
講座名/講師開催施設
講座番号 日程・曜日/回数/時間 内　　容 費用（教材費含） 定員 申込締切

和洋に楽しむ
フラワーアレンジメント

駒込

103

5/15～5/29　（火）

全3回

19:00～20:30

10名7,500円

花芳会　関原 芳井 氏

4/20
（金）

5月の花々を素材に、形、色合い、花器の
組み合わせを自在にデザインし、あなた
の生活に爽やかなアレンジを加えてみま
せんか？（各回花器付き）講師

講座名 講師開催施設 程 曜 数 時 内 容

平成30年度 文化カレッジ（区民教室）～地域とあなたをつなぐ文化カレッジ～ 開集募 ！始春 Part2

講座名/講師 日程・曜日/回数/時間 内　　容 受講料/教材費 定員 申込締切

初心者のためのパステル画講座 －描くことで
今まで見えなかったものが見えてくる－

駒込

104

5/19～6/30　（土）

全4回

14:00～16:00

20名3,500円

現代パステル協会委員　田中 弘子 氏

4/20
（金）

身近にあるものを色彩豊かなパステルで描
く講座です。モチーフをよく観察して自然に
学び、心に感じて描いてみましょう。

講師

童門冬二の歴史人物講座　
西郷隆盛・天に愛された男

巣鴨

203

5/17・24　（木）

全2回

14:00～15:00

50名1,400円

歴史作家　童門 冬二 氏

4/16
（月）

戦前戦後にわたり歴史上の人物への評価が
大きく変動する中、西郷だけは変わりま
せん。「敬天愛人」の由来を探りつつその
理由をひもときます。講師

若者ことば学 ―若者ことばから
現代社会のコミュニケーションを考える

南大塚

503

6/14・21　（木）

全2回

14:00～16:00

30名1,300円

桜美林大学講師　瀬沼 文彰 氏

5/21
（月）

とりま、り、卍…これらの意味を知ってま
すか。現代の若者ことばから、自分自身の
コミュニケーションや対人関係について
一緒に考えてみましょう。講師

3/1(木）
申込開始

3/1(木）
申込開始

3/1(木）
申込開始

3/1(木）
申込開始

「楽しく撮って活用！デジタルカメラ」 4/13～4/27　（火）（金）
全5回

10:00～12:00
15名3,900円 3/25

（日）
カメラの設定、画像の整理・保存、修正や活用法を学ぶ。3回目（4/20）は、昭和
記念公園（西立川駅）で撮影会。※デジカメと取扱説明書と、データ保存用に
USBメモリーをご持参ください。　【対象】 文字入力＆マウス操作可能な方としまITサポーターズ講師

「ワード2013集中講座」 中級 5/8～6/1　（火）（金）
全8回

10:00～12:00
15名5,000円 4/25

（水）
文字入力の基礎から始め、案内状の作成を通じて、ワード2013を
使いこなすスキルを学びます。※データ保存用にUSBメモリーを
ご持参ください。　【対象】 文字入力＆マウス操作可能な方としまITサポーターズ講師

パソコン講座共通申込方法

【対象】 区内在住・在勤・在学の18歳以上（【405】のみ18歳以上、【301】は、区内在住・在勤・在学の18歳以上の女性。）

宝塚ダンス体験講座 ～あの！
夢のような憧れの世界へようこそ！～

雑司が谷

301

4/16～6/18　（月）

全5回

19:00～20:15

24名4,000円

元宝塚歌劇団 月組 女優　都布良 ひとみ 氏

3/31
（土）

元タカラジェンヌの先生とデュエットダンス
を中心に、宝塚の男役・娘役のように踊って
みましょう。

講師

イタリア語講座【入門編】
あいさつから始めましょう！

千早
① 403
② 404

5/14～6/11　（月）

全5回

①10:30～11:50 ②13:00～14:20

各10名2,800円

イタリア語講師　マルコ・ソルディ 氏

4/20
（金）

イタリア語の入門講座です。イタリアの
文化にも触れ、イタリア人講師と楽しく
学びましょう。

講師

旧長崎町なるほどゼミナールⅩ
長崎ゆかりの寺社を巡る

千早

405

6/24・7/1　（日）

全2回

14:00～16:00

20名1,100円

区学芸員、としま案内人 長崎町

4/20
（金）

旧長崎町の歴史と文化を学ぶ講座です。
今回のテーマは、豊島区の西に位置して
いる旧長崎地域の数ある寺社の歴史と
昔の面影を辿ります。講師

春の野の花をきれいに写すワザ千早

406

5/28、6/4・18　（月）

全3回

14:00～16:00

20名1,800円

ネイチャーフォトライター　松倉 一夫 氏

4/20
（金）

デジタルカメラを使って、春の植物をきれい
に写す方法を学びます。国営武蔵野丘陵森林
公園で写真を撮りに出かけます。
（6/4 撮影会）講師

料理教室「おうちで簡単！
フレンチ＆イタリアン」

千早

407

6/16・30　（土）

全2回

10:00～13:00

25名3,000円

武蔵野調理師専門学校　飯尾 哲司 氏

4/20
（金）

お家で簡単に本格的なフレンチ＆イタリアン
を作れるように、プロの技を学びます。

講師

高橋九段の基礎から学べる
将棋入門講座

千早

402

5/16～6/6　（水）

全4回

18:30～20:30

15名2,200円

将棋棋士 日本将棋連盟 九段　高橋 道雄 氏　

4/20
（金）

豊島区在住の強豪プロ棋士による将棋入門
講座です。駒の並べ方から対局を楽しむこ
とまでを学びます。

講師

エリアガイド
ボランティア
養成講座

3/1(木）
申込開始

3/1(木）
申込開始

3/1(木）
申込開始

往復はがきに①講座名 ②〒住所(建物名も明記) ③氏名(ふりがな) ④年齢 ⑤性別 ⑥電話番号を明記(在勤・在学の方は勤務先・学校名、所在地、電話
番号も記入)の上、雑司が谷地域文化創造館まで郵送。なお同館窓口で直接、返信用はがきを添えて申込も可。が谷地域文化創造館まで郵送。なお同館窓口で直接、返信用はがきを添えて申込

第101回
南大塚ホール落語会
第101回
南大塚ホール落語会
第101回
南大塚ホール落語会

【出演】 落語：昔昔亭桃太郎、柳家さん枝、柳家小はぜ、柳亭市若
　　　 漫談：ぴろき
【定員】 250名
【料金】 全席自由　一般（前売り）　1,800円
　　　　　　　　 一般（ 当 日 ）　2,000円
　　　　　　　　 　 友の会　  1,500円

5/17木 18：30開演(17：30開場) 
南大塚ホール

【出演】 入船亭小辰、
　　　 合唱団「大塚」・とげぬき地蔵通り合唱団、
　　　 すがも児童合唱団

4/7土 14：00開演(13：30開場) 
巣鴨地域文化創造館 多目的ホール
4/4/44/444 7777777

リニューアルオープンセレモニー＆
コンサート
リニューアルオープンセレモニー＆
コンサート
リニューアルオープンセレモニー＆
コンサート

友の会発売日
3/1（木）
一般発売日
3/3（土）

日程 曜日/回数/時間 内 容

雑司が谷地域文化創造館 パソコン講座


