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中央区民カレッジ講座案内　2019年度　後期分

　　　　　「中央区とコーヒーの話」となれば明治時代に遡るほ
ど、中央区はコーヒーとの関わりが深いと言えます。チェーン店
が多い昨今において、「純喫茶」として魅力あるコーヒーの味・
香りを届けているお店があります。地域に溶け込み、地元の方に
愛されている喫茶店を経営されていらっしゃる店主の方のお話を
聞きながら、ほっとする時間を過ごすのはいかがでしょうか？
　「さくらい」には大相撲９月場所の「触れ太鼓」が来店する予
定です。大相撲の初日の好取組の力士名など、「呼び出し」が独
特の節回しで呼び出します。あわせてお楽しみください。

　「託児付講座」を用意しています。
　原則2歳6カ月以上の未就学児をお預かりしますので、子育て中の親御さんのご
参加をお待ちしています。
　なお、お子様連れでの受講はできませんので、ご了承ください。

マー ク の ご 案 内

区 企 講民 画 座
　中央区民カレッジ生涯学習サポーター養成コースを修了したボランティアで構成される、「中央区生
涯学習コーディネーターの会」による区民企画講座です。
　この講座は、申し込み多数の場合、区内在住者が優先されます。

講座番号 �区民①
時　間：午後1時30分～3時
場　所：第1回　「さくらい」
　　　　第2回　「花梨」
回　数：2回
受講料：400円
コーヒー代：980円（2回分）

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 9/ 7（土） 喫茶　　さくらい 桜井　茂安

第2回 9/14（土） 喫茶　　花梨 高橋　龍夫

　「花梨」店主。新川地区から人形町に転居された1997
年（平成９年）、宮内庁御用達の珈琲店に勤務していた長
女が自宅に喫茶店を開店。長女が結婚後、現マスター夫
妻が店を受け継いで現在に至る。店内はミャンマーのチー
ク材などを使用したり仕切りを設置したりするなど落ち
着いた雰囲気を醸し出している。

　「さくらい」店主。先代桜井きみ氏が1945年(昭和20年)
に開店。現マスターはきみ氏の長女:美晴氏と結婚後、
1970年(昭和45年)から共に店を繁盛に導き、1990
年（平成2年）からマスターに。自家焙煎の香り高いま
ろやかなコーヒーが人気。兜町の入口にあり、多くの証
券会社の栄枯盛衰を見てきている。

桜井　茂安（さくらい　しげやす）

高橋　龍夫（たかはし　たつお）

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

講　師　紹　介
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　　「さくらい」　日本橋小網町6-8
　　「花梨」　　 日本橋人形町1-10-4

区民企画講座①

◆町のすてきな喫茶店
定員20名
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区民企画講座②

◆「鳥とことわざ」〜ことわざ、俳句、和歌、江戸川柳に詠まれた鳥たち〜

定員30名
託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

講座番号 �区民②
時　間：午後2時～3時30分
場　所：築地社会教育会館
回　数：1回
受講料：200円

　　　　　物理学者の講師が、ことわざに興味を持ち、楽しんで
みて、発見したことは？・・・
　『鳥は私たちにとって、身近な存在です。私たちの先祖は、鳥
を①食材として見る、②愛玩の対象と見る、③季節を詠む素材と
して見る、④優れた飛翔能力を持つ生物と見るなど、さまざまな
見方をしてきました。ことわざ、和歌、俳句、川柳などに詠み込
まれた鳥の句を集めてみると、その句からは、季節を楽しむ江
戸の食文化と庶民の遊びこころが見えてきます。』
　さまざまな句に詠まれた鳥を紹介しながら、日本人が鳥という
自然の景物をつぶさに観察してきた実例を紹介し、楽しく語りま
す。句の中には、思わず、ふっと笑ってしまうものもあり、文化、
古典に興味ある方にも、動物に興味ある方にも、お勧めの講座です。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容

第1回 10/5（土） ことわざ、俳句、江戸川柳などから読み解く
〜日本人と鳥の関係〜

講　師　紹　介

　学校法人関東学院常務理事。1943年、横
浜生まれ。横浜国立大学大学院修士課程修了
後、同大学に助手として就職。物理学の分野で
理学博士（京都大学）、および国家博士（フラ
ンス）。2004年、横浜国立大学理事・副学長。
2009年4月、横浜国立大学名誉教授。同時
に放送大学神奈川学習センター所長に就任。
2012年より現職。最近は、ことわざにも興
味を持ち、日本ことわざ文化学会理事も務める。

渡辺　慎介（わたなべ　しんすけ）

区民企画講座③

◆誰も知らない国連の仕事　国際麻薬規制100年
　〜人を壊す麻薬、人を救う麻薬〜

定員40名

講座番号 �区民③
時　間：午後7時～8時30分
場　所：築地社会教育会館
回　数：1回
受講料：200円

　　　　　世界ではもちろん、日本でも大きな問題でありながら、
詳細を知ることがない麻薬について、どんな薬物が乱用され、ど
こで作られているのか、1900年初頭から、100年の時を超え
て進化した国際麻薬規制、組織犯罪への対処の実際など、国連で
長い間、麻薬などの国際規制に関わってきた講師の貴重な講話を
お届けします。「乱用防止の為の教育と啓発」を含む国際麻薬規
制のさまざまな側面、「麻薬合法化論」や「危険ドラッグ」な
どについて、日本がこれから直面するだろう問題についてもお
話しいただきます。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容

