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中央区民カレッジ講座案内　2020年度　前期分

ま び コ スな の ー
きほんの講座　①－1

◆カレッジデビュー講座
定員60名

講座番号　①－1
時　間：午後2時〜4時
場　所：築地社会教育会館
回　数：5回
受講料：1,500円

　　　　　まなびのコース1年生向けのおすすめ講座です。文化・
芸術・歴史など……中央区民カレッジに登壇し、それぞれの分野
で活躍する講師を中心にオムニバス形式でお届けします。これま
で苦手意識を持っていたり、触れるチャンスのなかった分野に接
する良い機会です。ご自身の新たな一面を発見してみませんか？

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名
第1回 5/25（月） おとなの学びとは？　地域デビューはじめの一歩 松本　すみ子
第2回 6/ 1（月） 歴史を学ぶ楽しみ　江戸を知る〜地域を知る 菅野　俊輔
第3回 6/22（月） お花で始める自立 吉野　直樹
第4回 7/13（月） 音楽史を彩る女性たち 萩谷　由喜子

第5回 7/20（月） クラシック音楽　レクチャーコンサート
J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータより　パルティータ第2番ほか

萩谷　由喜子
瀬﨑　明日香

講　師　紹　介

　有限会社アリア代表取締役、「NPO法人シニアワーク
スRyoma21」理事長。キャリアコンサルタント、産業
カウンセラー、シニアライフアドバイザー。早稲田大学
卒業。IT関連企業に勤務後、2000年に「有限会社アリ
ア」設立。以後、企業、自治体、メディアなどでシニア
世代の動向研究とライフスタイル提案、執筆活動を行い、
アクティブシニアの活動やシニア市場などの情報を発信
している。主な著書に『定年後も働きたい。人生100年
時代の仕事の考え方と見つけ方』（ディスカヴァー・トゥ
エンティワン）、『地域デビュー指南術〜再び輝く団塊シ
ニア〜』（東京法令出版）など多数。

　フラワーアレンジメントデザイナー。NPO法人　カー
ムフラワーデザインアソシエイションを設立。一般の方
はもとより障害をもつ方や老人介護施設内の方などに向
けて、やりがい、生きがいの創設を目標に精力的に活動
している。中央区民カレッジシニアコース卒業生のお花
のサークルにも講師として呼ばれ、楽しむ事、続ける事
の喜びを向上心とともに育んでいる。

松本　すみ子（まつもと　すみこ）

吉野　直樹（よしの　なおき）

　江戸文化研究家・古文書講座講師。1972年早稲田大
学政経学部卒業。小津文化教室をはじめ、早稲田大学エ
クステンションセンター八丁堀校、毎日文化センター、
読売・日本テレビ文化センターなどで講師を務めながら、
講演・著述・テレビ出演など幅広く活動中。主な著書に『江
戸っ子が惚れた忠臣蔵』（小学館）、『江戸・戦国のくずし
字古文書入門』（扶桑社新書）、『書いておぼえる江戸のく
ずし字いろは入門』（柏書房）など多数。

菅野　俊輔（かんの　しゅんすけ）

　音楽評論家。東京生まれ。日舞、邦楽とピアノを学び、
立教大学卒業後音楽教室を主宰する傍ら音楽評論を志鳥
栄八郎氏に師事。専門分野は女性音楽史、日本のクラシッ
ク音楽受容史。現在『音楽の友』『モストリークラシック』
『日本経済新聞』などに執筆。NHKラジオ深夜便に随時
出演。各地でクラシック音楽講座の講師を務める。主な
著書に『クラシックの作曲家たち』『クラシックのピアニ
ストたち』『クララ・シューマン』(以上ヤマハミュージッ
クメディア)、『五線譜の薔薇』『音楽史を彩る女性たち』『幸
田姉妹』『田中希代子』（以上ショパン）『諏訪根自子〜美
貌のヴァイオリニストその劇的生涯』（アルファベータ）。
『宮沢賢治の聴いたクラシック』(小学館)、『「蝶々夫人」
と日露戦争』（中央公論新社）。

