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NEW

メンズストレッチ
～男性バレエダンサーに学ぶ筋力UP・美姿勢～
バレエダンサーを指導する監督や現役のダンサーからバレエ独
自のストレッチや筋力UPの方法を学び、健康できれいな姿勢や
体型を目指します。日常の生活にバレエのエッセンスを取り入
れていく男性限定の講座です。

〈主な内容〉
◦�ストレッチ、筋力UP、�
美しい姿勢の保ち方
◦日々の生活の中で意識するポイント
時□11/4～2/10�日曜�10：30～12：00
数□7回　場□東大島文化センター
対□20名　￥□6,800円・350円（保険代）
※�バレエシューズ（上履き）は各自
でご用意ください。

師 �□（□公財）東京シティ・バレエ団理事／�
監督�中島伸欣�ほか

（No.�240459）

ダンス
・
健康

美しい姿勢を目指しましょう

東大島

豊洲あれこれゼミナール
地元企業・大学等の協力で
様々な角度から「豊洲」につい
て学ぶシリーズ。豊洲クルー
ズ、がすてなーに、新豊洲変電
所の見学ほか外出講義を4回
予定しています。
時 �□10/31～1/16�水曜�※11/17のみ土曜�
14：00～15：30（外出講義は異なります）

数□7回　場□豊洲文化センター�ほか　対□32名� ￥□2,400円・2,600円
師□芝浦工業大学工学部教授�岩倉成志�ほか� （No.�240461）

地域理解
・
散策

第2回乗船予定
「アーバンランチ」

豊洲

10/31（水）【講義】 航海用海図から豊洲を眺めてみよう

11/7（水）【外出】  豊洲を海から眺めてみよう 〜貸切クルーズ〜

11/17（土）【外出】 社会の安全・安心を支える製品・技術展示会 〜IHIフォーラム 2018〜 見学

11/21（水）【外出】  東京ガス㈱ がすてなーに省エネ設備見学

12/5（水）【外出】  東京電力パワーグリッド㈱ 新豊洲変電所見学

12/19（水）【講義】  芝浦工業大学 「東京臨海部の交通からみた豊洲の歴史と未来」

1/16（水）【講義】  マルハニチロ㈱ 「お魚はいつまでも食べられる？」

東武亀戸線さんぽ
亀戸と曳舟を結ぶ東武亀戸線
は開通114年。距離3.4㎞、所要
時間8分の短い路線です。沿線
にある、歴史と下町の良さを感
じとれるスポットを散策しな
がらその魅力を再発見！
時 �□12/15～3/2�土曜�
10：30～12：00

数□4回　場□亀戸文化センター�ほか
対□20名　￥□4,000円・300円
師 �□中川船番所資料館�久染健夫、�
亀戸まちのサポーター会議メンバー

（No.�240471）

日本の世界遺産を学ぼう!
本講座で今回取り上げ
る日本の世界遺産
◦�法隆寺地域の

仏教建造物群
◦古都京都の文化財
◦日光の社寺
◦琉球王国のグスク
◦白神山地
◦�紀伊山地の霊場と参詣道
◦富岡製糸場 ◦明治の産業革命遺産  ◦屋久島  ◦知床
このほか、最新の『沖ノ島』、『長崎と天草地方の潜伏キリシタン
関連遺産』などについても深く掘り下げます。
時□10/13・20、11/24、12/8・15�土曜�14：00～15：30
数□5回　場□砂町文化センター　対□26名　￥□5,200円・300円
師□世界遺産アカデミー研究員�本田陽子

（No.�240417）

サモアの社会と文化を知る
～ポリネシアへのいざない～

来年、日本で開催される
ラグビ ーワールドカッ
プ。出場国の中でも、今回
は伝統的にラグビーの強
い南太平洋地域の島国・
サモアの社会と文化を紹
介します。
時 �□10/16～12/4�火曜�
18：30～20：00

数□5回　場□豊洲文化センター　対□25名　￥□4,300円・100円
師□お茶の水女子大学文教育学部�助教�倉光ミナ子�（No.�240464）

地域理解
・
散策

国際理解
・
語学

国際理解
・
語学亀戸 砂町 豊洲

俳句実作講座
～句会を通して基本を学ぶ～

砂町を第二の故郷と呼んで愛した昭和の俳人、石田波郷。今年は
50回忌にあたります。十七音で自分の気持ちを表現する俳句の
作り方と魅力を学んでみませんか。俳句の成り立ち・有季定型・
文語文法・歳時記の活用など、基礎知識も丁寧に指導します。最
終回の吟行では、改めて波郷ゆかりの地、砂町を巡ります。
ぜひこの機会に、宿題や句会を通して俳句の実力をつけましょう。
〈主な内容〉◦俳句の基礎を学ぶ　◦実作指導　◦吟行に挑戦
時□11/10、12/22、1/26、2/23、3/23�土曜�13：30～15：30
数□5回　場□砂町文化センター�ほか
対□25名　￥□5,000円・500円
師□俳句結社「鶴」主宰�鈴木しげを

（No.�240433）

砂町

石田波郷／昭和28年 江東区北砂町

そば打ち道場
～入門編～

深川の老舗の店主が、本格的なそば打ちの技を基礎から伝授し
ます。3回のそば打ち・そばつゆ作りの実習に加え、数々の名店が
利用している老舗のそば粉工場の見学もします。知れば知るほど
奥が深い、そばの知識と技術を学んでみませんか。はじめての方
も大歓迎！今年は「自分で打ったそばで年越し」を迎えましょう。

時□10/30、11/13、11/27、12/4�火曜�14：00～16：30
数□4回（実習3回・工場見学1回）　場□総合区民センター�ほか
対□30名　￥□4,500円・6,500円
師□森下京金店主�渡邊光悦� （No.�240489）

区民

旬の魚介料理（秋～春編）
旬の魚、貝を使った料理を
作ります。回によっては魚
を1人1尾〜2尾、丸ごとお
ろし、下処理と調理まで行
います。
時 �□11/16、12/21、1/18、�
2/15、3/15�
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.�240490）

区民

芸術、学び、食欲・・・秋の楽しみそろってます♪

バレエを観に行こう!
『くるみ割り人形』 夢の舞台ができるまで

世界中で愛されるバレエ
の名作『くるみ割り人形』。
12/22（土）公演の東京シ
ティ・バレエ団『くるみ割
り人形』をS席特典付で鑑
賞します。鑑賞までにバレ
エ音楽や作品の見どころ
を徹底解説。これであなた
も『くるみ割り人形』ツウになること間違いなしです!
〈主な内容〉�東京シティ・バレエ団芸術監督�安達悦子とダンサー

による見どころ解説�ほか
□時 �10/22～12/10�月曜�14：00～15：30、12/22�土曜�13：00～
数□6回　場□古石場文化センター�ほか　対□25名
￥□8,000円・5,100円（S席チケット代含む）
□師 �法政大学名誉教授�鈴木晶、�
新国立劇場バレエ副指揮者�木村康人�ほか� （No.�240431）

