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中央区民カレッジ講座案内　2022年度　前期分

　　　　　あんこを使ったデコレーションを学び、見た目にも楽しい
お菓子を作ります。和菓子でおなじみの白あんを使ってさまざまな絞
りのテクニックを学びながら、デコレーションを楽しみます。
※講座内での試食はござません。すべてお持ち帰りとなります。
※本講座では原材料に、小麦・卵・アーモンドを使用します。
※�材料費には、花絞りに使用する道具（フラワーネイル、フラワーリ
フター）の代金も含まれています。

【持ち物】��エプロン、三角巾、手拭きタオル、ハサミ、セロハンテープ、
ティッシュ、ウェットティッシュ、お持ち帰り用の袋

主　題

趣味の講座　②－1

◆あんデコレーションスイーツ講座
定員14名

講　師　紹　介

講座番号　②－1
時　間： 午後２時〜４時
場　所：築地社会教育会館
回　数：3回
受講料：600円
材料費：5,000円
保険料：120円

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/16（月） あんフラワークッキー

片野　芳美第2回 5/30（月） あんフラワーカップケーキ

第3回 6/ 6（月） あんフラワー＆あんクラフトケーキ

　栄養士、フードコーディネーター1級、カラーコーディネーター1級、JSAアイシングクッキーマスター講師(上

級講師)。東京練馬区の自宅サロンでJSAあんフラワー＆あんクラフト認定講師講座を含め、13の資格が取れるお

教室『Presents』を主宰。自宅サロン以外にも、カルチャーセンター、全国とオンラインレッスンも開催。CAKE 

INTERNATIONAL2021 bronze受賞 。『アイシングクッキーバイブル』（日東書院）の表紙&中ビジュアルに作品掲載。

片野　芳美（かたの　よしみ）

託児付

②－１　あんデコレーションスイーツ講座
「あんフラワーカップケーキ」

②－１　あんデコレーションスイーツ講座
「あんフラワークッキー」
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中央区民カレッジ講座案内　2022年度　前期分

　　　　　イギリスが最も繁栄したヴィクトリア時代。ヴィクトリア
女王のもと男性の権威の象徴だった装身具は、女性が身に着けて楽し
む存在となり、そして女性を美しく見せる自己表現としてのジュエリー
に発展していきます。その時代のジュエリーを紹介するとともに、講
師の方が所蔵するジュエリーを実際にお持ちいただき、観て、触れて、
鑑賞していただきます。ヴィクトリアンジュエリーを通してその時代
の文化を知り、現代における本来の意味も探ります。

【持ち物】薄手の白い手袋

主　題

趣味の講座　②－2

◆華麗なるヴィクトリア時代への誘い
定員20名

講座番号　②－2
時　間：午前10時30分〜正午
場　所：築地社会教育会館
回　数：3回
受講料：600円

講　師　紹　介

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/21（土） ヴィクトリアンジュエリーの主役「ゴールド」の魅力

穐葉　昭江第2回 6/18（土） 英国王室の伝統「ウエディング」と「パール」の魅力

第3回 7/16（土） 故人を忍ぶモーニングジュエリー「ジェット」の歴史

　穐葉アンティークジュウリー美術館館長。日本初のアンティークジュエリー美術館を栃木県那須に開館。帝国ホテルプ

ラザ内、アンティークジュエリー専門店「グレール」オーナー。装身具が真の意味で華開いた英国の18・19世紀に焦

点を当て、英国王室にまつわる宝飾品をはじめ、アンティークジュエリーを系統的に収集。ジュエリーの存在を時代を超

える普遍的な人間の営みとして多くの方々に受け止めて欲しいと、その魅力を広く伝えている。ヴィクトリア時代の歴史

と優れた工芸、文化と共に、ジュエリーの奥深さを強く感じられる作品の数々に触れることでその素晴らしさを実感して

欲しいと活動を続けている。

穐葉　昭江（あきば　てるえ）

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

趣味の講座　②－3 定員15名

◆花のある生活～お花を使った実用雑貨～

講座番号　②－3
時　間：午後2時〜4時
場　所：築地社会教育会館
回　数：3回
受講料：600円
材料費：5,000円
保険料：120円

　　　　　押し花やドライフラワーを使って日常に使える小物をオリ
ジナルデザインで制作します。全3回の講座でコースター、箸置き、
タイルマグネット、ミニBOX（小物入れ）を作ります。それぞれ固ま
るオイルやラミネートシートなどさまざまな技法を体験していただき
ます。完成品は日々の生活での使用はもちろん、ちょっとしたお食事
の席やプレゼントにもお使いいただけます。

【持ち物】はさみ、エプロン

主　題

講　師　紹　介

　日本ヴォーグ社 押し花インストラクター、3Dプレミアムオイル認定講師。自宅やカフェ、住宅展示場でのワークショッ
プや企業イベントの講師などで体験講座を開催している。またオーダーでの作品制作など、押し花アートの魅力を広げる
活動を積極的に行っている。

n.fl owers（えぬ ふらわーず）

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/22（日） コースター・箸置き

n.fl�owers第2回 5/29（日） タイルマグネット

第3回 6/ 5（日） ミニBOX

託児付

②－３　花のある生活〜お花を使った実用雑貨〜
「タイルマグネット」

②－３　花のある生活〜お花を使った実用雑貨〜
「ミニBOX」
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中央区民カレッジ講座案内　2022年度　前期分

