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中央区民カレッジ講座案内　2022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40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 5/18（水） 疲れをためない習慣づくり〜ストレッチとは何か理解しよう〜 佐藤　基之

第2回 5/25（水） イタリア絵画の人間愛（中世・ルネサンス・近世から） 末吉　雄二

第3回 6/ 8（水） 西洋音楽ことはじめ
〜明治7年創業　銀座十字屋の歴史秘話〜�ハープのミニ演奏会

中村　千恵子
高山　聖子（ハープ奏者）

第4回 6/15（水） 鞆の浦と坂本龍馬 大西　公孝

第5回 6/29（水） 落語の実演と講演 立川　生志

講　師　紹　介

　介護予防運動指導員、フィジカルトレーナー。THE 
SALON日本橋室町代表。ブラジルサンパウロ州アルタ・
アララクアレンセ体育大学卒業。子ども、アスリート、介
護と幅広く指導。地方自治体や指導者向け講師、健康講演
活動を精力的に行う。2014 年～19年青山学院大学陸上
競技部（長距離ブロック）のチーフトレーナー歴任。現在、
実業団陸上部にて活動中。著書に、『一流ランナーは必ず
やっている! 最高のランニングケア』（カンゼン）ほか多数。

佐藤　基之（さとう　もとゆき）

　慶應義塾大学名誉教授、1942年東京生まれ。1972
年慶應大学文学研究科博士課程修了後文学部助手、
1976～78年フィレンツェ大学に留学、その後慶應義
塾大学文学部教授。文化学院美術科、昭和女子大学オー
プンカレッジ、朝日カルチャーセンターなどの講師を務
めた。著書に『マティス』（共著・小学館）、『地中海世界
と宗教』（共著・慶應義塾出版会）など、訳書に『ペルセ
ウスとメドゥーサ』（共訳・ありな書房）、『世界美術大辞
典全6巻』（共訳・共同編集・小学館）、『セガンティーニ』

（西村書店）などがある。

末吉　雄二（すえよし　ゆうじ）

　明治7年創業の株式会社銀座十字屋会長。文化人・著
名人をお招きしてのトークと音楽の融合イベントや、ク
ラシックを身近にお届けするコンサートなど、数多くの
音楽イベントの企画運営に30年以上携わる。現在は、銀
座十字屋のロゴのデザインにも用いられているハープの
普及に務めている。パリ在住のフリーアナウンサー・中
村江里子の母。

中村　千恵子（なかむら　ちえこ）　日本遺産認定（2018年5月）福山市公認ボランティア。
坂本龍馬ボランティア歴12年。ひろしま観光大使。鞆龍
馬おもてなし隊長。鞆の浦にいらっしゃったお客様に龍
馬の隠れ部屋（枡屋清右衛門宅）でいろは丸事件などを
お話ししている。新聞掲載63回（読売・朝日・毎日・産経・
山陽・中国・京都・聖教新聞、日刊スポーツ、ディリ―スポー
ツ、日刊ゲンダイ、トラベルニュースなど）。ラジオ出演
4回（福山2回、岡山、京都）。雑誌、小説掲載5回。テ
レビ出演20回（NHK、毎日、読売、朝日、フジ、テレ
ビ東京、BS日テレ、BSフジなど）。

大西　公孝（おおにし　ともたか）

　落語家。1988年立川談志に入門、立川笑志と名づけられる。1997年二ツ目昇進。2008年4月真打に昇進し、笑
志から生志に改名。「にっかん飛切落語会」で努力賞、奨励賞、優秀賞を総なめにするなど、実力は折り紙つき。現代感
覚に富み、人物の洞察力も鋭い。落語の世界を鮮やかに描いて滑稽ばなしから人情ばなしまで幅広くこなす。

立川　生志（たてかわ　しょうし）

託児付
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中央区民カレッジ講座案内　2022年度　前期分

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/26（木） 長寿時代、あなたはどう生きる 袖井　孝子

第2回 6/ 9（木） ICTで広がる世界 つなげるサポーター・
チームICT

第3回 6/23（木） ジェンダー平等を考える 小平　陽一

第4回 7/ 7（木） 上手に使おう介護保険 角田　とよ子

第5回 7/21（木） 長寿時代の生活設計 谷口　佳充

講　師　紹　介

　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）などがある。

袖井　孝子（そでい　たかこ）

　「なかの生涯学習大学」で学ぶ受講生のオンライン受講
をサポートするとともに、受講生のICT活用をサポート
することで、仲間づくりを応援するために集まった自主
活動グループ。「なかの生涯学習大学」とは、受講生であ
る区民が自身の豊かな経験を活かして、仲間づくりや地
域・社会活動をスタートできるよう、現代社会の課題や
地域の現状などを学習する場である。

