を描いてみよう～

イラストレーター 宇田川のり子

「山藤章二の似顔絵塾」の特待生講師
がシンプルな線で特徴をとらえる似
顔絵の描き方を教えます。

水
6

19：00～20：30
10/23～1/8 20 7,700円

500円

東大島
日本画教室

日本美術院院友 佐藤孝
基礎デッサンから日本画制作に至る
まで、描き方と技法を学びます。

金
15

18：30～20：30
11/8～3/14

若干名
（25）

16,000円
1,500円

東大島
ペン習字教室
文部科学省認定社会通信教育講師 大原一紗

手紙の文章や名前などをバランスよく、
読みやすく、キレイに書いてみませんか？

月
10

10：30～12：00
10/28～3/10

5
（25）

11,000円
1,000円

区民
実用書道～暮らしに生かせる書～

毎日書道展会員  帯向芳園

漢字・仮名の基礎から暮らしに生かせ
る書を学びます。美しい文字は生活に
潤いを与えます。

水
17

19：00～20：30
10/9～3/5

若干名
（25）

14,500円
4,500円

手芸・工芸

森下
羊毛フェルトのかわいい動物たち 新規講座

フェルト&クレイ作家 はっとりみどり

ふわふわな羊毛を、専用器具で刺して自
由な色と形を作り出す羊毛フェルト。身
近な動物をモチーフに、リアルさと可愛さ
を兼ねそろえた作品作りに挑戦します。

火 
4

10：00～12：00
10/22～12/3 15 7,000円 

1,500円

森下
仏像彫刻入門

大仏師 大川幸太郎

彫刻歴80年、仏像彫刻界第一人者の指導
のもと、鎌倉時代からの仏師の間に伝わる
基本の技を習得し、円空仏を彫り上げます。

土 
8

10：00～11：30
10/19～3/15

10
（25）

15,000円 
8,000円

古石場
見てほっこり 灯してほんわり 
スイートキャンドル 新規講座

R＆M's CANDLE主宰 小幡梨絵子

ケーキの形やクリスマスキャンドルな
ど、贈り物にも素敵なかわいいキャン
ドルを作ります。

水 
6

14：00～15：30
10/30～3/19 20 8,400円

6,000円

音楽・演劇

文化
東京打撃団
和太鼓ワークショップ 新規講座

東京打撃団メンバー

和太鼓ワークショップで、体も心もリ
フレッシュ。10歳より参加可能です。
真摯な若手演奏家による柔軟な指導
も魅力のひとつです。

木
8

19：00～21：00
10/24～3/20 20 13,000円

なし

文化
ヴォイストレーニング＆J-POPの　
名曲を歌おう！ 新規講座
日本橋三越カルチャーサロン講師 カタヤマケイジ

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も解
消！プロヴォーカリストとして活躍中の
講師が、基本のヴォイストレーニングから
J-POPの名曲を使ってのヴォーカルレッ
スンまで楽しく解りやすく進めます。

木
8

19：15～20：45
10/31～2/20 30 10,100円

200円

森下
森下女声コーラス

聖徳大学兼任講師  佐藤亘弘

和やかな雰囲気の中で、四季折々にちなん
だ歌を練習しています。季節を感じながら
楽しく歌いましょう。3月には森下文化セン
ターで開催する成果発表会に出演します。

火
17

18：30～20：00
11/5～3/25

10＊
（30）

14,000円
1,000円

森下
うたう・楽しむ・元気がでる
童謡・唱歌の世界

声楽家  前野邦子

誰もが耳にし、口ずさんだことがある
懐かしい童謡・唱歌を楽しみながら歌
います。3月に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。

木
17

14：00～15：30
10/31～3/6

10＊
（30）

18,000円
500円

森下
アンデスの笛〈ケーナ〉を吹こう 新規講座
（グループ・サークルサポート事業）
ケーナ奏者・ビクター音楽カレッジ専任講師 荒川美樹子

南米アンデスの代表的な笛「ケーナ」
の吹き方を学びます。「コンドルは飛
んで行く」で有名な調べは、日本人の
郷愁を誘います。一緒に風の音色を楽
しんでみませんか。

月
10

19：00～20：00
20：00～21：00
10/28～3/24

各8名 9,000円
7,800円

豊洲
世界の愛唱歌を歌おう 新規講座

二期会会員  山本ひで子

世界の国々で親しまれている名曲を
原語や訳詩にて歌います。講座最終日
に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！

土
11

18：00～19：30
10/19～2/22 22 12,000円

500円

東大島
実践カラオケ教室

作曲家  田中健一郎

毎回の課題曲をもとに、講師のピアノ
伴奏やカラオケを通じて、上手に歌う
コツを学びます。

金
8

14：30～16：30
11/1～3/7

10
（60）

10,100円
300円

東大島 東大島女声コーラス・午前
日本オペラ協会会員  福山恵

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。最終日には成果発表会に出
演します。なお、初回は見学になります。

