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中央区民カレッジ講座案内　2020年度　後期分

趣味の講座　②－1

◆紙で作るフラワーアクセサリー「パピエル®」
定員20名

講座番号　②－1
時　間：午後6時30分～
　　　　 8時30分
場　所：築地社会教育会館
回　数：4回
受講料：800円
材料費：5,000円
保険料：160円

　　　　　紙を加工して作る新しいフラワーアクセサリー「パピエル®」
を作ります。紙なので軽くて扱いやすく、色もいろいろと選べるので、
自分だけのオリジナルアクセサリー作りを楽しむことができます。

【持ち物】
はさみ、ピンセット、先が細いペンチ（丸・平）、ニッパー

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 9/24（木） 小花のブローチ

第2回 10/ 8（木） ダリアのイヤークリップ

第3回 10/22（木） バラのネックレス

第4回 11/12（木） ガーベラのイヤークリップ

講　師　紹　介

　一般社団法人パピエル協会代表。
2015年紙で作るフラワーアクセサ
リーパピエル ® を考案し、2018年
からスタートした新講座では全国に
160名以上の受講生がいる。女性支
援・講師育成活動など幅広く活動中。

しんぼひろみ

②－1　紙で作るフラワーアクセサリー「パピエル®」 ②－3　誰でも描ける楽描き曼荼羅アート Ⅱ
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中央区民カレッジ講座案内　2020年度　後期分

趣味の講座　②－2

◆プロに学ぶ　築地場外市場へようこそ！
定員16名

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

講座番号　②－2
時　間：午前10時～正午
場　所：築地社会教育会館
回　数：6回
受講料：1,200円
材料費：6,000円
保険料：120円

　　　　　築地場外市場は世界に名だたる観光地であり、「食のプロの
まち」でもあります。中央区民にとっては観光地ではなく、食の知識
を学び、楽しみ、一流の食材や道具を買うことができる、まさに中央
区の台所といえる場所でしょう。自らは店主のウンチクに耳を傾けな
がら買い物を楽しみ、周りの人には「食のまち築地へようこそ！」と
言いたくなる講座です。
※料理教室ではありません。　※試食をします。

【持ち物】エプロン、三角巾、手拭きタオル、筆記用具、砥石（お持ち
でない場合は購入可能です）

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 1/23（土） 基本の楽描き曼荼羅アートをポストカードに描く

第2回 1/30（土） アクリル絵の具でポーチに描く

第3回 2/ 6（土） アクリル絵の具で布バッグに描く

趣味の講座　②－3 定員20名

　　　　　楽描き曼荼羅アートとは、絵心がなくても、センスがなく
ても、誰でも楽に描けるアートです。 円を使った下書きをもとに描く
と、自然とバランスがとれるので、難しい事は考えずに自由に描けば
OK。今回はアクリル絵具を使って、布製品に描きます。講座の後は、
洋服やアクセサリーに応用することもできるようになります。

【持ち物】鉛筆またはシャープペン、消しゴム、定規、お好みの色のペ
ン(ボールペンや細めのマジック)

主　題

講　師　紹　介

　楽描き曼荼羅アーティスト、カラー
セラピスト。楽描き曼荼羅アートの
魅力を伝えるため、無印良品など各
地でワークショップを開催。今まで
に参加した方は400名以上。皆さん
必ず描けています。

林　明日香（はやし　あすか）

◆誰でも描ける楽描き曼荼羅アート Ⅱ
講座番号　②－3

時　間：午前10時～正午
場　所：築地社会教育会館
回　数：3回
受講料：600円
材料費：2,000円

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

講　師　紹　介

築地場外市場を代表する6店舗。
戸張庸次…（有）河内園代表。昭和24年創業。茶匠。茶専門経営士。
門井直也…（株）築地京富代表。日本橋時代から続く魚の仲卸店の5代目。和食の料理人。
野崎和夫…（株）有次社長。創業大正7年。京都有次より独立。日本橋時代を経て築地に移転。
石川秀樹…（有）三栄商会社長。創業70年。豆・雑穀専門の卸問屋。
藤本宜丈…（株）藤本商店社長。多くの料理店に卸す創業80年の青果店。
吹田勝良…（株）吹田商店社長。明治25年創業。昆布商。