萩谷　由喜子（はぎや　ゆきこ）

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

　ヴァイオリン奏者。東京藝術大学附属音楽高等学校を経て同大学を首席卒業。パリ国立高等音楽院大学院修了。文化庁
派遣芸術家在外研修員として、R.パスキエ、J.J.カントロフ、C.イヴァルディ各氏のもとで研鑽を積む。宝塚ベガ音楽コ
ンクール第1位、第64回日本音楽コンクール第1位。フォーバルスカラシップ・ストラディヴァリウスコンクール優勝
など受賞多数。現在、意欲的にソロ、室内楽、オーケストラとの共演などで活動を展開している。また、スペシャルオリンピッ
クスの「コバケンとその仲間達オーケストラ」のコンサートミストレスを務める（活動がドキュメンタリー映画“天心の
譜”として公開される）ほか、チャリティー、アウトリーチ活動も積極的に行っている。

瀬﨑　明日香（せざき　あすか）
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中央区民カレッジ講座案内　2020年度　前期分

　　　　　読むとき、話すときに「内容が伝わらない思いが伝
わらない」と悩んだことはありませんか？読むことも話すこと
も、音声表現です。「作家の文章で登場人物の心情を伝える読
み方・自分の言葉で自分の思いを伝える話し方」いずれもその
手法技術に大きな違いはありません。この講座では、まず基礎
である声を知り、その上で、内容や気持を生き生きと伝える方
法を、実践を通して学習します。これは、日常生活にも応用が
可能です。それぞれの個性ある声と、培ってきた人間性を活かした、表現への道筋を知ることを目指します。

※�この講座は生涯学習サポーター養成コース「地域活動をはじめよう！世代間交流・子育て応援」の受講生
が優先されます。
※過去に受講された方は申し込めません。（生涯学習サポーター養成コース生は除く）

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/19（火） はじめに・「読む、話す」ための声

林　理絵子

第2回 6/ 2（火）「内容」を伝える

第3回 6/16（火）「思い」を伝える1

第4回 6/23（火）「思い」を伝える2

第5回 6/30（火） まとめ・「思い」を伝える3

　語り演者、音訳者。NHK日本語センターで朗読を、放送表現センターでドラマティックリーディングを学び、語りで

鎌田弥恵氏に師事。ラジオ朗読番組、朗読トレーニングCDなどに出演。音訳者として、小説、エッセイ、週刊誌等、多

数朗読。語り演者として、言音座・座パウゼ・語り工房「鎌田組」公演などに出演。

林　理絵子（はやし　りえこ）

講　師　紹　介

きほんの講座　①－2

◆思いを伝える読み方、話し方
　（生涯学習基礎講座）

定員20名
託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

講座番号　①－2
時　間：午前10時〜正午
場　所：築地社会教育会館
回　数：5回
受講料：1,500円
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中央区民カレッジ講座案内　2020年度　前期分

【壱万円紙幣刷新記念講座】

◆福澤諭吉と渋沢栄一が目指した近代日本の企業経営
　  ～株式会社と証券市場が生み出した「公共の利益」～

　　　　　中央区は日本で最も老舗企業の多い町であり、近代
日本経済の発展は当区の企業経営史を抜いて語ることはできま
せん。
　2021年のNHK大河ドラマ「青天を衝け」の主人公に選ばれ
ました渋沢栄一は、福澤諭吉に替わる新壱万円紙幣の肖像とし
ても選ばれましたが、二人とも、中央区内で日本近代経済の発
展に貢献した同年代の賢人です。
　この講座では、福澤と渋沢が活躍する前の江戸の商工業のあ
り方から始め、彼らが見聞した西洋文化から生み出した新たな日本経済社会の理想像をつかみます。そして福
澤から渋沢に引き継がれた「尚商立国論」の概要と、その理想を現実のものとした渋沢の取り組みについて事
例を挙げて解説します。最終回には、渋沢にゆかりの深い施設を実際に訪れてみましょう。
参考図書：『日本経済の心臓　証券市場誕生！』（集英社）

主　題 講座番号　①－3
時　間：午後1時〜2時30分
場　所：築地社会教育会館
　※第4回は現地集合・解散です。
回　数：4回
受講料：1,200円

きほんの講座　①－3 定員60名

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/20（水） 株式会社制度の歴史的発展と日本近代資本主義〜福澤諭吉と渋沢栄一の連係プレー〜
石田　慈宏

第2回 5/27（水） 我が国の株式会社制度の発展と証券市場誕生！〜渋沢栄一の教えと財閥制度〜

第3回 6/ 3（水） 明治維新とフロンティア・スピリット〜福澤諭吉と渋沢栄一が残した「起業家精神」〜 森元　憲介
第4回 6/10（水）（歴史散歩）兜町を歩く〜変わりゆく日本橋〜