鑑賞
・
教養 古石場

Ⓒ鹿摩隆司

本当は怖かった小津映画
江東区で生まれた世界的映画監督・小津安二郎。小津監督の作
品に「怖い」印象はありますか？本講座では「怖い」という新たな
視点から小津監督が描いた「家庭」や「恋愛」などを解説します。
※映画上映はありません
時□12/1・22、1/12、2/9、3/16�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・200円
師□映画研究家、城西国際大学メディア学部准教授�滝浪佑紀

（No.�240426）

鑑賞
・
教養 古石場

和の香りづくりⅡ
～お香で暮らし粋々～

日本のお香の歴史や天然香料について学び、お香を手づくりす
ることで、和の香りの素晴らしさを体験できます。
時 �□10/30、11/20、12/18、1/15、2/19�火曜�10：00～11：20�
※1/15のみ10：00～12：00

数□5回　場□江東区文化センター
対□20名　￥□5,000円・6,000円
師□薫物屋香楽認定香司�鈴木ようこ

（No.�240442）

趣味
・
実用

趣味
・
実用

趣味
・
実用

練香と匂い袋

東陽町

匂い袋

昭和・平成 歌謡曲デラックス
～華麗なる大衆音楽の調べ～

「平成」という時代が30年の区切りをつけて終焉を迎える今、思
い出したいあの歌・この歌。昭和・平成を輝かせた歌謡曲の数々
について、様々なトピックスや時代背景、文化・風俗とともに検証
します。
〈主な内容〉
◦阿久悠が創った時代
◦�クレイジー・キャッツと�
コミックソング
◦『スター誕生』とその時代�ほか
時 �□11/30、12/14、1/25、2/22、3/22�金曜�
19：00～21：00（途中休憩あり）

数□5回　場□亀戸文化センター
対□30名　￥□6,500円・500円
師 �□オトナの歌謡曲プロデューサー、�
娯楽映画研究家�佐藤利明

（No.�240478）

鑑賞
教養 亀戸

講師近著

明治150年のクラシック
～萩谷由喜子が紐解く、近代日本の西洋音楽史～
近代日本の出発点となった明治維新から150年。どのような人々が、
どのような形で西洋クラシック音楽と関わり、いかなる成果をあげ、
現代への橋渡し役となったのか。オペラ「蝶々夫人」誕生秘話など
をテーマに、彼らの作品や演奏、ゆかりの音楽作品を鑑賞します。
時 �□10/31～3/13�水曜�18：30～20：30　数□6回
場□江東区文化センター
対□35名　￥□6,200円・300円
師□音楽評論家�萩谷由喜子

（No.�240444）

こどもとアート
～親子で造形コミュニケーション～

クレヨンを使って大画面に落書きしたり、新聞紙を使って遊ん
だり、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。

時 �□11/25、12/16、1/20�日曜�
10：30～11：50

数□3回　場□砂町文化センター
対 �□4～8歳のこどもと保護者�
10組

￥□8,000円・300円（親子1組）
師□東京学芸大学教授�石井壽郎

（No.�240443）

文学
・
歴史

こども
・
親子東陽町 砂町

没後150年ロッシーニと
19世紀前半のイタリア・オペラ

2018年はジョアキーノ・ロッシーニ没後150年にあたります。イ
タリア・オペラは19世紀に黄金時代を迎えま
した。イタリア・オペラを確立させたロッシー
ニ、ベッリーニ、ドニゼッティ。彼らの生涯と作
品を紹介しながら、作品の魅力、創作の背景と
なった時代の変化、創造の工夫などについて
学びます。
時□10/21～1/20�日曜�10：30～12：00　数□6回
場□東大島文化センター　対□25名　￥□6,500円・300円
師 �□音楽評論家、昭和音楽大学教授�小畑恒夫� （No.�240456）

鑑賞
・
教養 東大島

10/21（日） 大作曲家ロッシーニの復活
ブッファ（喜劇）とセリア（正歌劇）、フランス・オペラなどスタイルの多様さ

11/11（日） ロッシーニのオペラの楽しみ方 《タンクレーディ》＆《ランスへの旅》

12/2（日） ベッリーニ ロマン主義オペラの始まり
新しい物語への興味、ロッシーニ的装飾歌唱からの脱皮

12/16（日） ベッリーニのオペラの楽しみ方 《夢遊病の女》＆《ノルマ》

1/13（日） ドニゼッティ 演劇性と性格表現

1/20（日） ドニゼッティのオペラの楽しみ方 《愛の妙薬》＆《ルチア》

講師：小畑恒夫

フェルメールのひみつ
上野の 森 美 術 館で開催される

「フェルメール展」に関連した美術
鑑賞講座です。独特の光に満ちた
フェルメール作品の魅力のひみつ
にせまります。
※美術館の見学はありません。
〈主な内容〉
◦�なぜ17世紀オランダは「絵画の
黄金時代」か？
◦フェルメールの作品を読む
◦�同時代の画家たち�
（レンブラントなど）
時 �□11/6・20、12/4、1/15・29�火曜�
14：□ 00～15：□ 40

数□5回　場□東大島文化センター　対□25名
￥□6,000円・100円　師□美術ジャーナリスト�村田真�（No.�240457）

鑑賞
・
教養 東大島

12/15（土）【講義】東武亀戸線が走る地域とは？

1/19（土）【散策】亀戸〜亀戸水神周辺

2/2（土）【散策】東あずま〜小村井周辺

3/2（土）【散策】小村井〜曳舟周辺

10/16（火） ポリネシアの成り立ち 〜映画『モアナと伝説の海』の世界から〜

10/30（火） “マタイ”とは何か 〜サモア社会で「一番偉い人」の話〜

11/20（火） サモアのキリスト教 〜サモアのキリスト教は独特です〜

11/27（火） サモアの生活文化 〜サモアの言葉を学び、衣服を着てみよう!〜

12/4（火） 世界へ広がるサモア社会 〜移民、そして、ラグビー〜

サモアの伝統的な住居日光東照宮

ヨハネス・フェルメール 《牛乳を注ぐ女》 
1660 年頃 油彩・カンヴァス 45.5 × 41 
アムステルダム国立美術館 
Rijksmuseum. Purchased with the support 
of the Vereniging Rembrandt, 1908

講師著書 講座風景

亀戸〜亀戸水神間の踏切

鑑賞
・
教養

鑑賞
・
教養

10/31（水） 音楽取調掛の誕生
〜伊沢修二、幸田姉妹、瀧廉太郎

11/28（水） 近衛秀麿と山田耕筰

12/26（水）『蝶々夫人』と日露戦争

1/23（水） ピアニスト
〜クロイツァー、安川加壽子、田中希代子

2/20（水） ヴァイオリニスト
〜諏訪根自子、巌本真理、江藤俊哉

3/13（水） 宮沢賢治の聴いたクラシック

11/16（金）「鰯」 かば焼き丼、つみれ汁

12/21（金）「鯖、たこ」 焼き鯖寿司、たこのアヒージョ

1/18（金）「ぶり、ほたて」 ぶりの鍋照り焼き、ほたてとじゃが芋のグラタン

2/15（金）「えび、はまぐり」 えびのチリソース、はまぐりのブイヤベース

3/15（金）「鯛、きんめ鯛」 きんめの煮付け、鯛茶漬け

調理例（いわし）

全12ジャンル、区内8施設で開講!