戸張　庸次（とばり　ようじ）・門井　直也（かどい　なおや）・野崎　和夫（のざき　かずお）・
石川　秀樹（いしかわ　ひでき）・藤本　宜丈（ふじもと　よしお）・吹田　勝良（すいた　かつよし）

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名
第1回 9/30（水） プロだから知っているお茶の世界 戸張　庸次
第2回 10/ 7（水） 目利きに学ぶちょっと上行く魚の話 門井　直也
第3回 10/14（水） 素材を活かすのはキレッキレの包丁から 野崎　和夫
第4回 10/21（水） 美味しい豆の豆知識あれこれ 石川　秀樹
第5回 10/28（水） 四季の野菜と映える飾り切り 藤本　宜丈
第6回 11/ 5（木） 旨味たっぷりのウマい話 吹田　勝良
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中央区民カレッジ講座案内　2020年度　後期分

講座番号　②－4
時　間：午後2時～4時30分
場　所：日本橋社会教育会館
回　数：5回
受講料：1,000円
材料費：1,000円
保険料：200円

趣味の講座　②－4 定員20名

　　　　　羊毛フェルトとは、羊毛をニードルと呼ばれる特殊な針で
つつき繊維を絡めて固めることで、思い思いの形に成形する手芸のひ
とつです。
　全5回の講座で、初心者でもチャレンジしやすい香箱座りの白い子
ネコを作ります。出来上がった作品は11月の作品展での展示を目指
します。
　仕上がりは等身大の子ネコサイズ（全長約20cm）になりますので、
おうちでネコを飼いたいけど飼えないネコ好きの方にもおすすめです！

 【持ち物】
手芸用はさみ、20〜40㎝程度の定規、新聞紙２枚程度、待ち針6〜
8本、目打ち。細かい作業のため、必要な方は眼鏡。

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 9/17（木）
【土台作り①】
手芸わたをニードルで挿し固め、ネコの顔と
体の土台の形を作る。

第2回 9/24（木）
【土台作り②】
顔の細部、頭部、体の形を作り込み、わた土
台を完成させる。

第3回 10/ 8（木）

【頭部と胴体の結合】
羊毛で耳を作り、顔の土台に付ける。さらに
顔の土台に羊毛をニードルで挿し付けていく。
別々に作っていた頭部と体を合体させる。

第4回 10/22（木）
【全体調整】
頭部と体、全体に羊毛をニードルで挿し付け
ていく。

第5回 11/ 5（木）

【仕上げ】
尻尾を作り、体に付ける。全体の形を微調整
して仕上げ。
時間に余裕がある場合は、裏側に足を作って
肉球を付けたり、体にブチ模様を入れたりア
レンジも可能！

講　師　紹　介

　羊毛フェルト作家。2012年、大
病の末亡くした愛猫を作りたくて、
羊毛フェルトを始める。等身大のリ
アルな猫を中心に作品を制作、国内
外で発表。松山庭園美術館「猫ねこ
展覧会2016」匝瑳市長賞、他受賞
歴多数。英国王立美術家協会名誉会
員。現代手工芸作家協会正会員。

ちゃちゃきなな

◆羊毛フェルトの子ネコ作り
託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

②－4　羊毛フェルトの子ネコ作り
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中央区民カレッジ講座案内　2020年度　後期分

趣味の講座　②－5

◆楽しくのびやかに五・七・五
定員20名

講座番号　②－5
時　間：午後1時30分～
　　　　 3時30分
場　所：日本橋社会教育会館
回　数：6回
受講料：1,200円

　　　　　俳句は世界最小の詩型ですが、何でも入る大きな器です。
自分が目にしたもの、感じたことを五・七・五の十七音で素直に表現
してみましょう。俳句を作る喜び、詠む喜び、ここに集う喜びを味わ
いましょう。

【持ち物】
筆記用具

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 10/ 5（月） オープニングガイダンス〜俳句の基本と魅力を学ぶ〜

