講座名

初心者のための太極拳
日本太極拳協議会指導員

費用

定員 締切

5/13～6/3(月) 初心者を対象に太極拳の基本を学びます。ゆっくりと

[東アジア文化都市 2019 豊島関連]

雑司が谷

102

内 容
全4回

佐伯 和子 氏

5/1
した動きで、健康、長寿、美容などの効果を期待する 2,000 円 ２０名
(水)
ことができ、老若男女が共に楽しめます。

13:30～15:00
5/17～6/7(金) 芥川龍之介は作家生活のほとんどを田端で過ごしました。多

5/1
くの作品が生まれた田端での暮らしぶりや、文士・芸術家と 2,200 円 ３０名
103
(水)
田端文士村記念館研究員 種井 丈 氏、木口 直子氏 14:00～16:00 の幅広い交友関係を紹介します。（最終日は文学散歩）

雑司が谷

全4回

南大塚 庭園歴史さんぽ―小石川後楽園
104

東京都庭園美術館 学芸員

5/7
た造りと見どころ、江戸時代から近代にいたる歴史を、講義と 1,200 円 ２０名
（火）
14:00～16:00 散歩でご案内します。（6/4 は小石川後楽園散策）

全2回

5/14～6/4(火) 中国古代は、原中国の形成期として、王朝、勢力の興亡が見られます。漢文史

[東アジア文化都市 2019 豊島関連]

南大塚
202

田中 実穂 氏

5/28、6/4(火) 大名庭園のあらまし、小石川後楽園における地形を活かし

4/22
料の読解を通じて、殷紂王と周武王の興亡、春秋期の斉桓公と国際社会、戦国 2,200 円 ３０名
（月）
10:00～12:00 期の王権と孟嘗君、さらに秦末の混乱から項羽と劉邦について学びます。

全4回

大正大学 文学部長

小林 伸二 氏

5/21・28

「美味しいお酒は文化をつくる」世界中で楽しまれるウ
4/23
イスキー。その薀蓄や美味しい飲み方、さらに試飲を 1,500 円 ２０名
（火）
203 「イチローズモルト」ブランドアンバサダー 𠮷川 由美 氏 18:30～20:00 通して、ウイスキーの奥深い魅力を探ります。

南大塚

全2回

302
南大塚

5/15～2020.1/29(水) 歴史社会・芸術文化など、身近なところから幅広く、い

ちとせ橋コミュニティ塾

南大塚
作家

4/17
ろいろなジャンルの講座を取り入れた、楽しく学べる長 28,000 円 ５２名
（水）
14:00～16:00 期講座です。(開催時間に一部例外あり)

全 24 回

童門 冬二 氏 他
[子育て家族の応援講座]

6/14～12/6(金) 子育てについて悩みごとの解消に役立つ話や、絵本の読み聞かせ、時短メイ

5/29
クテクニック、木工クラフトなど、子育てやその他の日常生活に役立つことがい 11,000 円 １２名
※保育保険料込
（水）
304 十文字学園女子大学講師 横井 紘子氏 他 10:00～12:00 ろいろ学べる、育児中のママを応援する長期講座です。(開催時間に一部例外あり)

子育てママのリフレッシュ講座

5/12～6/9(日) 2020年のオリンピック・パラリンピックに向け、日本のことや東京のことが説明

南大塚
401

全 12 回

全 4 回(5/26 除く) できるような英語フレーズとは？ネイティブ・イングリッシュ・スピーカーの先生 2,200 円 ２０名
英会話学校教師

ベンジャミン･ダンラップ 氏 他 14:00～16:00 との疑似体験を通して実践的な英会話を学びます。(開催時間に一部例外あり)

4/20
（土）

【対象】豊島区内在住・在勤・在学の 18 歳以上。但し、[104]は 18 歳以上。[301]は、原則、全講座に出席できる豊島区在住･在勤･在学の 18 歳以上。
[304]は、原則、全講座に出席できる豊島区在住･在勤･在学の 18 歳以上で、かつ初回開講時に 6 か月～3 歳ぐらいまでの子どもをもつお母さん。