土
15

10：00～12：00
10/12～2/23

5
（25） 13,700円

500円
東大島 東大島女声コーラス・夜間

日本オペラ協会会員  福山恵
金
15

18：30～20：30
10/11～2/23

10
（25）

ダンス・健康
文化

バレエエクササイズ 新規講座
石井清子バレエ研究所教師 吉田結子

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
健康な身体づくりをしませんか？

火
15

14：00～15：30
10/15～3/18 30 13,000円

なし

文化
ジャズダンス 新規講座
ヨシエダンススタジオカンパニー主宰 茂呂由枝

リズムにあわせてステップやターンの練
習を重ねジャズダンスの基礎を身につ
けます。ストレッチも取り入れ運動不足
の解消とシェイプアップを目指します。

火
20

19：00～20：30
10/8～3/18 40＊ 17,600円

なし

豊洲
初心者のためのベリーダンス
アイニーベリーダンス所属 Jericho（エリコ）

エキゾチックな音楽の中に身をゆだ
ね、音と遊び、踊る喜びを感じてみませ
んか。未経験でもまずは踊ってみたい
という気持ちがあれば大丈夫です。

木
15

18：40～19：40
10/17～3/13

10＊
（22）

16,000円
なし

豊洲
タップダンス教室 初級から

佐々木隆子タップダンススタジオ 倉形裕代

タップダンスは、最初に基本ステップを覚
えてしまえば、どなたでも楽しく踊ること
ができます。初心者のためのクラスです。

土
14

13：10～14：10
10/19～3/16

5 
（20）

13,000円
なし

亀戸
大人のためのストリートダンス教室 
ヒップホップダンスでリフレッシュ 
 新規講座

EXILEのダンスで人気が沸騰してい
るストリートダンス。あなたもかっこ
よく踊ってストレス発散。ストレッチ
もしっかりやるので体スッキリ。

土 
10

16：30～17：40 
11/9～3/15 15 9,000円 

なし

東大島
カラダすっきり！龍村式健康法 新規講座
～ヨガ・眼ヨガ・指ヨガ～
　　　龍村式ヨガインストラクター 遠藤孝之

前期講座で好評だった「指ヨガ教室」の
続編です。今回は、「指ヨガ」に加え「ヨガ」
「呼吸法」「眼ヨガ」も取り入れます。「自然
回復力」を高め健康を維持しましょう。

月
8

14：00～15：30
10/28～3/10 20 9,800円

200円

東大島
ピラティス・女性クラス
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

ピラティスは呼吸法を活用し、普段意
識することのない体の内側にある筋
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、
激しい動きはありません。

土
10

17：45～19：15
10/26～3/22

若干名 
（20）

10,100円
1,000円

東大島
ピラティス・男性クラス
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

土
10

19：30～21：00
10/26～3/22

10 
（20）

10,100円
1,000円

館 講座名　講師名 内容 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集人数
（定員）

受講料
教材費

区民
女性のための健康法2 新規講座
～陰陽ストレッチとエクササイズ～

ボディケア・トレーナー Mana

カラダの気（元気）の流れ・バランスを
整えてカラダを健康にそして美しくす
るノウハウをレッスン形式にアレンジ
したビューティーレッスンです。

火
8

10：00～11：30
11/12～3/11 30 9,000円

なし

区民
健康のヨガ

㈱フクシ・エンタープライズ派遣講師

三井かおり

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
も役立つ健康のヨガです。
※各自ヨガマットをお持ちください。

金
17

18：45～20：00
10/11～2/28

若干名 
（30）

8,000円
2,000円

趣味・実用

森下
続・はじめてのデジタル一眼撮影術

写真家 鷹野晃

お手持ちのデジタル一眼レフカメラ
を使用して、カメラの機能や撮影テク
ニックをプロから学びます。実際に外
出撮影も行います。
※外出時の保険料（50円）はその都度徴収し
ます。補充募集ですので、経験者対象です。

土
5

14：00～16：00
10/19～12/14

若干名 
（20）

7,500円
1,900円

森下
プロに学ぼう！マンガ道場

漫画家 江波じょうじ

道具の使い方から始め、キャラクター
作りなど、漫画を描くために必要なテ
クニックを学びます。レベル別での指
導のため、初心者でも大丈夫です。

土
10

14：00～16：00
11/9～3/22

10 
（20）

14,000円
1,000円

古石場
澤登翠の弁士にチャレンジ！ 新規講座

活動写真弁士 澤登翠

無声映画に弁士の語りで物語を進め
る映画鑑賞のスタイル「弁士」の話芸
を、海外でも高い評価を受けている講
師の指導で学びます。
※最終回は発表会に出演します。

火・日
6

19：00～20：30
10/15～3/2
※18：00から
一部指導あり

20 9,000円
2,100円

豊洲
江戸文字教室～勘亭流～

勘亭流家元二代目荒井三禮直門 荒井三鯉

歌舞伎看板、番付を飾る江戸文字・勘
亭流。18世紀から続く伝統を味わっ
てみませんか。

水
10

19：00～20：30
10/30～3/12

5 
（25）

17,000円
6,500円

亀戸
初心者大集合！DIY実践講座
LLP TANOK DIYアドバイザー ほしのてつ ほか

インテリアパネル（額縁）の製作や床・
壁のキズ補修の方法、家庭の防犯対策
などを学びます。工作指導はNHK教
育テレビ「住まい自分流」を担当した女
性講師が務めます。

水 土
6 1

19：30～21：00
10/30～12/7
※12/7のみ別途

設定

若干名 
（20）

7,000円
3,000円

亀戸
新感覚！こころを潤す 
オリエンタルティー 新規講座

中国茶 style 留香主宰 徳本佳苗 

毎日のお茶が平凡で退屈になってい
ませんか?世界で愛される中国・台湾
のお茶を中心に、心も体もリフレッ
シュさせるお茶の愉しみ方をおいしく
お教えします。　※毎回茶菓つき