つなげるサポーター・チームICT

　株式会社wiwiwキャリアと介護の両立相談室長。お茶
の水女子大学卒業。高校教員などを経て2004年より社
会福祉法人浴風会に勤務。介護支え合い電話相談室長と
して4万5千人以上の介護家族に寄り添う。2016年よ
り現職。仕事と介護の両立支援セミナー講師や個別相談
を担当。著書に『認知症介護と仕事の両立ハンドブック』

（経団連出版）などがある。

角田　とよ子（つのだ　とよこ）

　元高校家庭科教師。化学教師の後、女子大にて家庭科
教育を学び家庭科に転科。退職後、立教セカンドステー
ジ大学、立教大学大学院にて学ぶ。懸賞レポート『僕が
家庭科教師になった訳』が日本女性学習財団大賞受賞。
著書に『僕が家庭科教師になったわけ』（太郎次郎社エ
ディタス）などがある。シニア社会学会員。さやま市民
大学で講座を担当。飯能市男女共同参画審議会委員・会
長（2014～20年）。

小平　陽一（こだいら　よういち）

　　　　　平均寿命が男女とも80歳を超え、女性は90歳に
近づきつつあります。長い間、不老長寿は人類の夢でした。し
かし、それが現実のものとなった今日、必ずしも長寿を喜べな
いような社会になってしまいました。新型コロナウイルス感染
症の感染拡大、気候変動、経済不況など、将来不安が増してい
ます。
　厳しい現状を踏まえ、それでもなお長寿を喜べる社会を実現
するためには何が必要かを考えたいと思います。

主　題

　三井住友信託銀行　人生100年応援部長。年金、遺言、不動産、保険、投資一任、金銭信託などでの信託商品開発を歴任。
2019年から現職。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」「安心サポート信託」、死後の葬
儀やデジタルを含めた遺品整理などをご提供する「おひとりさま信託」、ペットを家族と同様に遺言の対象とする「ペッ
トのための遺言」サービス、住宅ローン顧客向け無料遺言預かりサービス「ハウジングウィル」をリリース。

谷口　佳充（たにぐち　よしみつ）

きほんの講座　①－2

◆超高齢社会を生き抜く知恵
　～長寿時代を安心して暮らす～

定員25名

講座番号　①－2
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

託児付
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中央区民カレッジ講座案内　2022年度　前期分

きほんの講座　①－3

◆中央区老舗ものがたり<銀座編>
定員20名

　　　　　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銀座の「老
舗」物語です。講演、また聞き手との対談、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

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

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名 聞き手

第1回 5/19（木） 老舗のおはなし〜MATSUZAKI�SHOTEN〜 松﨑　宗平

樋口　純一
第2回 5/26（木） 老舗のおはなし〜空也〜 山口　彦之

第3回 6/ 2（木） 老舗のおはなし〜木挽町よしや〜 斉藤　大地

第4回 6/ 9（木） 老舗めぐり

　（株）松崎商店代表取締役。1978年中央区銀座生まれ。
大学卒業後、グラフィックおよびWEB デザインを行な
うIT企業での勤務を経て、2007年に（株）松崎商店へ
入社。2018年より現職。
　1804年に芝で創業し、1865年に銀座へ移転した銀座
松﨑煎餅は、200年以上続く老舗の伝統を大切にしながら、
コラボレーションせんべいや、カフェ形態の路面店など、
時代の変化に合わせた新しい事業を展開。2021年夏には、
本店を東銀座へ移転し、屋号をMATSUZAKI SHOTEN
に変更。今なおブランドの再構築と向かい合っています。

　木挽町よしや　三代目。中央区生まれ。地元銀座の小
中学校を卒業後、日本文化に興味を抱き、その魅力を広
めるために芸能活動をはじめ、堀越学園へ進学する。現
在は、歌舞伎座路地裏に佇む100年の歴史がある老舗和
菓子店「木挽町よしや」の三代目として、先代の味と技
術を守り伝えている。また同時に、コロナによる苦境を
街の絆で乗り越えようと、老舗商店などが物々交換を繰
り返しながら街の魅力を発信する「銀座もの繋ぎプロジェ
クト」を発案。2020年4月から始めた本企画は4ヶ月
で100商店以上の参加を迎え、銀座の老舗商店から大手
企業、ホテル、個人デザイナーまで、さまざまな業種へ
と絆の輪が広がっている。