秋の講座 受講生募集
講座特集号〈平成30年度 後期〉

9/9（日）受付開始!

平成30年9月9日 No. 436
ホームページ https://www.kcf.or.jp もご覧ください。 特集1



初級中国語
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年半学んできま
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□11/6～3/12�火曜�19：00～21：00
数□17回　場□森下文化センター
対□若干名（20名）　￥□17,000円・2,600円
師□ディラ国際語学アカデミー所属講師
� （No.�240347）

森下

講師：ディラ国際語学アカデミー所属講師

星空の楽しみ方
ギリシャ神話を交えての星座の紹介、今夜
の星空の様子、話題の天文事象など、さま
ざまな角度から星について学びます。普段
は見えづらい星空を“星空案内人”と共に
楽しめる内容です。プラネタリウム見学も
あります。
時 �□12/4～2/5�火曜�18：30～20：00��
※プラネタリウム見学は1/27（日）午後予定

数□6回　場□古石場文化センター�ほか
対□25名　￥□4,200円・200円（別途プラネタリウム入場料がかかります）
師□星の学芸員�木村直人� （No.�240425）

NEW 古石場

冬の星座

50代からの理科社会
大人でもわからない、大人だからこそ知らな
い世界を知りたい。そんなあなたが見て聞い
て学べる理科社会系講座です。
〈主な内容〉
◦�城西大学大石化石ギャラリー学芸員・�
宮田真也さんの化石解説
◦今大注目の宇宙エレベーター�◦あの有名メーカーの工場見学�ほか
時□11/29、12/6・20、1/17、2/7�木曜�14：00～15：30（異なる回あり）
数□5回　場□古石場文化センター�ほか
対□20名　￥□4,000円・200円（別途入館料がかかります）
師□（一社）宇宙エレベーター協会フェロー�青木義男�ほか�（No.�240428）

古石場NEW 芸術鑑賞講座「文楽」
無形文化遺産にも登録されている、日
本の伝統芸能「文楽」。国立劇場の協
力のもと、現地で、文楽出演者等によ
る公演の解説と文楽鑑賞を行います。
時□12/16、2/17�日曜�時間未定　数□2回
場 �□国立劇場�
【講義】�伝統芸能情報館3階�

レクチャー室
　【観劇】小劇場
対□若干名（50名）　￥□2,200円・10,900円（チケット代2回分含む）
師□国立劇場文楽出演者� （No.�240446）

東陽町 芸術鑑賞講座「歌舞伎」
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 �□1/24、3/14�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□若干名（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講師
� （No.�240344）

東陽町

歌舞伎座

文 学・歴 史
東大島年号=元号のナゾとき

「平成」が終わり、新しい元号の時代がまもなく始まろうとしています。
ところで「元号」って一体何なのでしょう？現代では日本独特の制度
になった元号。本講座では元号とは何かということ、元号を決定する
方法、新しい元号などをテーマに、今まで気にかけなかった元号にス
ポットを当て、解き明かしていきます。
時□11/12～1/28�月曜�14：00～15：30
数□4回　場□東大島文化センター
対□25名　￥□3,600円・200円
師 �□モラロジー研究所教授�所功�ほか

� （No.�240455）

NEW

11/12（月） 年号（元号）とは何か

11/26（月） なぜ改元するのか

12/10（月） どのように改元するのか

1/28（月） 新元号はどうなるか

こどもバレエ教室

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。
※�今年度は成果発表会への参加はありません。
時 �□10/17～3/6�水曜�
15：00～15：50（募集クラス）

数□17回　場□砂町文化センター
対□4歳～小学3年生7名（52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.�240242）

〜もっとおいしく! もっとたのしく!〜

親子でわくわくクッキング
季節の行事にあわせたメニューを親子で一
緒に作りましょう。作って楽しい、食べてお
いしい講座です。
時□11/11、12/23、1/20�日曜�10：30～13：00
数□3回　場□総合区民センター
対□小学生と保護者ペア12組
￥□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.�240488）

ジュニアのための英語ドラマ教室

演劇（ドラマ）を通してコミュニケーションと
自己表現をする力を豊かにし、信頼する気持
ちと協力する姿勢を育てます。更に英語を採
り入れ、外国人を含む3人の講師の指導で身体
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・プレイ・アンド・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□10/21～3/10�日曜�10：00～12：00　数□10回
場□亀戸文化センター　対□小学3～5年生若干名（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�
作詞家、翻訳家、歌手�リン・ボブディ�ほか� （No.�240422）

キッズチアダンス
〜ソングリーディング〜

キラキラのポンポンを持って、楽しく
チアダンスをしながら、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。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。
※�組体操やアクロバットなどの難しい動きは行いません。
時□11/1～2/28�木曜�16：30～18：00、3/3�日曜
数□15回　場□森下文化センター
対□小学生男女15名（40名）　￥□12,000円・1,000円
師□㈱WING�DANCE��PROMOTION�髙久美佳子�ほか
� （No.�240343）

ジュニア・ダンスミックス

リズムに合わせ、ヒップホップ、
ロック、ジャズなど、様々なダンス
の基本を学びます。音楽に合わせ
て楽しく、カッコよく踊ろう!
時 �□10/16～3/19�火曜�
数□17回　場□江東区文化センター
対 �□【Aクラス】�16：20～17：20�5歳～小学3年生�5名（15名）�
【Bクラス】�17：30～18：30�小学4年生～高校生�5名（15名）
￥□18,100円・なし（別途ステージ衣装代がかかる場合があります）
師 �□ウメダヒサコジャズダンスミックスファクトリー主宰�
ウメダヒサコ

� （No.�【A】240332�【B】240407）

砂町

区民 亀戸 森下東陽町

お正月メニュー（参考）

11/11（日） ポップコーンシュリンプ、チキンライス、クリスマスパフェ

12/23（日） 和風チキンロール、簡単きんとん、ちらし寿司

1/20（日） 大豆入松風焼、恵方巻、チョコレートグラノーラ

3人の講師が指導します
ステージ発表（昨年度）

レッスンの様子

こ ど も ・ 親 子

ジュニアのための 
小鼓教室

日本の伝統楽器のひとつ
「鼓（つづみ）」を習ってみ
ませんか。みんなで息を合
わせて「ポン」と打つ気持
ち良さを体験しましょう。
普段、触れる機会の少ない楽器です。
※�11/18（日）「江東こども文化祭2018」と3/10（日）「亀戸フェスティ
バル」で発表予定です。