土
5

14：00～15：30
10/26～2/22 20 6,600円

2,000円

東大島
みんなの楽しい落語実践教室 新規講座

落語家 三遊亭栄楽

こどもから大人まで楽しく学ぶことが
できる、落語実践教室です。高座の上
がり方から扇子・座布団の使い方、笑い
の間まで手ほどきします。最終回には
成果発表会を行います。

土
8

10：30～12：00
12/14～3/15 20 9,800円

200円

東大島
オートキャンプを楽しもう！ 新規講座

日本オートキャンプ協会指導員 北地邦男 
江東区レクリエーション協会 ほか

キャンプは大変と思っている方のために、
オートキャンプは、気軽にアウトドアを
楽しむことができるレクリエーションで
す。①オートキャンプの楽しみ方②「焚火」
「テントの組立て」「キャンプ料理」③デイ
キャンプ（有野実苑オートキャンプ場）

日
3

11：00～17：00
10/27～11/23 12組 3,000円

7,000円

東大島
囲碁教室・実践編～基礎から応用まで～

日本棋院棋士八段 佐々木正

初段を目指す5級の方から有段者ま
での総合講座です。棋譜解説と指導碁
リーグ戦で力をつけます。

火
17

18：30～20：30
10/22～3/11

10
（25）

25,000円
300円

区民

スポーツを科学する 新規講座
～体力学・産業・医学・心理学・栄養学 
　スポーツの可能性を探る～
帝京平成大学健康メディカル学部教授 渡會公治 ほか

健康促進のスポーツ、ケガの予防とス
ポーツ障害、トレーニング学、スポーツ
方法学、メンタルトレーニング、栄養
学、スポーツマネジメントなど、各分野
からスポーツを科学的に学びます。

火
7

19：15～21：00
10/29～2/4 30 6,700円

300円

区民

～旬の魚をおいしく食べよう！～
おつとめ帰りの料理教室 新規講座
フードスタジオBerry＝Berry代表 高野美子

旬の魚を中心にした献立を作ります。
おつとめ帰りの方も参加しやすい時間
帯の講座です。

火
5

18：30～20：30
11/19～3/18 24 7,400円

6,000円

区民
わたしの献立帳 新規講座

元女子栄養大学生涯学習講師 小山朝子

この講座では、みんなで楽しく囲める
ごちそう、おもてなし料理を紹介しま
す。身近な素材を使って、丁寧に作っ
ていきましょう。

木
6

10：00～12：00
10/24～2/6 30 7,200円

4,800円

区民
ヘルシーな簡単料理 新規講座

栄養改善普及会理事 志田千代子

仕事などで時間がなく、料理の作れな
い人のために、簡単で栄養バランス満
点の料理の作り方を学びます。

木
5

10：00～12：00
10/17～2/20 36 5,500円

4,000円

こども・親子

文化

こども能楽囃子教室 新規講座
～笛・大鼓（おおつづみ）～

森田流笛方 寺井宏明
大倉流大鼓方 大倉栄太郎

日本の伝統文化である能楽囃子の笛
と大鼓を体験する講座です。お子さん
にとって貴重な体験となるはずです。
初めての方を対象でもわかりやすく
丁寧に指導します。

月
10

18：00～20：00
笛・太鼓とも
10/7～3/31

20 11,000円
なし

文化
ジュニア・ダンスミックス 新規講座
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

ヒップホップ、ロック、ジャズなど、
様々なダンスの基本を踊って楽しも
う！初心者大歓迎。

火
17

16：30～17：30
10/15～3/18 30 18,100円

なし

森下
キッズチアダンス
～ソングリーディング～

㈱WING DANCE PROMOTION 小髙智織

音楽に合わせて踊るソングリーディン
グにチャレンジ！有志による、イベント
への参加なども行っています。本講座は
組み体操やバク転などは行いません。
※対象:小学生男女

木・日
15

16：30～18：00
11/7～3/2

20＊
（50）

11,000円
1,000円

森下
CHILD ART CLUB
～楽しんでイラストレーション～

イラストレーター・絵本作家 さくらせかい

現役の絵本作家が講師です。色えんぴ
つ、クレヨンなど、お子さんの使い慣れ
た画材で、のびのびと自由な発想で創
作を楽しみましょう。
※対象:小学生男女

土
10

10：00～11：30
10/26～3/8

5
（20）

12,000円
600円

古石場
～たいけんはっけんぼくのまち～
親子で学ぶ理科・社会

プロナチュラリスト 佐々木洋 ほか

月に一度、親子で社会科見学や理科講
義を行います。
※対象:小学3年生以上の児童とその
保護者

土
5

13：30～15：30
11/16～3/8

若干名
（15組）

6,000円
4,000円

亀戸
こどものための演劇教室

東京学芸大学名誉教授 小林志郎

演劇は単に演技ができるようになると
いうだけではなく、自己表現や友達との
コミュニケーション能力が向上します。
※対象:小・中学生

日
10

10：00～11：10
10/20～3/16

10
（20）

7,500円
200円

亀戸
こどものための三味線教室

一般社団法人長唄協会派遣 杵屋悦子 ほか

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。対象：小・中学生

日
10

14：00～14：50
10/27～3/16

5
（15）

13,400円
6,300円
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担当：岩本

クレッシェンド音楽教室

豊洲
教室

ピアノは、読譜力

http://cresc-ms.com

ピアノ（月～土）3 才～大人
リトミック（月～土）1 才～6 才

☎03-6220-0326

と表現力が身につく楽しいレッスンです。
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。
一音会式絶対音感トレーニングも取り入れています。
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!

