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駒込地域文化創造館 ☎03-3940-2400  〒170-0003  駒込2-2-2
巣鴨地域文化創造館（仮事務所） ☎070-6555-6876(平日9時～17時まで)　
　〒171-0022  南池袋2-34-5 藤和第2ビル2F　としま未来文化財団内（工事休館中の為、窓口対応不可）
南大塚地域文化創造館 ☎03-3946-4301 〒170-0005  南大塚2-36-1
雑司が谷地域文化創造館 ☎03-3590-1253 〒171-0032  雑司が谷3-1-7
千早地域文化創造館 ☎03-3974-1335 〒171-0044  千早2-35-12

応募者多数の場合は各館で抽選し、結果を通知します（インターネット申込の方へはEメールでの通知となります）。受講者の決定

往復はがき 講座番号、講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号（在勤・在学の方は
勤務先・学校名、所在地、電話番号）を記入の上、各地域文化創造館に送付。 

1

2 インターネット
としま未来文化財団ホームページの文化カレッジページより所定のフォームに必要事項を入力して申込。

URL http://www.toshima-mirai.jp/course/college.html

3 窓口 各地域文化創造館窓口（巣鴨を除く）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。

注　

意
！

①申込内容に事実と異なる記載があった場合は、受講決定通知後でも取り
消すことがあります。②申込は、1講座につき1人1通まで。③費用を銀行
振込または現金書留で納入する場合、別途事務手数料100円がかかりま
す。④納入した費用は原則としてお返しできません。⑤一人でも多くの方
にご参加いただけるよう、お申し込み後のキャンセルがないようご協力を
お願いします。＊車いすをご利用の方は事前に各館へお問い合わせください。　
＊各講座の詳細は直接、開催館へお問い合わせください。　＊応募者が一定数に達し
ない場合、講座開催を見合わせることがございます。

文 化 カ レ ッ 申ジ 込 方 法 往復はがき記入例

返信 ①講座番号
②講座名
③住所
④氏名（ふりがな）
⑤年齢
⑥性別
⑦電話番号

返
信
先
住
所

氏
名

往信

この面には、
なにも

書かないで
ください。

開
催
館
住
所

開
催
館
名

申込詳細はこちらにアクセス！

【講師】 こぎん刺しデザイナー　藤本 真紀子 氏　
【費用】 費用(教材費含) 4,000円　【定員】 15名　【対象】 区内在住・在勤・在学の18歳以上

トートバッグを作る」
津軽こぎん刺し「古典模様で
トートバッグを作る」
青森津軽の伝統工芸こぎん刺しです。講座では
古典模様を使い、色や素材で変化をつけながら
生活の彩りになる手仕事を楽しみます。

講座番号 101
駒込

【日程】 4/23～6/25　（月）　全5回　10:00～12:00

申込開始日
3/1（木）

【講師】 大正大学文学部長　小林 伸二 氏　【費用】 費用(教材費含) 2,200円　【定員】 40名
【対象】 区内在住・在勤・在学の18歳以上

東アジア世界の夜明け 
～古代中世中国史の視点から～
東アジア世界の夜明け 
～古代中世中国史の視点から～
東アジア文明圏がどのように形成されたかを、
中国古代中世に関する考古学、歴史書、外交
関係、思想の分野から考察する。

講座番号 201
巣鴨

【日程】 5/8～29　（火）　全4回　10:00～12:00

申込開始日
3/1（木）

【講師】 公益財団法人現代人形劇センター デフ・パペットシアター・ひとみ 代表　善岡 修 氏　
【費用】 費用(教材費含) 1,800円　【定員】 10組20人
【対象】 親子いずれかが区内在住・在勤・在学

「てとめでおはなししよう」
～親子で手話にふれてみよう～
「てとめでおはなししよう」
～親子で手話にふれてみよう～
目や顔の表情、手などの表現で、手話にふれながら
親子でワークショップを楽しみます。

講座番号 501
南大塚

【日程】 5/13～6/3　（日）　全3回　14:00～16:00  ※5/20除く

申込開始日
3/1（木）

【講師】 作家　童門 冬二 氏、ジャーナリスト 堀田 佳男 氏、
　　　  演出家・東京音楽大学専任講師　伊藤 隆浩 氏、芸能評論家　北潟 喜久 氏 他
【費用】 費用(教材費含) 28,000円　【定員】 50名
【対象】 区内在住・在勤・在学の18歳以上（原則、全講座出席できる方）

ちとせ橋コミュニティ塾ちとせ橋コミュニティ塾
歴史社会・芸術文化など、身近な所から幅広く、いろ
いろなジャンルの講座を取り入れた長期講座。
注）今年度は選択コースとバスハイクはありません。