文化カレッジ申込方法は表面下部を参照

雑司が谷地域文化創造館 パソコン講座
講座名

内 容

費用

定員 締切

5/7～31
文字入力の基礎から始め、案内状の作成を通じて、ワード
5,000 円 15 名
(火)・(金) 全 8 回 2016 を使いこなすスキルを学びます。
教材費含
10:00～12:00 ※データ保存用 USB メモリーは各自ご持参ください。
6/5～28
データ入力やセル、シートの操作方法から始め、表計算、関
(水)・(金) 全 8 回 数を使った計算、グラフの作成など、エクセル 2016 の基礎を 5,100 円 15 名
教材費含
10:00～12:00 一通り学びます。※データ保存用 USB メモリーは各自ご持参ください。

4/22

(月)
5/25

(土)

【申込】往復はがきに①講座名、②〒住所、③氏名（ふりがな）、④年齢、⑤性別、⑥電話番号、（在勤・在学の方は勤務先・学校名、所在地、電話番号、）をご記入の上、雑
司が谷地域文化創造館に送付。なお同館窓口で直接、返信用はがきを添えて申込も可。

地域文化創造館落語情報
日時：4/21(日) 13:00 開演 会場：南大塚ホール
三遊亭圓窓師匠に師事する社会人稽古連のメンバーが、
初めて落語を聞く人にもわかりやすいように工夫しながら
落語の世界へといざないます。扇子や手拭いが当たる企
画や、最後は圓窓師匠のお楽しみ一席も！
【出演】下げっ子連大塚亭
落としっ子連天祖亭
羽織っ子連要亭
洒落っ子連千川亭、
扇子っ子連千早亭
三遊亭圓窓（特別出演）
【定員】250 名(全席自由)
【料金】入場無料
【申込】当日直接会場へ
三遊亭圓窓

日時：5/16(木) 18:30 開演 会場：南大塚ホール
王道の芸風と美声で人気の柳亭市馬をはじめ、地元噺家の柳
家さん枝、入船亭小辰も出演。地域に根差した人気落語会で本
格落語をご堪能ください。
【出演】開口一番 柳亭市若
落
語 入船亭小辰
落
語 柳家さん枝
太 神 楽 翁家小花
落
語 柳亭市馬
【定員】250 名(全席自由)
【料金】一般前売：1,800 円
柳亭市馬
柳家さん枝
一般当日：2,000 円
友 の 会：1,500 円
【申込】各地域文化創造館 ※南大塚地域文化創造館のみ電話予約可
【問合】南大塚地域文化創造館

駒込地域文化創造館 ☎3940-2400
〒170-0003 豊島区駒込 2-2-2
南大塚地域文化創造館 ☎3946-4301 雑司が谷地域文化創造館 ☎3590-1253
〒170-0005 豊島区南大塚 2-36-1
〒171-0032 豊島区雑司が谷 3-1-7

申込先

日時：6/16(日) 14:00 開演
会場：雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール
落語会の鉄人・橘家圓太郎が登場。
円熟の名人芸をたっぷりと。
【出演】橘家圓太郎
【定員】100 名(全席自由)
【料金】500 円
【申込】各地域文化創造館
雑司が谷案内処

橘家圓太郎

※雑司が谷地域文化創造館のみ電話予約可

【問合】雑司が谷地域文化創造館
3 回通し券 限定発売 限定 30 セット
第 32 弾:上記参照、第 33 弾 9/15(日) 14;00～
第 34 弾 11/17(日) 15:00～
販売及び詳細は雑司が谷地域文化創造館まで

巣鴨地域文化創造館 ☎3576-2637
〒170-0002 豊島区巣鴨 4-15-11
千早地域文化創造館 ☎3974-1335
〒171-0044 豊島区千早 2-35-12