ピティナ《豊洲CANALステーション代表》 　フェイスブックができました。
ブログにアドレスがありますので
ご覧ください。2013年度ピティナ指導者賞受賞

（15才以上女性のみ）
13:00～16:00
（月1回.1,500円）

第1・3金曜日
第2・4日曜日

本の中から好きな作品制作、見学可、初心者歓迎
3人以上集まれば希望日に開室します。

豊洲ジュニアバレエ
豊洲文化センターレクホール
（木）4：00～
※初心者大歓迎
豊洲

（3才～）見学・体験可

（火）・（木）・（金）・（土）

喜多川歌麿画より（山東京伝を描いた浮世絵）
山東京伝の世界

～町人作家から見た江戸～（東陽町）

アンコールワット
カンボジアを楽しむアラカルト（豊洲）

日本を代表する伝統芸能「文楽」
芸術鑑賞講座「文楽」（東陽町）

ターナー 湖に沈む夕陽 1840～45頃
テート美術館、ロンドン

～ギリシア美術から現代アートまで～（森下）

ASIMO（アシモ）やISS、見て触れて楽しむ
日本科学未来館（現地講義・見学）
豊洲おもしろゼミナール（豊洲）

歌川広重「名所江戸百景 亀戸梅屋舗」
（国立国会図書館デジタル化資料より）

技法とみどころ 浮世絵の真実
～庶民と文化のエッセンス～（区民）

講師著書より
本所・深川散歩～落語編～（森下）

● 新規講座 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。
● グループ・サークルサポート事業とは、グループやサークルが企画した講座を、広

報・施設利用などの面から森下文化センターがサポートして実施する事業です。
● 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。該当講座には募集人数の後に＊を表示しております。

館 講座名　講師名 内容 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集人数
（定員）

受講料
教材費

地域理解・散策

文化
山東京伝の世界 新規講座
～町人作家から見た江戸～

早稲田大学大学院講師 棚橋正博

江戸時代、深川が生んだスーパース
ター「山東京伝」の魅力を探ります。滑
稽本や黄表紙などの著書から江戸庶
民の世界を探訪します。

木
8

14：00～15：30
10/17～12/12 30 7,200円

300円

森下
本所・深川散歩 ～落語編～ 新規講座

読売新聞編集委員・演芸評論家 長井好弘

本所と深川、歴史あるこの地域を落語
をテーマに、講師の説明を聞きながら
街歩きをします。12月は本所出身の
落語家、柳家さん喬師匠をお招きし、
本所・深川が舞台の落語を聞きます。

水
5

14：00～16：00
10/23～2/12 25 6,000円

200円

古石場
廃道を往く 新規講座

廃道探索家 石井あつこ

交通としての役割を終えた「廃道」に
見える文明の足跡を、女流廃道探索家
の草分け的存在である講師を迎えて
ひも解いてゆきます。
※教材費にはバス代、保険料を含みます。

金
4

19：00～20：30
11/1～12/20 30 4,500円

5,500円

豊洲
魅力発見 東京湾 新規講座

特定非営利活動法人海辺つくり研究会 
 木村尚 ほか

江東区の眼前に広がる東京湾。歴史・
環境・生物やそこで働く人など、多角的
に紹介します。知っているようで知ら
ない東京湾の魅力を発見しましょう。

日
5

10：30～12：00
11/10～1/26 25＊ 4,500円

100円 

亀戸

亀戸まちのマイスター 新規講座
亀戸の名店「亀戸升本」に学ぶ おいしい和食

㈱升本フーズ取締役会長 塚本光伸 ほか

素材にこだわる亀戸の老舗「亀戸升
本」。亀戸大根を使った和食の作り方、
農家への訪問、お食事会など、他では
できない貴重な体験ができます。

月・水
4

14：00～15：00
10/23～2/19 30 500円

3,000円 

亀戸
亀戸のまちを歩こう 新規講座
～かめいど福都心単語帳『かめたん』をたどって～

芝浦工業大学教授 志村秀明 ほか

単語帳形式の『かめたん』を手に亀戸
エリアで福探しをしませんか。

土
6

10：00～12：00
11/2～12/7 20 5,500円

700円

東大島
わが町江東区再発見 木材の魅力 新規講座

㈱都賀屋木材店代表取締役 福田守宏 
東和木材㈱代表取締役会長 井上哲男

かつて江東区のどの川でも見られた、
懐かしい筏の風景や木材業の様子な
ど、江東区の歴史を通して思い出してみ
ませんか。木材業の伝統的技術や伝統
文化、店名のゆかり、江戸の水系別、多種
多様な木材の魅力について学びます。

火
7

19：00～20：30
10/29～2/8 25 3,000円

500円

東大島
城東の名所絵を読む 新規講座

江東区文化財専門員 栗原修 ほか

江戸名所図会や江戸名所百景などの名
所絵と古文書、古地図を比較しながら
江東区城東の名所について学んでいき
ます。また、富士山の世界文化遺産登録
を記念して、富士信仰や富士塚につい
ても学びます。