時□10/27～3/9�土曜、3/10�日曜�14：00～15：30　数□10回
場□亀戸文化センター�ほか　対□小学2年生以上若干名（10名）
￥□12,500円・1,500円�※「鼓」はレンタル品を使用
師□（一社）千人鼓の会�入澤登志江�ほか� （No.�240419）

亀戸 こどものための 
三味線教室

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。
※�11/18（日）「江東こども文化祭2018」
と3/10（日）「亀戸フェスティバル」で
発表予定です。

時 �□10/14～3/10�日曜�【前半クラス】14：00～�【後半クラス】15：00～
数□10回　場□亀戸文化センター�ほか
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□（一社）長唄協会所属講師� （No.�240423）

こどものためのお箏教室

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 �□10/13～3/16�土曜�
①9：30～10：30�
②10：40～11：40

数□18回　場□古石場文化センター
対□小学3年生～中学生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� （No.�①240400�②240401）

亀戸 古石場

NEW

鑑 賞・教 養

生誕110年 東山魁夷の世界
昭和を代表する日本画家の一人で、今年、生誕110年を迎える東山魁
夷を取り上げます。1970年代に約10年の歳月をかけて制作した奈良・
唐招提寺の障壁画は、東山魁夷の代表作となりました。
時□11/6～12/11�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.�240466）

NEW

11/6（火） 人生と、師、新しい日本画

11/13（火） 見出した《道》

11/27（火） ロマン主義と西洋、北欧

12/11（火） 唐招提寺障壁画

もっと美術鑑賞が楽しくなる!
画材の魅力

美術展覧会を鑑賞するとき、作品がどんな材料
や道具を使って作られたものなのか、気になっ
たことはありませんか？画材の歴史や特徴を学
ぶと、作品を見ただけではわからない美術の楽
しさを知ることができます。今までよりワンラ
ンクアップした美術鑑賞をしてみませんか？
時□1/14・28、2/25、3/11�月曜�19：00～20：30
数□4回　場□古石場文化センター　対□25名　￥□4,400円・200円
師□目黒区美術館学芸員�降旗千賀子
� （No.�240429）

古石場亀戸 NEW ブラームス
～晩秋のロマンティシズム～

抒情性に富み、日本人にとって親近感が持てる作曲
家ブラームス。「ベートーヴェンの後継者」ともいわ
れる彼が生涯で作曲した曲目を5回にわたって学
び、さらに深くブラームスの音楽を理解しましょう。
毎回、後半にミニ・コンサートを予定しています。
時□10/27、12/8、1/12・26、2/9�土曜�14：00～16：00
数□5回　場□砂町文化センター　対□30名
￥□7,500円・500円
師□桐朋学園大学音楽学部教授�西原稔
� （No.�240445）

砂町NEW

青年期のブラームス

教養コリア
近くて遠い隣国・韓国について掘り下げる人気シリーズです。
時□10/17～3/6�水曜�14：00～15：30
数□6回　場□亀戸文化センター
対□若干名（30名）　￥□7,000円・300円
師 �□都立日比谷高等学校講師�武井一�
朝鮮美術文化研究家�古川美佳（11/21のみ）� （No.�240452）

亀戸

10/17（水） よく似て違う韓国の食事

11/21（水） 韓国の美術。近現代を中心として

12/5（水） 韓国の音楽。古典から古K-popまで

2/13（水） 百済、高句麗、新羅

2/27（水） 李朝時代（李氏朝鮮）

3/6（水） 分断と朝鮮戦争

はねかめまつりでの発表
「江東こども文化祭2017」出演の様子

亀戸まちのマイスター
「株式会社鳥居ローソク本舗」

亀戸の個性豊かなお店
を 紹 介 するシリーズ。
今 回 は 創 業 天 保 元 年

（1830年）の老舗「株式
会社鳥居ローソク本舗」です。ローソク作りの伝統を受け継ぎ、5代目が
こだわりの蜜蝋（みつろう）入りローソクを製造、販売しているお店で
す。ローソクの奥深い世界を解説後に、お店の見学を予定しています。
時□10/25�木曜�14：00～16：00　数□1回　場□亀戸文化センター�ほか
対□20名　￥□500円・なし　師□㈱鳥居ローソク本舗代表�鳥居邦夫
� （No.�240468）

亀戸NEW

地 域 理 解・散 策
東大島伊能忠敬没後200年

～江東区ゆかりの人物伝・その功績を学ぶ～
日本で初めて科学的測量による日本地図を作成した
伊能忠敬。当時、居を構えていた門前仲町を測量の原
点とした伊能忠敬の人柄、功績について学びます。
※�中川船番所資料館にて関連特別展開催。�
（期間：10/24～12/2）
時□11/8・22・29�木曜�14：00～15：30�※11/29は外出講義
数□3回　場□東大島文化センター、中川船番所資料館�ほか
対□25名　￥□1,500円・200円
師□伊能忠敬記念館学芸員�山口眞輝、中川船番所資料館�久染健夫
� （No.�240454）

NEW

伊能忠敬像
（伊能忠敬記念館所蔵）

『江東歳時記』を歩く
石田波郷が昭和32年から33年に新聞で連載した、江
東地域の風物を写真と俳句で詠んだ『江東歳時記』。
掲載された句の解説と実際に詠まれた場所を散策し
ます。
時□11/11～2/24�日曜�14：00～15：30
数□5回　場□砂町文化センター�ほか
対□20名　￥□3,500円・500円
師 �□俳句結社「鶴」主宰�鈴木しげを、�
中川船番所資料館�久染健夫

（No.�240447）

砂町NEW

11/11（日）【講義】石田波郷と『江東歳時記』

12/9（日）【散策】砂町

1/13（日）【散策】墨田

2/3（日）【散策】江戸川

2/24（日）【散策】亀戸

東京下町散歩
～美江さんと一緒に歩く～

全国200か所の絵地図を制作した
高橋美江さん。その経験を生かし、

「まち歩き」の達人に。なにげない街
角も美江さんにかかれば楽しい発
見の連続です。好奇心旺盛な美江さ
んと一緒に「まち」を歩きましょう。
時 �□11/7�水曜�1/8、3/12�火曜�
10：00～12：00

数□3回　場□根岸・高輪・月島　対□若干名（30名）
￥□3,300円・700円　師□絵地図師、散歩屋�高橋美江� （No.�240241）

砂町

講座風景

国 際 理 解・語 学

公式問題集で学ぶTOEIC®
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1」（（一財）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□10/20～12/22�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.�240336）

東陽町NEW英文法を学ぶ
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□10/20～12/22�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.�240335）