講　師　紹　介

　東京証券取引所と大阪証券取引所が2013年に経営統合して誕生した日本取引所グループ（JPX）は、資本市場の利用
者がいつでも安心して有価証券の取引ができるよう、取引所金融商品市場の開設・運営および金融教育に係る事業を行って
います。

日本取引所グループ（JPX）とは

6/10を除く

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

　東京証券取引所（兼）大阪取引所金融リテラシーサポート
部課長、東京証券取引所主宰「JPXアカデミー」講師、ラジ
オNIKKEI新規ビジネスグループマネージャー。中央大学法
学部卒業。都市銀行や金融ジャーナリストを経て、2002年
から証券市場の企画・運営業務に従事。新興市場やデリバティ
ブ、FXなど多くの金融商品の企画立案に携わる。ラジオ局
のセミナー・イベントなどプロデュースも兼務。共著に『ファ
ンドマネジメントの新しい展開』（東京書籍）、『アジア証券市
場とグローバル金融危機』（金融財政事情研究会）、『起業に向
けての「心」「技」「体」―イノベーティブな生き方へのステッ
プ』（泉文堂）など。

森元　憲介（もりもと　けんすけ）

　東京証券取引所（兼）大阪取引所金融リテラシーサポー
ト部課長、日本取引所グループ広報・IR部課長、横浜国立
大学講師。金沢大学経済学部卒業後、住友銀行（現三井住
友銀行）へ入行。1990年東京証券取引所に入所し、売買・
決済・業務系などの各システムの開発を担当する。一橋大
学大学院国際企業戦略研究科金融戦略・財務会計コースで
MBA	in	Finance学位取得後、2016年に金融リテラシー
サポート部に配属。投資家のすそ野拡大イベントを担当す
る他、小学生から大学生、社会人への幅広い投資リテラシー
の普及に努めている。共著として『日本経済の心臓　証券
市場誕生！』（集英社）などがある。

石田　慈宏（いしだ　しげひろ）

110314_2020年度前期_CC2014.indd   10 2020/03/06   10:27:12



11

ま
な
び
の
コ
ー
ス
（
き
ほ
ん
の
講
座
）

中央区民カレッジ講座案内　2020年度　前期分

　　　　　1935年の開場から80年以上にわたり育まれてき
た築地市場の文化は、豊洲市場へと受け継がれています。
　日本橋〜芝浦〜築地〜豊洲へと移転してきた市場の歴史と役
割を知り、その中で築き上げた目利き・技術を持つ仲卸人から
魚食文化と現在の市場を学びます。
　市場の歴史と現在を知る講義、旬の魚のさばき方実習、豊洲
市場見学を取り入れた体験型講座です。

※豊洲市場見学では、1時間30分程度徒歩で移動します。
※2019年度に受講された方は申し込めません。

企画・協力：東京魚市場卸協同組合　広報文化委員会

きほんの講座　①－4

◆魚市場セミナー
講座番号　①－4

時　間：午後1時〜3時�
　※�第4回は午前9時〜11時
場　所：築地社会教育会館（第1回）
　※�第2回〜4回は豊洲市場　管理施設
棟に現地集合・解散

回　数：4回
受講料：1,200円
材料費：2,000円
保険料：150円（実習・見学時）

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/21（木） 築地〜豊洲　市場の歴史と役割

東京魚市場卸協同組合
広報文化委員

第2回 6/ 4（木） 実習①　旬の魚の講義と扱い方・さばき方

第3回 6/18（木） 実習②　旬の魚の講義と扱い方・さばき方

第4回 7/ 2（木） 豊洲市場見学・まとめ

定員32名

豊洲市場（提供：東京都中央卸売市場）

水産仲卸売場

青果門

ゆりかもめ
市場前駅

青果門

ガソリン
スタンド

豊洲大橋門

正門（南）

〔交通〕
　■ゆりかもめ「市場前駅」徒歩8分

正門（北）

有明北橋門

青果南門

管理
施設棟

ゆりかもめ
市場前駅

水産仲卸売場棟
（6街区）

水産卸売場棟
（7街区）

青果棟
（5街区）

↑
晴
海
方
面

会　場　図

第2回〜第4回　江東区豊洲6－6－1
管理施設棟　1階調理室
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中央区民カレッジ講座案内　2020年度　前期分

　　　　　医療技術の発達などにより、人生100年が現実的なもの
となりつつある近年、長い人生に備え、お金についての理解を深める
必要があります。この講座は、まず日本の社会保障制度や社会情勢を
知ることによって、自身の生活を守り、より明るく豊かな経済生活の
実現のための課題意識の気づきと課題解決のための学習方法を見つけ
るきっかけとなる講座です。