木
8

18：30～20：30
11/21～3/6 30 6,000円

500円

国際理解・語学
森下
古石場
東大島

はじめての英会話

6館で37クラス開講!
無料のガイダンスを受けて、ご自分にあったレベルのクラスを受講できます。申込方法、クラ
ス時間割などの詳細はD面をご覧ください。
※定員を超えた場合は抽選になります。

基礎英会話
森下
古石場
豊洲
亀戸
東大島
区民

中級英会話

プレディスカッション

ディスカッション

文化
ビジネスパーソンのためのやさしい
基礎英語 新規講座
ディラ国際語学アカデミー株式会社派遣講師 田沼智

「仕事のために英語を身につけたいけ
れど、何から始めたらいいのだろう？」
という方向きの英語再入門講座です。
TOEIC300～400点程度の方が対象
です。まずは、お申込みのうえ、ガイダ
ンス（9月24日（火）19時～、25日（水）
19時～、28日（土）10時30分～のい
ずれか1回）にご参加ください。

土
17

10：00～12：00
10/19～3/15 15 27,000円

1,250円

文化

実践英会話コミュニケーション力 
強化コース 新規講座

ディラ国際語学アカデミー株式会社派遣講師 
マーティン・ヘミングウェイ

日常会話はできるけれど、リスニング
力、構文力、語彙力など総合的な英語力
が十分でない方のために、リスニング
力、説明・描写力の強化を目指すクラス
です。TOEIC500～600点程度の方
が対象です。まずは、お申込みのうえ、
ガイダンス（9月24日（火）19時～、25
日（水）19時～、28日（土）10時30分
～のいずれか1回）にご参加ください。

水
17

19：00～21：00
10/23～3/12 15 27,000円

4,000円

文化

実践英会話ミーティング＆ 
プレゼンテーションコース 新規講座

ディラ国際語学アカデミー株式会社派遣講師 
スティーブ・コニング

複雑な内容になると不自然になったり躊
躇してしまう方のために、仕事や仕事以
外でも使える実用的な会話スキルを学習
するクラスです。TOEIC600～700点
程度の方が対象です。まずは、お申込みの
うえ、ガイダンス（9月24日（火）19時～、
25日（水）19時～、28日（土）10時30分
～のいずれか1回）にご参加ください。

火
17

19：00～21：00
10/22～3/11 15 27,000円

4,000円

文化

英文法を学ぶ 新規講座
～正確な英語を身につけるために～

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

英語を書く･聞く・話す上で、キーポイ
ントとなる文法を重点的に学びます。
検定受験を目標に、会話のレベルアッ
プを図る手段として英文法の基礎を
学びスキルアップを目指す。

土
10

9：15～10：45
10/5～12/14 50 6,000円

2,200円

文化

公式問題集で学ぶ 新規講座
TOEIC®TEST講座

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

企業や大学で英語能力を測る基準として最も
多く利用されているTOEIC®TEST受験対策
を行い、企業が「業務上のコミュニケーション
ができるとされる600点を目指します。オプ
ションとしてＩＰテストも実施します。

土
10

11：00～12：30
10/5～12/14 50 6,000円

4,000円

森下
初級中国語会話
ディラ国際語学アカデミー株式会社派遣講師 張小兵

ピンインの読み書きができ、挨拶や自
己紹介など、簡単な日常会話ができる
方が対象です。

火
17

19：00～21：00
10/22～3/11

若干名
（20）

16,000円
3,350円

森下
初歩からはじめる韓国語会話
ディラ国際語学アカデミー株式会社派遣講師 李榮

K-POPや韓国ドラマなどの話題を取
り入れながら、韓国語の基礎を学びま
す。初心者対象の講座です。

金
17

19：00～21：00
11/8～3/14

若干名
（20）

16,000円
2,400円

森下
韓国語会話（協力）
ディラ国際語学アカデミー株式会社派遣講師 金善美

ハングル文字の読み書きができ、挨拶
や自己紹介など、簡単な日常会話がで
きる方が対象です。

木
14

19：00～21：00
11/7～3/20

若干名
（20）

20,000円
2,300円

館 講座名　講師名 内容 曜日
回数

時間
開講日～閉講日

募集人数
（定員）

受講料
教材費

豊洲
カンボジアを楽しむアラカルト 新規講座

東京外国語大学非常勤講師 福富友子

今年は、日本カンボジア友好60周年
です。カンボジアの文化などを楽しく
学びましょう。

隔週金
6

19：00～20：30
11/1～1/31 25＊ 5,800円

100円

亀戸
こころでつながるコリア

神田外語大学教授 林史樹 ほか

ニュースでは見えない韓国のひと・文
化・生活のこと。いろんな話題を通し
て多様な姿を知ることで、もうちょっ
とだけ心の距離を縮めましょう。

水
8

14：00～15：30
10/9～2/12

8
（30）

7,700円
200円

鑑賞・教養

文化
ヴェルディのオペラとその時代 新規講座
～生誕200年を迎えたオペラ作曲家を学ぶ～

音楽評論家 小畑恒夫

生誕200年を迎えるオペラ作曲家
ヴェルディの全体像を新しい研究成
果も入れてご紹介します。ヴェルディ
の芸術的進化を追いながら、人間性、
倫理観、仕事の流儀、友人関係、最後に
は音楽家のための養老院まで作った
彼の人生観なども紹介します。