東陽町NEW

使用テキスト

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～

日本語教室で実際に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□10/24～3/6�水曜�19：00～20：30　数□17回
場□江東区文化センター　対□10名（25名）
￥□18,000円・5,500円　師□武蔵野大学教授�村澤慶昭

� （No.�240334）

東陽町

講師：村澤慶昭

初級韓国語
ハングル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 �□10/19～3/8�金曜�
19：00～21：00

数□17回　場□森下文化センター
対□若干名（20名）
￥□17,000円・2,400円
師□ディラ国際語学アカデミー所属講師
� （No.�240348）

森下

講師：ディラ国際語学アカデミー所属講師

向島百花園

※年齢の対象日は平成30年4月1日時点です。

洲崎球場
−江東区が生んだプロ野球の「聖地」、そして光と影−

ご存知ですか、プロ野球人気の原点を作った球場が江
東区東陽にあったことを。昭和11年に誕生し、わずか1
年7ヶ月で姿を消した謎の球場。沢村栄治が伝説の名勝
負を残す一方、水没コールドゲームもあったとか。忘れ
去られた球場に紡がれた笑いと感動の物語を綴った作
者が、本には書けなかった裏話も含めてご案内します。
時□10/21、11/4・18、12/2・9�日曜�10：30～12：00　数□5回
場□古石場文化センター　対□30名　￥□4,400・1,400円（書籍・コピー代）
師 �□『洲崎球場のポール際�プロ野球の「聖地」に輝いた一瞬の光』��
著者�森田創� （No.�240427）

古石場NEW

テキスト：講師著書
（装幀者 三村漢）

短歌のたのしみ
～現代短歌の鑑賞と実作～

現代短歌の鑑賞や課題詠に取り組み
ます。講座終了時には作品集を発行
する予定です。
時□10/24～2/6�水曜�19：00～20：30
数□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.�240341）

東陽町

協力講座
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9/9（日）～9/24（月・祝）
お申込み期間

講座の見かた
NEW 新規講座 ※新規講座以外は欠員の補充募集講座です。

主催施設
講師、受講生が中心となって運営する講座です。

時□開講日〜閉講日、曜日、時間　数□回数　場□会場
対□募集人数 ※（　 ）内は定員　￥□受講料・教材費　師□講師・指導

（No. 000000）… 講座番号　インターネットからのお申込み時に入力してください。

お申込み・お問合せは、実施するセンターへ お申込み方法、
連絡先等は4面です

協力講座

東陽町

世界の愛唱歌を歌おう
日本をはじめ世界の国々で親しまれている名曲
や愛唱歌を、日本語・イタリア語・ドイツ語で歌っ
てみましょう！本講座ではコンコーネ練習曲を
使って発声から学び、全員で歌いながらレッスン
を進めていきます。最終日にはレクホールでの発
表会を予定しています。
〈主なレッスン曲〉
夢路より、庭の千草、Ombra�mai�fu（樹木の陰で）、
Preghiera（祈り）、Ave�Maria（アヴェマリア）�ほか
時□11/10～2/9�土曜�18：00～19：30　数□8回　場□豊洲文化センター
対□22名　￥□9,000円・500円　師□二期会会員�山本ひで子�（No.�240462）

NEW 豊洲

森下女声コーラス
アットホームな雰囲気の中、日本
の四季を歌った叙情歌から人気の
ポピュラーソングまで、親しみや
すい曲を中心に練習します。女性
ならではの美しいハーモニーを目
指し、仲間と一緒に歌ってみませ
んか。初心者の方も大歓迎です。
来年3月の成果発表会に出演します。
時□11/6～3/19�火曜�18：30～20：00　数□17回　場□森下文化センター
対□10名（30名）　￥□14,000円・1,000円
師□（一社）日本童謡協会作曲家部門理事�佐藤亘弘� （No.�240342）

森下 東大島女声コーラス 夜間クラス・午前クラス
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。2/24（日）の成果発表会に出演します。
【夜間クラス】（No.�240234）
　時 �□11/9～3/15�金曜�18：30～20：30
　対□若干名（25名）
【午前クラス】（No.�240233）
　時□11/10～3/16�土曜�10：00～12：00　対□若干名（25名）
【共通事項】
　 数□ □12回　場□東大島文化センター　￥□11,000円・500円
　 師□ □日本オペラ協会会員�福山恵

東大島 実践カラオケ教室
基本となる発声練習やピア
ノ伴奏によるレッスンを通じ
て、演歌を中心としたカラオ
ケの歌唱方法を習得します。
最終回は成果発表の場として

「おさらい会」を実施します。
時 �□11/9～3/8�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.�240231）

東大島

区 民 参 加・ボ ランティア

江東区英語ボランティアガイド養成講座
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、根岸正氏
です。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TOEIC550点以上の方が対象です。
時□10/13～2/23�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・500円（別途入館料・外出保険料がかかります）
師□全国通訳案内士（英語）�根岸正、佐藤道子� （No.240420）

NEW 東陽町

深川江戸資料館などで
実地訓練します

心地よく暮らすインテリアのコツ
片付けが苦手という人から、部屋をもっとオ
シャレに整えたい人まで、心地よく暮らすイ
ンテリア術を学びます。豊富な事例画像とグ
ループワークであなたのモヤモヤを解消！
時 �□11/6・13、12/4、1/22、2/5�火曜�
18：30～20：00

数□5回　場□豊洲文化センター
対□20名　￥□5,400円・100円
師 �□片付くおうちプランナー�
すはらひろこ

（No.�240463）

世界のお家ごはん
～家庭の肉料理～

さまざまな国の家庭で食べられている肉料理を作
ります。新しいメニューに挑戦してみませんか ? !
時□11/6～3/5�火曜�11：00～13：00　数□5回
場□総合区民センター　対□30名　￥□6,200円・6,300円
師□総合新川橋病院栄養科専門調理師主任�金井克行、齋藤雅博�（No.�240451）

皮から作る点心と家庭で楽しむ中華
本場の点心を皮から作ります。合わせて定番の中
華料理を家庭でおしゃれに楽しむレシピも紹介!
時□11/20～3/19�火曜�11：00～13：30
数□5回　場□総合区民センター
対□24名　￥□6,000円・6,500円
師 �□元鼎泰豐（ティンタイホン）点心師、�
総合新川橋病院栄養科専門調理師�
丸山勇治�
総合新川橋病院栄養科専門調理師主任�
齋藤雅博

（No.�240487）

豊洲 区民MOT出張ワークショップ
65歳からはじめる“映画”つくり

休館中の東京都現代美術館（MOT）
の出張ワークショップ。特別な技術は
用いずに創意工夫し、ビデオカメラを
使って短編映画を作ります。
※グループに分かれて制作
時□12/8土曜�12/9・16日曜�13：30～16：30
数□3回　場□古石場文化センター
対□65歳以上10名　￥□3,000円・200円
師□remo［NPO法人記録と表現とメディアのための組織］
� （No.�240432）