講座番号 302
雑司が谷

【日程】 5/16～2019.1/30　（水）　全24回　14:00～16:00

申込開始日
3/1（木）

【講師】 作詞作曲家　福島 環 氏　【費用】 費用(教材費含) 3,200円　【定員】 15名
【対象】 区内在住・在勤・在学の18歳以上で、クラシック又はフォークギターをお持ちの方

ギター入門講座
楽しく楽器を弾いてみましょう！
ギター入門講座
楽しく楽器を弾いてみましょう！
クラシックやフォークギターなど家で眠っている
ギターでクラシックからポップスまで、楽しく演奏
してみましょう。楽譜が読めなくてもＯＫです。

講座番号 401
千早

【日程】 5/26～6/30　（土）　全6回　14:00～16:00

申込開始日
3/1（木）

【講師】 古典文学研究家　貝瀬 弘子 氏　
【費用】 費用(教材費含) 1,300円　【定員】 40名
【対象】 区内在住・在勤・在学の18歳以上

梁塵秘抄 -後白河法皇-梁塵秘抄 -後白河法皇-
源頼朝をして日本一の「大天狗」、関白九条兼実には
「黒白を弁ぜず」と言わしめた法皇後白河。彼は「梁塵
秘抄」と言う歌謡集でも後世に名を残した。

講座番号 102
駒込

【日程】 4/27・5/11　（金）　全2回　14:00～16:00

申込開始日
3/1（木）

【講師】 紫石書道会講師 元日本書道教育学会審査員　松本 紫石 氏　
【費用】 費用(教材費含) 2,200円　【定員】 18名　【対象】 区内在住・在勤・在学の18歳以上

実用書道入門
～正しい基礎から美しい文字へ～
実用書道入門
～正しい基礎から美しい文字へ～
文字は一生の友。基本を正しく学べば、誰もが美しい
文字が書けます。特に日常に活かせる文字を楽しく
学びます。

講座番号 202
巣鴨

【日程】 5/15～6/5　（火）　全4回　13:30～15:30

申込開始日
3/1（木）

【講師】 「新枠連」連長　三田 昭人 氏　【費用】 費用(教材費、衣装代含) 5,100円　
【定員】 15名　【対象】 区内在住・在勤・在学の18歳以上

阿波踊りに挑戦！ ～日本の夏を彩る
阿波踊りを体験しよう～
阿波踊りに挑戦！ ～日本の夏を彩る
阿波踊りを体験しよう～
徳島で生まれ、夏祭りとして日本中で踊られ
大塚の夏を彩る阿波踊りに挑戦する。

講座番号 502
南大塚

【日程】 5/16～6/27　（水）　全6回　
　　　19:00～21:00  ※6/6除く

申込開始日
3/1（木）

【講師】 十文字学園女子大学 講師　横井紘子氏、家具職人くうちん工房　大川 小枝子 氏　
【費用】 費用(教材費含) 10,000円（保育保険料別途）　【定員】 12名
【対象】 区内在住の開講時点で6か月から3歳ぐらいまでのお子さんの
　　　  お母さん（原則、全講座出席できる方）

子育てママのリフレッシュ講座子育てママのリフレッシュ講座
子育てについての悩みごとの解消に役立つお話や、絵本
の読み聞かせ、木のおもちゃ作りなど、子育てやそれ
以外にも役立つことがいろいろ学べる長期講座。

講座番号 303
雑司が谷

【日程】 6/4～12/3　（月）　全12回　13:30～15:30

申込開始日
3/1（木）

【講師】 公益財団法人日本手芸普及協会 会員　枝村 貴子 氏　
【費用】 費用(教材費含) 3,500円　【定員】 16名　【対象】 区内在住・在勤・在学の18歳以上

かわいい刺しゅう【入門編】かわいい刺しゅう【入門編】
刺しゅうにはクロスステッチやフランス刺しゅう
の他、たくさんの技法があります。本講座では
「リボン刺しゅう」などにトライし小物作りを目指し
ます。初心者歓迎！

講座番号 408
千早

申込締切日
4/20（金）

申込締切日
3/26（月）

申込締切日
4/16(月)

申込締切日
4/14（土）

申込締切日
4/19（木）

申込締切日
4/20（金）

申込締切日
3/30（金）

申込締切日
4/16（月）

申込締切日
4/16（月）

保 育 付

申込締切日
5/17（木）

りょうじん ひ しょう

【日程】 5/18～6/15　（金）　全4回　
　　　14:00～16:00  ※6/8除く

このほかの講座は裏面をご覧ください。
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地域文化創造館だより 講座情報
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