日
5

10：00～12：00
10/20～12/22 30 6,000円

500円

文化 芸術鑑賞講座「文楽」 新規講座
国立劇場文楽出演者 ほか

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。

日
2

12：40～14：00
（12/15）

9：40～10：30
（2/16）

12/15、2/16

50 2,200円
12,000円

森下
西洋美術入門 新規講座
～ギリシア美術から現代アートまで～

美術ジャーナリスト 藤原えりみ

時代の移り変わりとともに変化する宗
教画、風景画、抽象画、現代アートなどを
追い、解説します。最終回は、森美術館
で開催される「アンディ・ウォーホル展」
を見学します。
※美術館見学は実費徴収

木
6

19：00～20：30
11/14～3/27 40 7,500円

200円

古石場
小津安二郎・大研究 新規講座

元小津組助監督 田中康義 ほか

生誕110年を迎える小津安二郎監督を
あらゆる視点から、検証し、小津安二郎
監督の実像に迫ります。

土
5

14：00～16：00
10/19～2/15 30 7,000円

200円

古石場
美術でめぐる京都・洛中洛外 新規講座

美術史家 北進一
黒川古文化研究所研究員 杉本欣久 ほか

京都の洛中洛外を「美術」という視点
から解説します。東京国立博物館で開
催する展示会も見学します。
※別途入館料の徴収あり。

月
6

19：00～20：30
10/28～2/10 30 6,000円

200円

古石場
日本酒の歴史・文化を探る 新規講座
～起源と時代背景から現代の酒造りまで～

漫画家・名誉酒匠 高瀬斉

日本酒の古代から現代までの歴史や、
酒造りに必要な麹などについて解説
します。利き酒や工場見学も予定して
います。
※満20歳以上の方受講可。

水・土
8

19：00～20：30
10/30～2/15 25 7,800円

2,000円

古石場
伊勢・松阪商人と深川
～小津家の歴史を中心に～
全国小津安二郎ネットワーク会長 藤田明 ほか

伊勢・松阪商人と、日本橋・深川の関わ
りをさまざまな講師を招いて学びま
す。

金
8

14：00～16：00
10/18～2/14

若干名
（30）

7,000円
1,500円

豊洲 豊洲おもしろゼミナール 新規講座
日本科学未来館 科学コミュニケーター ほか

話題のゲリラ豪雨やiPS細胞、ツボ刺激で
セルフケアまで、気軽に学びませんか。区内
にある大学・公共機関の協力で実施します。
※教材費に入館料含む

水
6

13：00～14：30
10/23～12/11 25＊ 4,200円

700円

亀戸
江戸の和菓子の伝統と粋 新規講座

フードライター 中島久枝 ほか

和菓子は、おいしいだけじゃない。和菓
子の魅力を毎回楽しくお話しします。和
菓子作りや、春のお茶会も体験します。
月一回、耳も口も誘惑されてください。
※毎回茶菓つき

金
5

14：00～15：30
11/15～3/14 20 5,600円

2,400円

東大島

地球最後のフロンティア「深海」 新規講座
独立行政法人海洋研究開発機構派遣講師 

東京水産大学名誉教授 奥谷喬司 
科学ジャーナリスト 瀧澤美奈子

東南海地震、熱水噴出孔「チムニー」、
「ダイオウイカ」などで注目されてい
る深海について学びます。「しんかい
6500」や「地球深部探査船ちきゅう」
の最新の調査や研究、次世代エネル
ギー「メタンハイドレード」をはじめと
する海洋資源と、深海には話題がいっ
ぱいです。

水
8

19：00～20：30
11/6～3/12 25 7,200円

300円

東大島
「モネ、風景をみる眼」展と 
風景画の世界 新規講座

美術ジャーナリスト 村田真

国内有数のモネ・コレクションを誇る国
立西洋美術館とポーラ美術館の共同企
画展「モネ、風景をみる眼－19世紀フラ
ンス風景画の革新」の鑑賞とともに、絵画
における風景画の世界を取り上げます。
※別途入館料の徴収あり。