古石場

趣 味・実 用
区民NEWNEWNEWNEW

11/6（火） 好きな暮らし方からインテリアを考える

11/13（火） スッキリ片付く収納の仕組みを見つける

12/4（火） 家事がたのしくなるキッチンへと整える

1/22（火） 家具の配置を最適にする
〜くつろげるリビングに〜

2/5（火） 部屋の彩りを演出する
〜グリーン・アート・カラー・照明・小物〜

11/6（火）【ハワイ】キヌアサラダ、ロコモコ、パンケーキ

12/11（火）【イタリア】インサラータディマーレ、タリアータ、ズコット

1/8（火）【スイス】シュテンズッペ、ゲシュネッツェルテス、クワクルクレーム

2/12（火）【中国】クラゲ冷製、酢豚、豆花

3/5（火）【ブラジル】カンジャ、フェイジォアーダン、ブリガデイロ

11/20（火）
焼き餃子、エビチリ、
豆乳花

（台湾風豆乳ゼリー）

12/18（火） 小籠包、かに玉

1/15（火） スープ餃子、
蠣のオイスター炒め

2/19（火） 焼売、海鮮おこげ、
酸拉坦スープ

3/19（火） 蒸カニ餃子、酢豚、
アジア風お茶ゼリー

NEW 東大島 森下手前味噌が一番
はるか昔から、日本の食卓に欠かせない発酵調味料の

「味噌」。その味噌を使った代表料理、味噌汁離れが進
んでいます。生活環境、食文化が大きく変化してきた
今だからこそ、「味噌」を改めて深く知ってみませんか。
効果や、気になる塩分について、また日常の生活に取り
入れるコツをお教えします。手前味噌作りもあります。
時 �□10/16、11/20、12/18、1/22、2/19�火曜�10：00～11：30�
※1/22は総合区民センターで12：00まで

数□5回　場□東大島文化センター�ほか　対□20名　￥□5,400円・3,500円
師□日本発酵文化協会発酵プロフェッショナル認定講師�浅沼彩子
� （No.�240458）

プロに学ぼう! マンガ道場
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。
初心者の方は基礎技術を学びます。独学で描い
ている方は上級テクニックを学ぶチャンスです。
〈主な内容〉
◦情景描写�◦ストーリーの作り方�など
時□11/10～3/23�土曜�14：00～16：00
数□10回　場□森下文化センター
対□小学5年生以上8名（20名）　￥□14,000円・700円
師□漫画家�江波じょうじ
� （No.�240349）

講師作品

昭和の駅を作る
昭和時代の鉄道の駅を手軽な
ペーパーキットを使い再現しま
す。ハサミやボンドを使い、完成
までを鉄道模型界の巨匠、宮下洋
一氏が丁寧に指導します。実物
の150分の1の模型で、駅舎とプ
ラットホームのセットです。完成した駅は鉄道模型のジオラマとして
楽しむことができます。
時□10/24～12/5�水曜�19：00～20：30　数□6回　場□古石場文化センター
対□15名　￥□10,700円・2,800円（別途道具代がかかります）
師□Chitetsu�Corporation�宮下洋一� （No.�240430）

古石場自分だけのハーバリウムを作ろう
ボトルの中にドライフラワーやプリザーブ
ドフラワーの植物を入れ、特殊なオイルで閉
じ込めた新感覚のハーバリウム。みずみず
しい透明感とナチュラルな美しさをいつま
でも楽しめ、人気を集めています。日々の暮
らしにも季節を取り入れて、自分だけの素敵
なオリジナル作品を作ってみませんか。
時 �□10/27、11/10・24、12/8・22�土曜�
10：30～12：00

数□5回　場□亀戸文化センター　対□20名　￥□4,500円・7,000円
師□江東手工芸協会�山崎郁子� （No.�240467）

亀戸

手 芸・工 芸
NEWNEW

講師作品

昭和駅作成見本

はじめての陶芸教室
福島県・大堀相馬焼の伝統工芸士であ
る講師が、手びねりや手廻しろくろの技
法からスタートして、絵付けまで指導し
ます。世界にひとつ、お気に入りの作品
づくりに、じっくりチャレンジしてみま
しょう。
時 �□10/21、11/25、12/16、1/20�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.�240340）

講師：長橋明孝

バレエエクササイズ
～ビギナークラス～

バレエの基本の動きを習得しながら、
美しく健康な身体作りを目指します。
時□10/23～3/19�火曜�13：00～14：30
数□15回　場□江東区文化センター
対□女性若干名（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.�240337）

インナーマッスル&ダンス
～気軽に楽しく踊れる!～

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□10/16～3/19�火曜�19：00～20：30　数□17回　場□江東区文化センター
対□若干名（40名）　￥□15,300円・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.�240408）

大人のバレエストレッチ
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
ンサーの指導で、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。
時□11/25～3/24�日曜�10：30～11：30
数□15回　場□森下文化センター
対□女性若干名（25名）　￥□15,000円・なし
師□東京シティ・バレエ団所属講師
� （No.�240350）

東陽町 東陽町 森下

講座風景

講師：吉田結子 講師：東京シティ・バレエ団所属講師

女性のための健康法・
陰陽ストレッチエクササイズ

「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□10/23～3/19�火曜�10：00～11：30
数□10回　場□総合区民センター
対□女性7名（30名）　￥□11,000円・なし
師□漢方養生指導士�Mana
� （No.�240324）

健康のヨガ
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�など
時□10/12～3/1�金曜�18：45～20：00
数□17回　場□総合区民センター
対□若干名（30名）　￥□9,000円・なし
師□㈱フクシ・エンタープライズ所属講師�三井かおり

� （No.�240323）

ヤング★ハワイアン
人気のフラダンスで心と身体をリフレッシュ。
明るいハワイアン音楽にのせて、ハワイの風を
感じながら楽しく踊りませんか。アロハフラは
美容と健康に役立ちます。年齢にかかわらず、
気持ちが若い人、若さを保ちたい人が集まって
レッスンしています。新しい仲間大募集です。
時□10/10～2/20�水曜�19：00～20：30
数□17回　場□砂町文化センター
対□女性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.�240240）

はじめてのハワイアンフラ
初心者の方のためのクラス
です。まずはリズムに乗り、楽
しく踊ることを目指しましょ
う。3/3（日）開催予定の「成果
発表会」に出演します。
※服装は動きやすければ問題ありません。スラックスでもOKです。
時□10/16～3/12�火曜�13：30～15：00　数□15回　場□森下文化センター
対□女性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.�240351）

区民 区民 砂町 森下

講師：Mana 講師：髙橋紫

講師：山本ひで子

江東区民合唱祭の様子

講座風景

発声練習の様子

うたう・楽しむ・元気がでる
童謡・唱歌の世界

誰もが耳にし、口ずさんだ
ことのある懐かしい童謡・唱
歌の名曲の数々を、楽しみ
ながら歌います。来年3月の
成果発表会に出演します。
時□11/1～3/7�木曜�14：00～15：30
数□17回　場□森下文化センター
対□若干名（40名）　￥□18,000円・500円
師□声楽家�前野邦子
� （No.�240312）