第2回 10/26（月） 季語について学ぶ〜「句会」の楽しみ方と方法〜

第3回 11/ 9（月） 俳句の歴史と古今の名句を紹介

第4回 11/16（月） 基本を学びつつ句会〜持参句を回覧し、互いに選句〜

第5回 12/ 7（月） 句会を楽しむ〜互いに選句、講評、添削〜

第6回 12/21（月） 総まとめ〜これからも自分ならではの俳句を詠
み、集い、たのしもう〜

講　師　紹　介

　俳人協会幹事。岐阜県生まれ。慶
應義塾大学法学部卒業。「帆」主宰。
句集『黎明』（角川書店）　『四重奏』（本
阿弥書店）を出版。

浅井　民子（あさい　たみこ）

講座番号　②－6
時　間：午前11時～午後1時
場　所：日本橋社会教育会館
回　数：5回
受講料：1,000円
材料費：2,500円

　　　　　エッフェル塔や凱旋門など、観光スポットとして人気のフラ
ンス。もう一方で農業国であり、ワインや料理など美食の国としても知
られています。中でもチーズは「一村一チーズ」と云われるほど種類も
豊富です。
　この講座ではフランスの地方毎の特徴的なチーズを紹介いたします。
実際にチーズを試食しながらフランスの各地方の特色を学びます。
　チーズをテイスティングしてその土地の特色を知る！あなたも更なる
フランス通に！

※食材の原材料に、乳・卵を含みます。

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 11/24（火） フランス北部　
ウォッシュ＆白カビチーズの世界

第2回 12/ 8（火） ロワール渓谷　シェーブルチーズの世界

第3回 12/22（火） ジュラ・サヴォワ　山のチーズ
（ハード・セミハード）

第4回 1/12（火） 南仏　青カビ＆シェーブルチーズ

第5回 1/26（火） パリ近郊　人気の白カビ＆フレッシュチーズ

講　師　紹　介

　フランスチーズ評論騎士。フラン
ス語講師歴25年。チーズプロフェッ
ショナル、シニアワインエキスパー
ト資格取得。現在ワインスクール「レ
コール・デュ・ヴァン」にて主任講
師として従事。現地での新しいトレ
ンドを知るために毎年渡仏。常に“今”
のフランスを伝えている。

山田　好美（やまだ　よしみ）

趣味の講座　②－6

◆チーズで巡るフランス紀行
定員10名

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

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　後期分

趣味の講座　②－7

◆心と身体を強くするコアヨガ

　　　　　チェスは世界188カ国で楽しまれており、競技人口は盤上
ゲームでは世界一を誇る世界共通の文化です。楽しくチェスを覚えて
いく中で、論理的思考が鍛えられ、脳の活性化にも役立ちます。基礎
からルールや戦術を学べば一生涯楽しめる趣味となることでしょう。

【持ち物】　筆記用具
※ チェス用具（コマ、チェス盤シート、収納袋）は初回に配布、以後

毎回持参していただきます。
※材料費にて国際基準に適合した基本のチェス用具を購入します。

主　題

趣味の講座　②－8

◆はじめてのチェス
定員12名

講　師　紹　介

　ヨガ・ピラティスインストラクター。幼い頃、身体が弱かっ
た自分が出会えたヨガ。さまざまな仕事を経て、全米ヨガアラ
イアンスを取得し、ヨガインストラクターへ。さらに、体の内
側にフォーカスしたいと考え、ピラティスの資格も修了。現在、
東京中心にスポーツクラブやヨガスタジオでレッスンしつつ、
スタジオ以外のさまざまな場所でもイベントを開催。「ヨガを
通して繋がりを大切に！笑顔で！」がモットー。

西山　育子（にしやま　いくこ）

　ヨガインストラクター。会社員の時、体のゆがみは誰にでも
あるのだろうか？という疑問を抱き、始めたヨガ。始めてみる
と自身の身体や呼吸との対話が生まれた。今の自分をそのまま
観ることを学び、頑張りすぎる自分に一歩引く勇気をもつこと。
ヨガを通してすこやかな身体と心でいられますように！を心が
け、レッスンを行っている。

