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2016年 3月1日号

地域文化創造館だより

講座・イベント情報

臨時号

【共通科目】 政治経済、歴史人物、バスハイク 他　
【選択科目】 ①健康体操コース　②筆ペンコース　③ハーモニカコース
【費用】 25,000円（教材費込み）　【講師】 童門 冬二 氏、岡田 充 氏 他　【定員】 56名　
【対象】 原則、全講座出席できる区内在住・在勤の方
【申込方法】 （１）往復はがき…講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、性別、選択コースを
　　　　　　　　　　　　　ご記入の上、雑司が谷地域文化創造館に送付。
　　　　　 （２）窓口…各地域文化創造館窓口（駒込は4/11（月）から受付）にある所定の申込用紙に
　　　　　　　　　　必要事項を記入し、必ず返信用はがきを添えて申込
【受講者の決定】 応募者多数の場合は、抽選し結果を通知します。

【日時】５/11～12/７日（水） ＊8/3～24、9/28、10/5、11/23休講　
全24回　14:00～16:00　＊一部例外あり

すがもエリアガイドボランティア講座
「これまでの巣鴨、これからの巣鴨」

【日時】６/７・14・21・28（火）　全４回
13:30～15:30

文化カレッジ 　　　
おすすめ講座

インターネット申込ができるようになりました！ 銀行振り込みで受講手続きも便利に！

【費用】 1,000円（教材費込み）
【講師】 ピアニスト・桐朋学園大学講師　鶴園 紫磯子 氏、
　　　 桐朋学園大学附属音楽教室講師　横山 悦子 氏
【定員】 40名

映像と音楽で綴るレクチャー・コンサート
～フランスのベル・エポックを生きた音楽家たち
映像と音楽で綴るレクチャー・コンサート
～フランスのベル・エポックを生きた音楽家たち

千早地域文化創造館おすすめ

【費用】 5,400円（教材費込み）
【講師】 家具職人・くうちん工房　大川 小枝子 氏、
　　　 おもちゃコンサルタントマスター　横尾 泉 氏　
【定員】 12名

木の安全な“おもちゃ”を作ろう！木の安全な“おもちゃ”を作ろう！
とても優しい仕上がりの木のおもちゃ。塗料などの安全な仕上
げ方を学び、安心して遊べる木のおもちゃ（今回はパズル）を
つくります。ミシンを使うように糸のこ盤を使ってみましょう。
（保育付。保険料別途）

雑司が谷地域文化創造館おすすめ

ちとせ橋コミュニティ塾

ガイドボランティアを目指す地域学習講座です。申込方法は裏面をご覧ください。
エリアガイドボランティア養成事業

春のコンサート特集
春のお出かけ日和。お好きな音楽をお楽しみください！

【会場】 南大塚ホール　
【曲目】 「11ぴきのねこ」合唱版（青島広志作曲）より、ディズニーの名曲より、童謡唱歌　他
【歌唱指導】 青島広志、小野勉、清水一成　
【振付・ピアノ伴奏】 髙畠愛　
【料金】 無料 ＊0歳児から入場可　【申込み】 当日直接会場へ　
【問合せ】 駒込地域文化創造館

青島広志駒込少年少女合唱団 第4回定期演奏会青島広志駒込少年少女合唱団 第4回定期演奏会
【日時】 ３/12（土） 13:00開演（12:30開場）

子育て中のママさん応援コンサート。ベビーカーのまま入場可能です。生ギターとピアノの伴奏で青春時代の歌を歌いましょう。

各館問合せ・申込先
駒込地域文化創造館 【平成27年4月1日～平成28年4月10日休館】　
 〒170-0003　駒込2-2-2 ☎03-3940-2400 
 （4月10日までは平日9:00～17:00）
巣鴨地域文化創造館 〒170-0002　巣鴨4-15-11 ☎03-3576-2637
南大塚地域文化創造館 〒170-0005　南大塚2-36-1 ☎03-3946-4301
雑司が谷地域文化創造館 〒171-0032　雑司が谷3-1-7 ☎03-3590-1253
千早地域文化創造館 〒171-0044　千早2-35-12 ☎03-3974-1335

文化カレッジ（春募集）の全ラインナップ、申込方法等は裏面をご覧ください。

集募春
講座番号 304

講座番号 404

【日時】６/18（土）　全１回 14:00～16:00

【会場】 雑司が谷地域文化創造館　第２練習室　
【出演】 フカイデカフェ（深町栄、井手隊長）　【料金】 無料　【定員】 50組（先着順） ＊0歳児から入場可　
【申込み】 雑司が谷地域文化創造館窓口または電話で申込。　【問合せ】 雑司が谷地域文化創造館

第6回ベビーカーコンサート ～フカイデカフェといっしょに青春をうたおう！～第6回ベビーカーコンサート ～フカイデカフェといっしょに青春をうたおう！～

【日時】 ３/20（日） 11:00開演（10:30開場）

【会場】 千早地域文化創造館　【曲目】 A列車で行こう、情熱大陸、東京ブギウギ　他
【出演】 サクソフォンカルテット
　　　　 野村亮太（ソプラノサックス）、大山権之助（アルトサックス）、
　　　　 須々木由子（テナーサックス）、中村賢太郎（バリトンサックス）　
【料金】 600円　【申込み】 千早地域文化創造館窓口または電話にて申込　【問合せ】 千早地域文化創造館

オールディーズ・ポップスコンサート⑰ 
「サックスで奏でる～懐かしのジャズ&ポップス」
オールディーズ・ポップスコンサート⑰ 
「サックスで奏でる～懐かしのジャズ&ポップス」
【日時】 ３/20（日） 14:00開演（13:30開場）