森下

成果発表会の様子

東陽町

書 道・絵 画

書道教室
初心者の方から受講い
ただけます。後期は、来
年2月〜3月に開催され
る「成果展」に向けて作
品づくりに取り組みます。（成果展への出展は任意）「書」に関する知識
や楽しさを深めながら、技術の向上を目指しましょう。
時□10/25～3/14�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、毎日書道展審査会員�北澤翠香
� �（No.�240339）

実用書道
～暮らしに生かせる書～

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□10/17～3/13�水曜�19：00～20：30
数□17回　場□総合区民センター
対□若干名（25名）　￥□14,500円・4,500円
師□毎日書道展会員�帯向芳園
� （No.�240322）

江戸文字教室
～勘亭流～

江戸文字〜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
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。
時□10/24～3/20�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.�240320）

スケッチ教室
～水彩画を楽しむ～

花・果物・建物・風景などさまざまなモチー
フを描きます。初めて絵筆を持つ方でも大
丈夫です。ベテラン講師が基礎から丁寧に
指導します。センターから飛び出して、野外
スケッチも実施します。
時□10/11～2/28�木曜�19：00～20：40
数□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.��240243）

東陽町 区民 豊洲 砂町

講師作品

作品例（イメージ）

国立劇場
初芝居口上看板（平成21年）

講師作品「石田波郷居蹟」

音 楽・演 劇

誰でもできる健康ヨガストレッチ
ヨガのポーズはたくさんのストレッチ要素があ
り、ゆったりした動きで呼吸を深め、あまり使わ
ない筋肉をしなやかに鍛えていきます。下半身
強化のポーズも多いため、知らぬ間に足腰が強
くなる効果が期待できます。壁や椅子を使って
無理なく進めていきますので、運動不足の方や、
筋力に不安がある方でも安心してご参加いた
だけます。この機会にヨガを始めてみませんか。
時□11/12～3/25�月曜�①9：30～10：30�②10：45～11：45
数□10回　場□森下文化センター　対□①②各12名
￥□10,000円・なし　師□ヨガインストラクター�浦智子� （No.�240421）

森下

ダ ンス・健 康

講師：浦智子

協力講座NEW

タリアータチーズソース

小籠包

季節の盆栽（協力講座）
奥深い盆栽について楽しく学んでいます。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。
時 �□11/18、12/16、1/20、2/17、3/17�日曜�
10：00～12：00

数□5回　場□森下文化センター
対□若干名（20名）　￥□9,000円・12,700円
師□西林SOBOKU主宰�橋口りか
� （No.�240357）

森下

講師作品

協力講座

協力講座

協力講座
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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。
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。

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。
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。
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。

□

お近くのセンターではじめませんか?

英会話講座のご案内 1  豊富なレベルとクラス
2  レベルチェックでご自分のレベルに合ったクラスで受講できる
3  終了時のレベルチェックテストと講師評価で学習到達度を確認できる 
（講師評価はELEC英会話のみ）

4  レッスンでわからなかったことなどをE-mailで質問できる（ELEC英会話のみ）

4つのポイント

単科コース
さまざまなテーマ設定で、楽しみながら英会話に親しめるコースです。
NEW □…□新規講座□※□新規講座以外は、補充募集のため、募集しないクラスもあります。□

募集人数はガイダンスの際にお知らせします。

※受講料・教材費は半期（後期）分です。□※レベルの英検・TOEIC換算は目安です。
※テキストおよび教材費については変更になる場合があります。
※レッスン中にグループワークやペアレッスンを行います。

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段階のクラス設定。

「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。※すべて欠員の補充募集となります。

はじめての英会話
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。

師□□江東区英語会話力認定者協会（ESVA）□
日本人講師

数□16回（1回90分）　対□20名　￥□13,300円・3,100円
□ 対象レベル：英検5〜4級程度

基礎英会話
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。

師□□一般財団法人英語教育協議会（ELEC）□ □
ネイティブ・スピーカー講師

数□17回（1回90分）　対□20名　￥□19,000円・4,300円
対象レベル：英検4級〜3級程度・TOEIC350〜450程度

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。

師□□一般財団法人英語教育協議会（ELEC）□ □
ネイティブ・スピーカー講師

数□17回（1回90分）　対□20名　￥□19,000円・4,300円
対象レベル：英検3級〜準2級程度・TOEIC400〜500程度

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。

師□□一般財団法人英語教育協議会（ELEC）□ネイティブ・スピーカー講師
数□17回（1回90分）　対□15名　￥□21,000円・4,300円
□ 対象レベル：英検2級程度・TOEIC450〜550程度

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。

師□□一般財団法人英語教育協議会（ELEC）□ネイティブ・スピーカー講師
数□17回（1回90分）　対□15名　￥□21,000円・400円
□ 対象レベル：英検2級〜準1級程度・TOEIC550以上

【会場・レッスン時間】 10/16（火）〜順次開講
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　東陽町：江東区文化センター

英会話講座のお申込み方法

一般講座のお申込み方法

①まずはガイダンスにお申込み 【ガイダンスへの参加が必須です（無料）】
申込みは、ガイダンス開催日の前日まで可能です。
□  インターネットで
https：//www.kcf.or.jp/koza

検索江東区文化コミュニティ財団　講座

 電話・窓口で
実施するセンターへ電話または窓口でお申込みください。

 FAX・はがきで
右記の項目を記入し、実施するセンターへお送りください。

②ガイダンスに出席
〈内容〉（約2時間）
●リスニング問題30分□●文法問題30分
●授業内容の説明□●受講クラスの申込み

④受講料・教材費をお支払いください
下記の手続き期間中に受講料等をお支払いください。
お支払い方法：各センター窓口または銀行振り込み　手続き期間：10/2（火）〜10/9（火）