※どの世代にも共通する内容ですが、特に働き盛り世代に向けた講義内容となっています。

講座番号　①－5
時　間：午後7時〜8時30分
場　所：築地社会教育会館
回　数：5回
受講料：1,500円

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/21（木） 人生100年今からはじめるお金の備え〜長生き時代に向けての家計管理と資産形成〜

特定非営利活動法人
金融と証券を
学習する会

第2回 6/ 4（木） 年金制度のしくみと上手に利用する方法〜年金受給のこれからとあなたに合った選択肢〜

第3回 6/18（木） 確かめてみましょう！自分に合った保険とは〜日本の医療保険経度と公的保険を補完する保険〜

第4回 7/ 2（木） キャッシュレス〜すぐそこにある未来〜キャッシュレス時代を賢く上手に生きるには〜

第5回 7/16（木） 経済を知ってかしこく生きよう〜経済を知るコツとデータの見方、取り方〜

講　師　紹　介

　特定非営利活動法人　金融と証券を学習する会は、広く一般市民を対象として、経済、金融、証券、証券投資に関す

る知識を普及・啓発する活動を行い、社会教育における公益の増進に寄与することを目的として、2016年2月に設立、

2017年7月に東京都の特定非営利活動法人に認証されました。金融機関出身のボランティアによる講師が、中立・公正

な立場から、長年の経験を基に、市民目線に立った“わかりやすさ”を信条に解説・説明を行っています。現在、東京近

郊の公民館での講座開催が活動の中心となっておりますが、一般企業や地方公共団体、大学などへの出前講座も行っています。

特定非営利活動法人　金融と証券を学習する会とは

きほんの講座　①－5

◆おとなのしゃかいか～金融と経済　きほんの話～

定員40名
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中央区民カレッジ講座案内　2020年度　前期分

きほんの講座　①－6

◆超高齢社会を生き抜く知恵
　～あなたを変える！人生を変える！～

定員30名
託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

　　　　　100歳以上人口が7万人を超え、「人生100年時代」も夢
ではなくなりました。とはいえ、実際には、長寿を心から喜べない方
が少なくないようです。今日、年金の受給年齢や医療費の自己負担分
は引き上げられ、介護保険サービスは縮小されようとしています。こ
うした厳しい現実を踏まえて、長くなった人生を健やかに安心して楽
しく暮らせるノウハウを身に付けたいと思います。

企画・協力：シニア社会学会

講座番号　①－6
時　間：午後2時〜4時
場　所：築地社会教育会館
回　数：5回
受講料：1,500円

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/28（木） 長寿時代、あなたはどう生きる 袖井　孝子
第2回 6/11（木） 美味しく食べて健やかに老いる 新原　惠子
第3回 6/25（木） 健康寿命を伸ばそう 谷口　　優
第4回 7/ 9（木） 学ぶことで広がる世界 中村　昌子
第5回 7/16（木） 長寿時代の生活設計 谷口　佳充

　お茶の水女子大学名誉教授、東京家政学院大学客員教
授、一般社団法人シニア社会学会会長、一般社団法人コ
ミュニティネットワーク協会会長、NPO	法人高齢社会を
よくする女性の会副理事長。中央区男女共同参画推進委
員会会長。著書に『変わる家族変わらない絆』『高齢者は
社会的弱者なのか』（以上ミネルヴァ書房）、『女の活路男
の末路』（中央法規）など。

　国立環境研究所。秋田大学大学院医学系研究科修了。
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所研
究員として老年学研究に従事した後、国立環境研究所主
任研究員に就任。東京大学大学院医学系研究科客員研究
員。主な受賞歴、2011年Gerontological	Society	of	
America	Person-in-Training	Award、2016年日本老
年医学会優秀論文賞、2018年日本公衆衛生学会総会優
秀口演賞、長寿科学賞受賞。著書『たった5センチ歩幅
を広げるだけで「元気に長生き」できる！』（サンマーク
出版）。

谷口　優（たにぐち　ゆう）

　シニア社会学会	ライフプロデュース研究会メンバー/
公立小学校	外国語指導員。JALを早期退職。立教セカン
ドステージ大学で学んだ後、立教大学大学院21世紀社会
デザイン研究科修士課程修了し社会デザイン学学位取得。
現在シニア社会学会運営委員、ライフプロデュース研究
会メンバー。市川市公立小学校で英語を教え、地域コミュ
ニティ活動では「地域猫活動団体」を主宰、ペットロス
専門士でもある。