第1回 10/11（金） 誰も知らない国連の仕事
〜国際麻薬規制100年〜

講　師　紹　介

　麻薬・覚せい剤乱用防止センター（DAPC）
理事。1980年国連に採用。ウィーンに通
算25年余り、その間バンコクに5年ほど赴
任。国際麻薬統制委員会（INCB）事務局次
長、国連麻薬・犯罪事務所（UNODC）東ア
ジア・太平洋地域センター代表、UNODC事
務局長特別顧問などを歴任。帰国後も要職を
経て現職。ほか、アジアケシ転作支援機構理
事、エバーラスティングネイチャー副代表理
事、イースタンネットワーク・オフィスフジ
ノ代表など。

藤野　彰（ふじの　あきら）
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区民企画講座④

◆中央区の音　三味線〜その魅力に親しむ〜

定員45名 託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

講座番号 �区民④
時　間：午後2時～3時30分
場　所：築地社会教育会館
回　数：2回
受講料：400円

　　　　　歌舞伎の舞台できくことが多いその音色は、昔は中央
区の路地からもよくきこえていました。
　三味線の音について、その歴史や、どのように音を出すのか、
どのように弾いているのかなど、邦楽に興味のある方にも、親し
みのない方にも、知って、聴いて、楽しんでいただくことを目指
します。
　古典芸能としての邦楽を、様々な日本の伝統文化同様、現代
に生きていることを、古典＆創作の作品などを通して、実際の
演奏からもご堪能ください。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容
第1回 10/19（土） 歌舞伎音楽のいろは

第2回 10/20（日） 古典　江戸長唄から現代邦楽へ

講　師　紹　介

　作曲・三味線演奏家。月島在住。1983年、
三味線演奏家の父	杵屋	五司郎と母	日吉	静
永の長男として東京で生まれる。1991年：
尚美学園子供音楽科にて学び、同学園内作曲
コンクールにて最優秀賞受賞。2006年：国
立東京藝術大学(音楽学部邦楽科長唄三味線
専攻)卒業。TVドラマ「タイガー＆ドラゴン」
の音楽収録や、周防正行監督作品「舞妓はレ
ディ」の音楽制作、邦楽作曲、レコーディン
グなどメディア関係の活動にも多く参加する
ほか、2017年World	Baseball	Classics
開幕式での音楽制作、演奏に関わるなど、国
内外でのコンサート活動にも多数出演。

簑田　弘大（みのだ　こうだい）

区民企画講座⑤

◆長くお住まいの方に聞く
　語り継ぎたい町の記憶　月島

定員20名

講座番号 �区民⑤
時　間：午後2時～4時
場　所：月島社会教育会館
回　数：2回
受講料：400円

　　　　　時代により町は変りゆくもの。築島127年の水のま
ち月島。川や運河に囲まれ、渡船で行き交う町の記憶を、月島に
長くお住まいの方々にお聞きします。月島らしい生活の営みや文
化の、戦前から現代までの記憶を、「オーラルヒストリー（市井
の人々の口伝に基づく生活史）」という手法で切り取り、町歩き
をしながらご案内します。
　分かち合い助け合って生きた月島の息遣いに触れてみませんか。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第１回 11/27（水） ビデオと回顧談
≪月島住民の方々≫

宮本邦夫、松原美枝子、
黒野紀代美

第２回 12/ 5（木） 町歩きスポット紹介
≪月島住民の方々≫

黒野富太郎、寺本正美、
村田八郎
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区民企画講座⑥

◆舞台化粧
　〜「歌舞伎」から「宝塚」まで〜

定員60名

講座番号 �区民⑥
時　間：午後７時～８時30分
場　所：築地社会教育会館
回　数：2回
受講料：400円

　　　　　日本の舞台芸術で対局にある「歌舞伎」「宝塚」の、
貴重な表現方法の一つである「舞台化粧」について、その伝統
や化粧品の変遷、役柄の表現方法や、特徴ある役者さんの化粧法 
などをメインに、その努力や舞台裏のエピソードなどを伺う講座
です。１回目の「歌舞伎」では九世澤村宗十郎丈愛用の化粧道具
を拝見しながらのお話や、歌舞伎で使う「紅」を現代のメイクに
生かす実演もして頂きます。２回目の「宝塚」では、元宝塚男役
と娘役、お二人をお招きして、宝塚の舞台化粧のお話の他に、男
役・娘役のお化粧を実演して頂き、その対比で化粧技法の妙を実
感してみましょう。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第１回 12/10（火） 歌舞伎 島田　史子

第２回 12/12（木） 宝塚 石黒　佳菜子
ゲスト・元娘役さん

講　師　紹　介

　元宝塚男役：香翔（かしょう）なおと。
　６歳よりクラッシックバレエを習いカナダにバレエ留
学。2001年、宝塚音楽学校に入学。「コト優秀賞・奨励賞」
を受賞。2003年、宝塚歌劇団入団。月組「花の宝塚風土記・
シニョールドンファン」で初舞台。その後宙組に配属、「レッ
スン奨励賞」を受賞、数々の作品に出演後、2009年「薔
薇に降る雨・アムールそれは」で退団。現在ヨガ、ピラティ
ス、バレトン、未来の宝塚ジェンヌにバレエの指導。

　歌舞伎役者、九世澤村宗十郎の番頭を23年間務める。そ
の経験から歌舞伎の知識が非常に深く、多くの歌舞伎役者
との親交も深い。現在は、和粋伝承人として、歌舞伎、和
文化や着物の粋な楽しみ方を伝えると共に、「和粋會」「澤
村宗十郎から学ぶ粋生き講座」の開催など、活躍の場をさ
らに広げている。伝統和文化マナーマイスター協会教授、
日本フェイシャルスタイリスト協会副理事、一般財団法人
内面美容医療財団監事などを歴任。

石黒　佳菜子（いしぐろ　かなこ）島田　史子（しまだ　ちかこ）