火
5

14：00～15：30
10/22～12/10 25 6,000円

300円

区民
「笑い」を学ぶ 新規講座

高千穂大学人間学部教授 小向敦子 ほか

「笑い」は現代生活にとって不可欠で
す。笑い学・老年学・民俗学や宗教・演
芸などさまざまな視点から学んでい
きます。

木
7

18：30～20：00
10/3～12/19 24 7,700円

300円

区民
技法とみどころ 浮世絵の真実 新規講座
～庶民と文化のエッセンス～

時代小説家・国際浮世絵学会会員 車浮代

江戸の文化をいまに伝える浮世絵の、
技法とみどころを紹介。「大浮世絵展」
の見学、江戸料理の実習など、江戸時
代の「粋」をまるごと体験します。

日
6

10：00～12：00
10/27～1/26 25 6,100円

300円

文学・歴史

文化

江東文学サロン
東京・下町・文学逍遥 新規講座
～詩と小説をあじわう～

作家・詩人 小池昌代

講師は江東区出身の作家・小池昌代さ
ん。講師とともに詩と小説をあじわい
ます。１か月１作品を課題にします。豊
かな文学世界を広げましょう。

金
6

19：00～20：30
10/25～3/14 30 6,000円

300円

文化
日本通史Ⅵ～近代～ 新規講座

深川東京モダン館副館長 龍澤潤

日本通史のシリーズは、いよいよ「近
代」です。開港から日露戦争まで、近代
化の達成と課題を探ります。

水
8

19：00～20：30
10/23～2/12 30 6,500円

500円

文化
短歌のたのしみ 新規講座
～現代短歌の鑑賞と実作～

「短歌人」編集人 藤原龍一郎

初心者の方でも無理なく作ることがで
きるよう、鑑賞や課題詠に取り組みま
す。一生の趣味として楽しめます。

水
8

19：15～20：45
10/16～2/5 20 11,100円

500円

森下
徳川十五将軍とその時代 新規講座
～江戸幕府265年のドラマ～
駒沢女子大学日本文化研究所研究員 御子柴大介

265年間続いた江戸時代－。幕府の頂
点に立った十五人の将軍たちの人物像
や、島原の乱、元禄赤穂事件、桜田門外
の変など有名な出来事を解説します。

水
12

18：30～20：00
10/16～3/19 30＊ 12,000円

200円

豊洲
和風ミステリーの楽しみ 新規講座

東海大学教授 堀啓子

日本文学の中でも人気の高いジャン
ルであるミステリー。明治時代以来続
くミステリー文学史を紐解きます。

木
6

14：00～15：30
10/17～3/20 25＊ 6,300円

200円

秋から始める
秋から見つける受講生募集中！

平成25年度
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休館中
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深川小学校
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森下五

白河二

高橋

2森下文化センター

〒135-0004　江東区森下3-12-17
☎5600-8666　ＦＡＸ.5600-8677

都営地下鉄大江戸線・新宿線森下駅から徒歩8分／東京メトロ
半蔵門線・都営地下鉄大江戸線清澄白河駅から徒歩8分

第1・3月曜日休館、ただし祝日の場合は開館

スーパー

わんさか
広場

大島・
小松川
公園
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都営新宿線
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6東大島文化センター

〒136-0072　江東区大島8-33-9
☎3681-6331　ＦＡＸ.3636-5825

都営地下鉄新宿線東大島駅から徒歩5分

第1・3月曜日休館、ただし祝日の場合は開館
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木場駅

永代通り
門前仲町駅
銀行 薬局

中華屋

富岡一丁目

都立三商前

越中島

JR京葉線
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古石場文化センター

文 文

文
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3古石場文化センター

〒135-0045　江東区古石場2-13-2
☎5620-0224　ＦＡＸ.5620-0258

東京メトロ東西線門前仲町駅・木場駅から徒歩10分／JR京葉線越中
島駅から徒歩10分／都営地下鉄大江戸線門前仲町駅から徒歩15分

第1・3月曜日休館、ただし祝日の場合は開館

東
京
メ
ト
ロ
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町
線

枝川➡

東雲・
湾岸道路⬇

⬅ガスの科学館
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海
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り

豊洲文化センター
豊
洲
駅

ゆりかもめ豊洲駅

4豊洲文化センター

〒135-0061　江東区豊洲2-2-18
☎3536-5061　ＦＡＸ.5560-0505

東京メトロ有楽町線豊洲駅から徒歩2分／新交通ゆりかもめ豊
洲駅から徒歩1分

第2・4月曜日休館、ただし祝日の場合は開館

亀戸駅

都営新宿線新大橋通り

城東保健相談所
（江東都税事務所）

第一大島
小学校

京葉道路

ティアラ
こうとう

千葉➡

曳舟
➡

⬅秋葉原 JR総武線
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緑
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総合区民センター

西大島駅

西大島駅前

西大島駅前

7総合区民センター

〒136-0072　江東区大島4-5-1 
☎3637-2261　ＦＡＸ.3683-0507

都営地下鉄新宿線西大島駅A4出口から徒歩1分

第2・4月曜日休館、ただし祝日の場合は開館

亀戸駅前公園
交番

亀戸駅
バスターミナル

国道14号（京葉道路）
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商工情報センター（9F）
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東武亀戸線
亀戸駅

亀戸文化センター（5F）

カメリアプラザ

亀戸駅通り

5亀戸文化センター

〒136-0071　江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ5F
☎5626-2121　ＦＡＸ.5626-2120

JR総武線・東武亀戸線亀戸駅から徒歩2分

第2・4月曜日休館、ただし祝日の場合は開館

【開館時間（各館共通）】 9：00～22：00　　砂町文化センター　砂町文化センターは平成26年9月末まで改修工事に伴い休館中

江東区
防災センター

コミュニティ道路

東京メトロ東西線

一方通行
スーパー

江東特別支援学校

横十間川親水公園

深川郵便局

東陽4永代通り

銀行
1番出口深川高校

西船橋➡

➡
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区役所 江東区文化センター

江東区役所前

東陽町駅前

東陽町駅

1江東区文化センター

〒135-0016　江東区東陽4-11-3
☎3644-8111　ＦＡＸ.3646-8369

東京メトロ東西線東陽町駅から徒歩5分

第2・4月曜日休館、ただし祝日の場合は開館

一般講座（英会話講座以外）のお申込み方法 9/10（火）～ 9/24（火）
受
講
す
る
講
座
を
決
定

9/10（火）～ 9/24（火）
お申込み

❶　実施するセンター名・講座名
❷　氏名・フリガナ
❸　生まれ年（西暦）・性別 ※小学生以下は生年月日
❹　郵便番号・住所　
❺　電話番号・FAX番号

はがき・FAX記入例

http://www.kcf.or.jp

窓口・電話・FAX・はがき・インターネット

はがき・FAXは実施するセンターへお送りください。

■ ■ ■ ■ ■ ■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。

手続き書類を郵送します。

落選通知はがきをお送りします。

当選の方

落選の方

9月29日（日）～10月6日（日）までに受講料等を、江東区文化セン
ターを除く各センター窓口または銀行振込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。