中村　昌子（なかむら　よしこ）

　管理栄養士、早稲田大学スポーツ科学学術院非常勤講
師、女子栄養大学生涯学習講師。女子栄養大学卒業、早
稲田大学大学院スポーツ科学研究科修了。食育や食品学
に関する講師を務め、高齢者の方々には健康セミナーで、
身近で簡単なレシピの紹介や美味しく食べる工夫を提案
しています。

新原　惠子（にいはら　けいこ）袖井　孝子（そでい　たかこ）

講　師　紹　介

　三井住友信託銀行	人生100年応援部長。1988年4月に住友信託銀行（現三井住友信託銀行）入社。個人向け営業に
従事するとともに、専門部署にて年金、遺言、不動産、投信、保険、投資一任など信託業務の開発を担う。2019年は、
認知等判断能力低下への備えをご提供する「人生100年応援信託」、死後の葬儀やペット対応、デジタルを含めた遺品整
理等をご提供する「おひとりさま信託」をリリ－ス。

谷口　佳充（たにぐち　よしみつ）
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中央区民カレッジ講座案内　2020年度　前期分

　（有）日本橋弁松総本店代表取締役。1971年東京都生まれ。1994年日本大学法学部を卒業後、親戚の営む新潟の割
烹旅館に勤務。1997年（有）日本橋弁松総本店入社。半年後、先代急死により現職就任。以降、過労死をかわしつつ、
寿命の限り経営に砕身中。老舗としてのプライドを高める一方で、いかに敷居を低くするかをテーマに日々活動。日本橋
の古絵葉書を収集したり、街案内のガイドをしたりして、日本橋の魅力をゆるく伝えている。

樋口　純一（ひぐち　じゅんいち）

　　　　　新しさと伝統が共存するまち中央区は、江戸時代か
ら商業が繁栄し、文明開化以降は西洋文化受容の中心地として、
経済・文化・情報の面で常に時代の最先端を歩んできました。
　この講座は、中央区の歴史の中で暖簾を守り続けてきた「老
舗」の物語です。講演、そして聞き手との対談、というそれぞ
れの形式で、老舗の創業の歴史や、まちへの思い入れ、ご当主
の人生哲学などをたっぷり語っていただきます。また、一緒に
まちめぐりを楽しみながら、実際に老舗を訪れてみましょう。

企画・協力：日本橋弁松総本店

※初めて受講される方が優先されます。

きほんの講座　①－7

◆中央区老舗ものがたり
講座番号　①－7

時　間：午後2時〜3時30分
　※�第5回は午後1時30分〜3時30分
場　所：築地社会教育会館ほか
　※第5回は現地集合・解散です。
回　数：5回
受講料：1,500円

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名 聞　き　手
第1回 6/ 4（木） 老舗のおはなし〜江戸前鮨�蛇の市本店〜 寳井　英晴

樋口　純一
第2回 6/18（木） 老舗のおはなし〜梨園染�戸田屋商店〜 小林　永治
第3回 6/25（木） 老舗のおはなし〜江戸刷毛　江戸屋〜 濵田　捷利
第4回 7/ 2（木） 老舗のおはなし〜鰹節�にんべん〜 髙津　伊兵衛
第5回 7/ 9（木） 老舗めぐり

講　師　紹　介

定員30名

　蛇の市本店五代目。1971年日本橋生まれ。明治学院大
学を卒業後、蛇の市本店に入社。現在は五代目として店を
切り盛りする一方、日本橋三四四（みよし）会、日本橋日
本酒利き歩きなどのイベントにも積極的に参加している。
　創業明治22年、日本橋に魚河岸があった頃に屋台から
始まった日本橋「蛇の市」は、文豪・志賀直哉が名付け親。
砂糖は使わず酢と塩だけで味を調えた赤酢のシャリで握る
鮨など、洗練された伝統の江戸前鮨を提供し続けています。

　隠居・戸田屋商店五代目。昭和9年（1934年）日本橋
区堀留町生まれ。幼少の頃は奥女中に育てられ、5歳のこ
ろには自然と跡継ぎの自覚を持っていた。久松小学校の
時に戦争で疎開し、中学生の頃日本橋に戻り、高校へ進
学後戸田屋商店に入店、昭和55年から17年ほど代表を
務めた。現在は「裏店の隠居」として店を見守っている。
　戸田屋商店は明治5年に日本橋富沢町に木綿金巾問屋
として開業し、現在は手ぬぐい・ゆかた製造卸。日本の
文化に光る庶民の粋と伝統を守り育ててきたのが当店の
梨園染です。