宮川　幸（みやがわ　ゆき）

　　　　　疲れやすい、慢性的な腰痛や肩こり、姿勢不良などにお悩
みではないですか？筋肉のバランスの乱れは身体のトラブルや痛み、
姿勢の悪化につながります。
　この講座では体幹にある「コア」を意識した呼吸やヨガのポーズを
集中的に行うことで柔軟性を高め、上半身と下半身の連動をスムーズ
にし、バランスの良い身体の動きを目指します。
　コアに意識が向くようになると、決断力や集中力がアップし、内側
からのエネルギーで心が支えられる感覚を得られます。また、姿勢改
善や基礎代謝の向上を図ります。
　ヨガ初心者の方も大歓迎です。ゆっくりした動きで出来るコアトレーニングについても解説します。

【持ち物】動きやすい服装、水分補給できるもの、汗拭きタオル

主　題

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

回 数 日　程 講　義　内　容
第1回 1/15（金） チェスのルール
第2回 1/22（金） チェスの勝ち方
第3回 1/29（金） チェスの序盤
第4回 2/12（金） チェスの基本戦術
第5回 2/26（金） エンディング

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名
第1回 9/28（月） コアってどこ？コアがどうして大切なのか！

西山　育子
宮川　幸

第2回 10/12（月） コアを鍛える呼吸　呼吸で身体が変わる
第3回 10/26（月） 体幹をリセットする
第4回 11/ 9（月） コアを意識したヨガのポーズ
第5回 11/30（月） 身体の使い方でケガしにくい身体を！

定員15名

講座番号　②－7
時　間：午前10時～11時30分
場　所：月島社会教育会館
回　数：5回
受講料：1,000円
保険料：200円

講座番号　②－8
時　間：午後6時30分～8時30分
場　所：月島社会教育会館
受講料：1,000円
材料費：2,750円

講　師　紹　介

　一般社団法人ナショナル・チェス・ソ
サエティー・オブ・ジャパン（NCS）
理事・副代表。世界チェス連盟FIDE公
認審判。東京、北海道にて教員を務める
傍ら独学でチェスを学び、各種国内大会
で優勝。函館市でチェス教室を12年間
開校、ジュニア選手権の入賞者らを多数
輩出した。

山田　明弘（やまだ　あきひろ）
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中央区民カレッジ講座案内　2020年度　後期分

②－9　レッツ・エンジョイ　ザ・ビートルズ　〜素晴らしきサウンドの秘密〜

　　　　　ザ・ビートルズのサウンドの秘密に迫るトークとセッショ
ンの講座です。
　ビートルズは二十世紀最大のロックバンドと言われ、今もなお多く
のファンを魅了しています。
　この講座ではビートルズの楽曲の特徴を時代ごとに学び、楽器を持
ち寄って実際に演奏しながらその魅力を味わいます。

【持ち物】ギター、ベースなどバンド用の楽器（キーボードは備え付け
のものを使います）

主　題 講座番号　②－9
時　間：午後2時～4時
場　所：アートはるみ
回　数：5回
受講料：1,000円

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 11/28（土）
デビュー時のビートルズサウンド
ポップで新しいRock ’n’ Rollを学ぼう！

（1962年〜64年）

第2回 12/12（土）
確立された比類なきビートルズサウンド
進化した奥深い楽曲を学ぼう！

（1964年〜65年）

第3回 12/26（土）
サイケデリック期のビートルズサウンド
ロックの世界を変えた斬新なコード進行とアレ
ンジを学ぼう！　（1966年〜67年）

第4回 1/ 9（土）
最後に到達したビートルズサウンド
解散間際の美しい名曲の数々を学ぼう！

（1968年〜70年）

第5回 1/23（土） 講師を交えてのセッション、
グループごとのライブ発表会

講　師　紹　介

　ザ・ビートルズ サウンズ アナリ
スト。TBSラジオ主催『ビートルズ・
カレッジ』を企画・開催。著書『ビー
トルズサウンズ大研究』、『ビートル
ズサウンズのツボ』を発表。ぴあ大
学にて『チャック近藤のビートルズ
サウンズ講座』を20回にわたり担当。
現在、著述、グループ演奏活動に加え、

「トーク＆ライブ」などのソロ活動を
行っている。

チャック　近藤（ちゃっく　こんどう）

趣味の講座　②－9

◆レッツ・エンジョイ　ザ・ビートルズ
　～素晴らしきサウンドの秘密～

定員20名