③受講クラスが郵送で届きます
ガイダンス全日程終了後に郵送にて連絡します。
申込みが定員を超えた場合は、抽選となります。

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②
豊洲・午後③

古石場・午前②
森下・夜間⑥

砂町・夜間⑥
砂町・午前②

古石場・夜間⑥

基礎英会話
砂町・午前②

古石場・夜間⑤
森下・午前②

古石場・午前②
森下・夜間⑥

東陽町・夜間⑥

中級英会話

東陽町・午前②
東大島・午前②
森下・夜間⑥
豊洲・夜間⑧

古石場・午前②
亀戸・午前②
砂町・夜間⑥

森下・午前②
豊洲・午前②

古石場・夜間⑤
砂町・午前②

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・午前②
東陽町・夜間⑥
亀戸・夜間⑥

砂町・午前②
古石場・夜間⑧

古石場・午前②
森下・夜間⑥

砂町・午後④

ディスカッション 古石場・夜間⑧ 森下・午前② 亀戸・夜間⑥ 豊洲・夜間⑥

単
科
コ
ー
ス

すぐに役立つトラベル
英会話 〜基礎〜

東大島・午前②

映画に学ぶ英会話
「素晴らしき哉、人生!」

東大島・夜間⑥

Newsで学ぶ英会話 東陽町・夜間⑦ 東陽町・午前①
コミュニケーション

英会話
亀戸・夜間⑥

日本を伝える英会話
豊洲・午前②

総合区民・夜間⑥
亀戸・午前②

レベルアップ!
おもてなし英会話

東陽町・夜間⑦

■ガイダンス日程表　【　】内は講座番号
日程 開始時間 会場

9/22（土） ①10：00 【240287】 ②14：00 【240288】 亀戸文化センター
9/23（日・祝） ③10：00 【240282】 ④14：00 【240283】 江東区文化センター
9/24（月・祝） ⑤10：00 【240296】 ⑥14：00 【240297】 古石場文化センター

9/25（火） ⑦10：00 【240277】 ⑧18：45 【240278】 砂町文化センター
9/26（水） ⑨10：00 【240284】 ⑩18：45 【240285】 森下文化センター
9/27（木） ⑪10：00 【240310】 ⑫18：45 【240311】 豊洲文化センター
9/28（金） ⑬10：00 【240306】 ⑭18：45 【240307】 東大島文化センター
9/29（土） ⑮10：00 【240302】 ⑯14：00 【240303】 総合区民センター

ELEC講師 はじめての英会話講師陣

9/9（日）〜9/28（金）お申込み期間

9/9（日）〜9/24（月・祝）お申込み期間

①□□ご希望のガイダンスNo.□
※□下記の「ガイダンス日程表」□
から選択（①〜⑯）。

②□□氏名・フリガナ
③□□生まれ年（西暦）・性別
　※□対象は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

スマートフォンは
こちらから

 インターネットで
https：//www.kcf.or.jp/koza

検索江東区文化コミュニティ財団　講座

 電話・窓口で
実施するセンターへ電話または窓口でお申込みください。

 FAX・はがきで
以下の項目を記入し、実施するセンターへお送りください。
①□実施するセンター名・講座名
②□氏名・フリガナ
③□生まれ年（西暦）・性別□※小学生以下は生年月日
④□郵便番号・住所
⑤□電話番号・FAX番号

お申込期間内に、以下の方法でお申込みください

申込みが定員を超えた場合は、抽選で受講者を決定します。
当選された方には、手続き書類を郵送でお届けします。落選の方には、はがきで通知します。

「手続き書類」が郵送で届きます

下記の手続き期間中に受講料等をお支払いください。入金の確認をもって受講申込みの成立とします。契約書は発行しません。
お支払い方法：各センター窓口または銀行振込　手続き期間：10/2（火）〜10/9（火）

受講料・教材費をお支払いください

●□□期間中にお申込みいただいた分はすべて同着となります（先着順ではありません）。定員を超えた場合は抽選となります。
●□□定員に達していない講座は申込み期間後も引き続き募集を行いますが、状況によっては開講を見送る場合があります。お申込みいただいた方には通知します。
●□□当財団の講座は、1年を2期に分けて開講しています。募集時期は3月と9月です。

インターネットでのお申込みについて
●□□「受講生番号」と「パスワード」が必要です。これまでに当財団の講座を受講したことがある方は、講座を実施しているセンターにお問合せください。
初めてお申込みされる方は、インターネットから「受講生登録」を行ってください。

●□□講座申込みページ「講座検索」で、ご希望講座の【講座番号（No.□000000）】を入力して検索することができます。

受講料について
●□□受講料には、諸雑費や消費税が含まれています。入学金はありません。
●□□掲載している受講料、教材費は半期（半年）分です。教材費以外に別途道具代等がかかる場合があります。
●□□納入された受講料等は、開講後はお返しできません。ただし、病気や転居などの特別な事情によりやむを得ず受講できなくなった場合はご相談くだ
さい。なお、当財団事業はクーリングオフ制度の適用対象外です。

●□□カナルこうとう会員本人と配偶者、およびそれぞれの二親等以内の親族の方には、受講料の補助制度があります。詳しくは江東区勤労者福祉サービスセ
ンター（カナルこうとう）へお問合せください。☎︎03-3699-5101

対象について
●□□特に指定のない講座は、15歳以上（中学生を除く）を対象としています。　●□□総合的な判断の元、募集人数を超えて受け入れる場合があります。

個人情報の取扱いについて
●□□お申込みの際におうかがいした個人情報は、お申込みの事業にのみ利用し、それ以外の目的に利用することはありません。

受講上の注意
●□□講座実施日や時間等に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

お申込みにあたって（一般講座・英会話講座共通）

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。

師□□一般財団法人英語教育協議会（ELEC）□ネイティブ・スピーカー講師
数□17回（1回90分）　対□20名
￥□19,000円・4,400円□ 対象レベル：英検4級〜3級程度・TOEIC350〜450程度

亀戸

レベルアップ! おもてなし英会話
〜通な日本を紹介します〜
毎回、一つのトピックを取り上げ、海外からの訪問者に対し、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。

師□□ディラ国際語学アカデミー所属□日本人講師
数□17回（1回120分）　　対□15名
￥□30,000円・400円□ 対象レベル：英検3級〜準2級程度・TOEIC400〜500程度

東陽町

日本を伝える英会話
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
トについて学び、外国人に伝える方法をレッスンします。

師□□一般財団法人英語教育協議会（ELEC）□ネイティブ・スピーカー講師
数□17回（1回90分）　対□20名
￥□19,000円・4,000円□ 対象レベル：英検3級〜準2級程度・TOEIC400〜500程度

豊洲・区民・亀戸

スマートフォンは
こちらから

すぐに役立つトラベル英会話 〜基礎〜
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。※本講座は半期講座です。

師□□一般財団法人英語教育協議会（ELEC）□
ネイティブ・スピーカー講師

数□17回（1回90分）　対□20名
￥□19,000円・3,200円□ 対象レベル：英検4級〜3級程度・TOEIC350〜450程度

NEW
東大島

イメージ

映画に学ぶ英会話「素晴らしき哉、人生!」
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。※本講座は半期講座です。

師 □□一般財団法人英語教育協議会（ELEC）□
ネイティブ・スピーカー講師

数□17回（1回90分）　対□15名
￥□19,000円・1,900円□ 対象レベル：英検2級程度・TOEIC450〜550程度

NEW
東大島

イメージ

Newsで学ぶ英会話
英文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。

師□□ディラ国際語学アカデミー所属□日本人講師
数□17回（1回120分）　対□15名
￥□30,000円・3,000円□ 対象レベル：英検2級〜準1級程度・TOEIC500以上

東陽町
NEW

イメージ

平成 30 年 9月 9日発行　第 436 号特集4