　（株）江戸屋代表取締役十二代目当主。1943年日本橋
生まれ。1965年に日本大学商学部卒業後、江戸屋へ入
社。現職に加え、東京刷子（ブラシ）工業協同組合理事
長並びに大伝馬町一之部町会長、また日本橋恵比寿講べっ
たら市保存会会長を務めている。
　江戸屋は、江戸幕府8代目将軍吉宗の御世、将軍家お
抱えの刷毛師であった初代利兵衛が屋号を与えられ、享
保3年に江戸刷毛の専門店として開業しました。明治時
代からは、時代の需要に応じてブラシも手がけるなど、
多種多様な用途に合わせた商品作りを心がけています。

　（株）にんべん代表取締役社長。1970年生まれ。青山
学院大学経営学部経営学科卒業後、（株）横浜高島屋での
勤務を経て、平成8年（株）にんべんへ入社。平成21年
に代表取締役に就任し320年続く老舗商店の第十三代の
当主となる。
　元禄12年（1699年）創業のにんべんは、初代髙津
伊兵衛が日本橋で鰹節や塩干の販売を行ったのが始まり
の日本最古の鰹節問屋です。ユネスコ無形文化遺産になっ
た和食文化を支える「だし」をこれからも作り手と共に
守り続けます。

寳井　英晴（たからい　ひではる） 小林　永治（こばやし　えいじ）

濵田　捷利（はまだ　かつとし） 髙津　伊兵衛（たかつ　いへえ）

7/9を除く

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児
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中央区民カレッジ講座案内　2020年度　前期分

　　　　　600年の歴史を持つ、和楽の伝統芸能「狂言」。庶
民の日常を題材に、人間誰しもが身に覚えのありそうな心の動
きを、大らかで素直な笑いとともに表現するのが狂言です。そ
の舞台はとてもシンプル。観る人の想像力に訴えながら、ない
ものをあるかように見せる、遊び心に富んだその技術は「素手
の芸」ともいわれます。
　この講座では、第一線で活躍中の狂言師による演者ならでは
の視点を交えた講義と、小舞や狂言の体験を中心に、能舞台で
の観劇を通して、より気軽にかつ深く、狂言を楽しんでいただ
くことを目指します。
企画・協力：万作の会
※初めて受講される方が優先されます。
※講義内容は前後する場合がありますのでご了承ください。

きほんの講座　①－8

◆笑いの伝統芸能～「狂言」を楽しもう～

講座番号　①－8
時　間：午後2時〜4時
　※第5回は午後6時30分開演
場　所：築地社会教育会館
　※�第5回は宝生能楽堂に現地集合・解

散
回　数：5回
受講料：1,500円
観劇料：4,500円

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 6/11（木） 狂言とは〜その歴史と特徴〜 石田　幸雄

第2回 6/25（木） 狂言の謡と所作〜小舞を題材に〜 石田　幸雄

第3回 7/ 2（木） 狂言とは〜実演をまじえて〜 石田　幸雄
内藤　連

第4回 7/16（木） 狂言の言葉とセリフ〜狂言「しびり」を題材に〜 石田　幸雄

第5回 9/18（金） 公演鑑賞「第91回野村狂言座」 解説付の公演を鑑賞
します

講　師　紹　介

　狂言師。1949年生まれ。野村万作（人間国宝）に師事。
重要無形文化財総合指定者。大曲の『三番叟』『釣狐』『花子』
をすでに初演。野村万作・萬斎らとともに国内外を問わ
ず精力的に活動、狂言の普及に貢献している。2006年
「雙ノ会」で芸術祭大賞、2011年観世寿夫記念法政大学
能楽賞受賞。

石田　幸雄（いしだ　ゆきお）

　狂言師。1986年生まれ。野村万作（人間国宝）に師事。
能楽協会会員。成城大学卒業、在学中は狂言研究会に所属。
国立能楽堂・能楽三役第八期研修修了。既に『奈須与市語』
『三番叟』を披く。各地の狂言ワークショップで講師を勤
めるほか、大学の狂言サークルを指導。野村万作・萬斎
ら「万作の会」の狂言師の一人として活動している。

内藤　連（ないとう　れん）

定員60名

会　場　図（第5回のみ）

文京区本郷1－5－9

9/18を除く

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

石田　幸雄（撮影：政川　慎治）
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