※ 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
方にはお知らせします。

インフォメーション
● インターネットからの講座申込みには事前の「受講生登録」が必要となります。平成25年3月以降に講座に
お申し込みいただいた方は、講座を実施しているセンターにお問い合わせいただき、パスワードを登録して
からご利用ください。
●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。

英会話講座のご案内＆お申込み方法 9/10（火）～ 9/25（水）お申込み期間

クラス名 講師 内容 時間 受講料（後期分） 教材費 後期回数 定員

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

ネイティブ・スピーカー講師が担当する
基礎クラスに入るための初歩クラスで
す。講義は日本人の複数講師が行います。

90分 12,500円 3,100円 15回 20名

基礎英会話

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

自己紹介および過去の出来事や近い将
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級程度）

90分 19,000円 4,300円 17回 20名

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3～2級程度・TOEIC 
400～500点程度）

90分 19,000円 4,300円 17回 20名

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
討論にどのように活かすかを学ぶこと
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・TOEIC 450～
600点程度）

90分 21,000円 4,300円 17回 15名

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、
読解力を身につけながら、高度なコミュ
ニケーションの能力を養成します。（英
検2～準1級程度・TOEIC 550点以上）

90分 21,000円 400円 17回 15名

出
席
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
選
択

受
講
ク
ラ
ス
申
込
み

クラス名 火 水 木 金 土

はじめての英会話 森　下・午前①
東大島・夜間④

古石場・午前①
森　下・夜間④ 東大島・午前① 古石場・夜間④

基礎英会話 森　下・午前①
東大島・夜間③

古石場・午前①
森　下・夜間④ 東大島・午前①

中級英会話
東大島・午前①
森　下・夜間④
豊　洲・夜間⑤

古石場・午前①
亀　戸・午前①
東大島・夜間⑤

森　下・午前①
豊　洲・午前①
古石場・夜間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③
総合区民・夜間④

総合区民・午前①
東大島・午前①
古石場・夜間⑤
亀　戸・夜間⑤

森　下・午前①
古石場・午前①
森　下・夜間④

東大島・午後②

ディスカッション 古石場・夜間⑤ 森　下・午前① 亀　戸・夜間③
東大島・夜間⑤ 豊　洲・夜間④

時間　①10：30～12：00  ②14：00～15：30  ③18：30～20：00  ④19：00～20：30  ⑤20：05～21：35

クラス紹介

日程 10：30 19：00

9/19（木）①東大島文化センター

9/20（金） ②古石場文化センター

9/24（火）③森下文化センター ④東大島文化センター

9/25（水）⑤古石場文化センター ⑥森下文化センター

はじめての英会話
日本人講師クラス

★内容
簡単な筆記と面接

日程 時間 会場

9/19（木） ⑦10：00 ⑧18：45 東大島文化センター

9/20（金） ⑨10：00 ⑩18：45 豊洲文化センター

9/21（土） ⑪10：00 ⑫18：00 森下文化センター

9/22（日） ⑬10：00 ⑭14：00 江東区文化センター

9/23（月・祝）⑮10：00 ⑯14：00 総合区民センター

9/24（火） ⑰10：00 ⑱18：45 古石場文化センター

9/25（水） ⑲10：00 ⑳18：45 亀戸文化センター

基礎～ディスカッション
ネイティブ・スピーカー講師クラス

★内容
リスニング30分
文法30分

9/10（火）～9/25（水）
ガイダンス申込み

9/19（木）～9/25（水）
ガイダンス出席 受講クラスの

決定
9/27（金）

❶ 出席ガイダンス№
❷ 氏名・フリガナ
❸ 生まれ年（西暦）・性別
　 英会話は高校生以上が対象
❹ 郵便番号・住所　
❺ 電話番号・FAX番号

はがき・FAX記入例

※申込み確認の返信はしません

http://www.kcf.or.jp

窓口・電話・FAX・
はがき・インターネット はじめての英会話

　簡単な筆記と面接

基礎～
ディスカッション
　リスニング30分
　文法30分
　授業内容説明

（約2時間）

応募者には郵送にて
連絡
（応募者多数の場合
 は抽選）

手続き期間

10/1（火）～ 
10/8（火）

英会話講座は1年コースです。
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。

クラス一覧

●申込時にレベルチェックを実施し、5段階レベル別クラスの中から最適なクラスで受講することができます。
●終了時にレベルチェックテストと講師評価で到達度をチェックできます。
●自宅や職場の近くで学習できるように、6館37クラスを開講します。
●E-mailでの質問受付やCD付テキスト使用（基礎～プレディスカッション）で家庭での学習効果もアップします。
●はじめて英会話を勉強する方のために、複数の日本人講師が指導にあたる「はじめての英会話」を開講します。
● 「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。
※ 砂町文化センターは大規模改修工事のため、平成26年9月末まで休館中です。そのため、平成25年度の後期講座は
実施いたしません。

英会話講座の特徴

各施設交通案内

共通事項

9/28（土）以降
受付可能クラス分 追加募集ガイダンス10/6（日）

●基礎～ディスカッション10：00～ ●はじめての英会話13:30～
会場・お申込み：亀戸文化センター ☎5626-2121

※ 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、9月25日（水）までのガイダンスにご参加ください。