斉藤　大地（さいとう　だいち）

　（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）

　（有）空也代表取締役。1979年生まれ。慶應義塾大学
で美術史を学ぶ。卒業後は（株）ダイエーでの勤務を経
て、2006年に空也へ入社。餡の製造を徹底的に修行。
2011年に空也の延長となる自身初のブランド「空いろ」
を立ち上げる。ル・コルドン・ブルー東京校で和菓子の
講師を務めるなど、幅広く和菓子の普及に努めている。
　空也は、明治17年に上野池之端に創業し、130年を
迎える老舗和菓子店。名物の空也もなかは多くのお客様
に愛されてきました。屋号は、初代古市阿行氏が関東空
也衆の一人であったことに因んでいます。

山口　彦之（やまぐち　ひこゆき）松﨑　宗平（まつざき　そうへい）

講　師　紹　介

6/9を除く

託児付
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中央区民カレッジ講座案内　2022年度　前期分

　　　　　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日本橋
の「老舗」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

きほんの講座　①－4

◆中央区老舗ものがたり<日本橋編>
講座番号　①－4

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

定員20名

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名 聞き手
第1回 6/23（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 6/30（木） 老舗のおはなし　〜梨園染　戸田屋商店〜 小林　拓也
第3回 7/ 7（木） 老舗のおはなし　〜江戸刷毛　江戸屋〜 濵田　捷利
第4回 7/14（木） 老舗のおはなし　〜鰹節�にんべん〜 髙津��伊兵衛
第5回 7/21（木） 老舗めぐり

　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。

　（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。

濵田　捷利（はまだ　かつとし）

　（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、1996年（株）にんべんへ入社。2009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。

髙津　伊兵衛（たかつ　いへえ）

　（株）戸田屋商店　七代目。1992年東京都生まれ。
立教大学経営学部卒業後、毎日新聞社での勤務を経て、
2019年10月に戸田屋商店へ入社。2020年のコロナ
禍においては、母校である日本橋小学校を含む地域の小
学校に手ぬぐいマスクを配布するなど、次代の老舗を担
う者として地域に何ができるかを考え続けている。
　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。

小林　拓也（こばやし　たくや）寳井　英晴 （たからい　ひではる）

講　師　紹　介

　（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）

7/21を除く

託児付
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中央区民カレッジ講座案内　2022年度　前期分

　　　　　豊かな社会のなかで100歳まで生きることが当たり前と
なった時代に、このままで生涯安心して過ごせるのかという不安をお
持ちの勤労者は多いと思います。
　この講座では、制度や社会の現状を正確に知ることで、漠然とした
不安を取り除くとともに、自分の課題に気付くことを目指します。そ
して、将来の生活に向けて、「貯める、備える、増やす」の面から、今
から無理なく計画的に経済的準備に取り組むきっかけといたします。

講座番号　①－5
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 5/30（月）「人生100年を安心して暮らすためのお金の計画」�
〜社会保障制度の行方と長寿時代の生活設計〜

特定非営利活動法人
金融と証券を
学習する会

第2回 6/13（月）「知っていそうで知らない保険の基礎知識」�
〜ライフステージに合わせた保険の利用方法〜

第3回 6/27（月）「お金をつくる方策と家計管理」�
〜支出管理と貯金の方法、増やす方法〜

第4回 7/18（月）「市民が行う無理のない資産形成の方法とは」�
〜税制優遇制度を利用したつみたて投資のしくみ〜

第5回 7/25（月）
パネルディスカッション�
「自助努力の時代を迎えるに当たって」�
〜自分に合ったお金づくりの方法を見つけよう〜

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、大学などの教育機関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
　～人生100年！安心して過ごすための生活設計～

定員24名

託児付
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中央区民カレッジ講座案内　2022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
※この講座は、はじ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　①－6

◆笑いの伝統芸能～「狂言」を楽しもう～

主　題

定員30名

8/25を除く

託児付

講座番号　①－6
時　間：午後2時〜4時
　※第４回は午後３時開演
場　所：築地社会教育会館ほか
　※ 第４回は宝生能楽堂に現地集合・解

散
回　数：4回
受講料：1,200円
観劇料：4,500円

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 6/ 9（木） 狂言とは〜その歴史と特徴〜
石田　幸雄

第2回 6/23（木） 狂言の謡と所作〜小舞を題材に〜

第3回 7/14（木） 狂言とは〜実演をまじえて〜 石田　幸雄、飯田　豪

第4回 8/25（木） 公演鑑賞「第99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。既に大曲の『三番叟』『釣狐』

『花子』を披く。野村万作・萬斎らとともに国内外を問わ
ず精力的に活動、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。1989年生まれ。野村万作（人間国宝）に師事。
日本大学芸術学部卒業。能楽協会会員。万作一門の若手
研鑽会『狂言このあたり乃会』同人。既に『奈須与市語』『三
番叟』を披く。

飯田　豪（いいだ　ごう）

会　場　図（第4回のみ）

文京区本郷1－5－9石田　幸雄（撮影：政川　慎治）
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