【会場】 雑司が谷地域文化創造館　第２練習室　【曲目】 赤いスイートピー、高原列車は行く　他
【出演】 フカイデカフェ（深町栄、井手隊長）、安奈陽子（ボーカル）、高橋結子（パーカッション）
【料金】 500円　【定員】 100名（先着順）　
【申込み】 各地域文化創造館（駒込除く）窓口または雑司が谷案内処にてチケット発売中　【問合せ】 雑司が谷地域文化創造館

スプリングコンサート2016～フカイデカフェ　春を歌う／スペシャルゲスト・安奈陽子～スプリングコンサート2016～フカイデカフェ　春を歌う／スペシャルゲスト・安奈陽子～
【日時】 ３/20（日） 17:00開演（16:30開場）

【会場】 巣鴨地域文化創造館　多目的ホール　
【曲目】 リスト「愛の夢　第3番」（ピアノ）、クライスラー「愛の喜び」（ヴァイオリン） 他
【出演】 大澤よしこ、大澤和音、アンサンブルVivace　【料金】 無料　
【申込み】 当日直接会場へ　【問合せ】 巣鴨地域化創造館

すがもハートフルコンサート2016～愛をこめて～すがもハートフルコンサート2016～愛をこめて～
【日時】 ３/27（日） 14:00開演（13:30開場）

4/11（月）締切

申込締切 4/18（月）必着

講座番号 208巣鴨地域文化創造館

すがもの歴史と特色を学習、2回目は散策とガイド演習、3回目は全員でこれからのすがもについて懇談会
を行います。

【日時】 5/14・28、6/4・25、7/23　（土）  5回　13:00～14:30（第1回～4回）、13:00～16:00（第5回）　
【定員】 24名　【講師】 川村学園女子大学教授 丹治 朋子 氏 ほか　【費用】 受講料 2,500円　教材費 500円
【協力】 川村学園女子大学 目白観光文化研究所

駒込エリアガイドボランティア養成講座Ⅰ4/7（木）締切

講座番号 102駒込地域文化創造館

千早地域文化創造館

レクチャーとワークショップで学ぶ地域再発見講座です。第1回 東京の観光、第2回 魅力的な街歩きとは？
ルートの作り方、第3、4回 歴史や近隣の見どころ①②、第5回 街歩きの実践と振り返りを実施します。

旧長崎町なるほどゼミナールⅤ
豊島区伝統工芸講座in千早
～友禅染を体験しよう！～

4/22（金）締切

講座番号 405

豊島区の地域に根付き、受け継がれてきた伝統工芸。千早地域で活動している工芸士に江戸時代から続いて
いる友禅のお話を聞き、友禅染を体験します。

【日時】 5/9～5/23　（月）  3回　14:00～16:00　【定員】 20名
【講師】 　としま人材クラブ　石田 勝彦 氏 ほか　【費用】 受講料 1,500円　教材費 200円区

【日時】 6/24～7/15　（金）  4回　14:00～16:00　【定員】 15名
【講師】 　豊島区伝統工芸保存会　つばき友禅染工房代表　椿 逸雄 氏　
【費用】 受講料 2,000円　教材費 2,500円

区

受講生募集

参加者募集

【費用】 4,600円（教材費込み）　【講師】 管理栄養士　中村 美穂 氏　
【定員】 18名

子どもの心と身体を育てるお弁当づくり子どもの心と身体を育てるお弁当づくり

【日時】５/26、６/9、７/14（木）　全３回 
10:00～12:00

南大塚地域文化創造館おすすめ 講座番号 503

食育推進のため、見た目からも楽しめる調理法や、季節のメニューを
紹介します。お弁当づくりを通して、子育てのお悩み解決のヒントを
見つけましょう。＊お弁当箱持参。（保育付。保険料別途）

フランス近代芸術の黄金期に活躍した作曲家ドビュッシー、
サティらの音楽を当時の美術、文学等のスライドを交え
紹介するピアノ演奏付講座。演奏曲：ドビュッシー「月の光」、
フォーレ「組曲ドリー」、サティ「ジムノペディ」 他

いろいろなジャンルの講座を取り入れた楽しく学べる長期講座です。

【日時】５/13・20・27、６/3（金）　
全４回 10:30～11:45

【費用】 2,100円（教材費込み） 
【講師】 　笠原音楽院・ポリネシアン舞踊演奏家　
　　　 　プアメリア くにこ 氏
【定員】 20名

イキイキ笑顔になれる！はじめてのハワイアンフライキイキ笑顔になれる！はじめてのハワイアンフラ
どなたでも楽しめるよう簡単な体操、フラの足踏みステップ、手振りを練習してフラを踊ります。
体力作り、美容に効果抜群！ハワイ気分で身も心もリラックスできる講座です。

巣鴨地域文化創造館おすすめ 講座番号 203

区

【日時】５/21、６/4・18、７/２・16（土）　
全５回 14:00～16:00

【費用】 6,000円（教材費込み）
　　　　　＊別途、金を使用する場合は2,000円、銀粉、真鍮粉を
　　　　　  使用した場合は400円が掛かります。　
【講師】 金継ぎ部 部長　堀 道広 氏　【定員】 24名

おおらかに楽しむ漆工芸講座 
「金継ぎ部」
おおらかに楽しむ漆工芸講座 
「金継ぎ部」

きん　　　つきん　　　つ ぶぶ

「金継ぎ」とは、割れたり欠けたりした陶磁器を漆で繕い、金や
銀で蒔絵を施す修理技法です。

駒込地域文化創造館おすすめ 講座番号 103