趣味の講座　②－4

趣味の講座　②－5

定員16名

定員20名

◆スマホdeリビングフォト

◆あなたの知らないアートの世界

　　　　　日々の暮らしの中で、「すてき！」「きれい！」と感じた瞬
間を写真に残しておけるようにスマホを使った撮影のポイントなど、
写真の撮り方を学びます。被写体のテーマを「花」とし、撮影後は受
講生で分けてお持ち帰りいただきます。

【持ち物】
スマートフォン、筆記用具
※�スマートフォンは主にiPhoneを使って指導します。その他の場合
にも対応できるようにいたしますので、事前に「機種名」を確認させていただきます。

　　　　　アートの世界は一般社会の常識が通用しない世界です。アー
ト界の常識は社会の非常識？？？最近のアート事情、アートの流通や
買うということなど、画廊を営む店主がアートの世界をご案内します。
また実際に画家を招いて、画家と画商の関係やひとつの作品が出来る
までなど、展示を見るだけではわからない裏事情を伺います。ディー
プなアートの世界を覗いてみましょう。

主　題

主　題

講　師　紹　介

講　師　紹　介

講座番号　②－4

講座番号　②－5

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：4,500円

時　間：午後6時30分〜8時
場　所：築地社会教育会館
回　数：3回
受講料：600円

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名
第1回 5/23（月） スマホ撮影の基本＆フォトジェニックスタイリング

今道　しげみ第2回 6/13（月） スマホ撮影の応用＆写真の完成度を高めるアプリ
第3回 7/ 4（月） スマホでショートムービーを撮ってみようスローモーション撮影

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名
第1回 5/25（水） あなたの知らないアートの世界

林田　泰尚第2回 6/ 8（水） 画家と画商　　画家の視点から　ゲスト青木志子先生
第3回 6/22（水） 美術品を買うということ

　フラワーデザイナー＆フォトグラファー、ニコンカレッジ講師。2005年から、『LIVING PHOTO』を主宰し、全国
5か所の『リビングフォト　アソシエイツサロン』をサポート。世界最大級のカメラと映像の展示会CP＋に10年連続
で登壇。多くの広告写真も手掛ける。一眼レフ及びミラーレス一眼を対象にしたフォトセミナーを定期的に開催。受講者
は5000人を超える。

　林田画廊　代表取締役。東京美術商協同組合監事。京橋で主に日本画を扱う80年以上続く老舗美術商の3代目。現在
残されている素晴らしい美術品を世に伝え、後世につなぐこと、これから生まれ来る新たな作品を世に問うことを仕事の
柱としている。東京アートアンティーク日本橋・京橋美術まつりの実行委員として企画運営と、美術店街のＰＲ活動に長
年携わっている。

今道　しげみ（いまみち　しげみ）

林田　泰尚（はやしだ　やすなお）

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

趣味の講座　②－6

◆基本のかぎ針編み
　～毛糸で編む花と動物のブローチ～

　　　　　かぎ針編みはかぎ針と呼ばれる道具を用いる編み物です。
かぎ針編みといっても編み手の編み加減によって出来上がる作品は個
性豊かです。時間をかけ、ひとめひとめを編み重ねて、形づくる楽し
さや完成した時の達成感、編み手による作品の違いを体験してみてく
ださい。
　初めての方でも安心して挑戦いただけるように糸の持ち方からス
タートし、基礎を学びます。
　オンリーワンの作品は自分用や大切な方へのプレゼントにもしてい
ただけるよう全6回講座で雰囲気の異なる３作品をつくります。

【持ち物】
かぎ針（2/0もしくは3/0号）、糸切りばさみ、とじ針、筆記用具
※�かぎ針（2/0もしくは3/0号）をお持ちでない方は572円（税込）で購入いただけます。
　事前に日本橋社会教育会館までご連絡ください。

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 6/ 9（木） お花のブローチを編む。�
・糸の持ち方、鎖編み・細編みを知る

Tralalala.�楚坂　有希

第2回 6/23（木） 猫のブローチを編む。�
・鎖編みからの編み出し、細編みのおさらい

第3回 7/ 7（木）
うさぎのブローチに挑戦！�
・鎖編み、細編みを駆使して作品づくり�
・ポンポン作成、縫いかがって仕上げ

第4回 7/21（木）

第5回 8/11（木）

第6回 8/25（木）

講　師　紹　介

　公益財団法人日本生涯学習協議会認定、クロッシェカフェかぎ針編み技能認定講師。母の影響で小さな頃から手芸に親
しむ中、大人になってから出会ったレース編みに夢中に。身近な植物や生き物をレース編みで表現したアクセサリーに定
評があり、手芸誌や書籍へのデザイン提供、個展での作品発表を中心に活躍中。著書に『刺繍糸で編む　花と鳥とときど
き猫の小さなアクセサリー』（文化出版局）、『かぎ針編みのちいさな動物図鑑』（エクスナレッジ）などがある。

Tralalala.楚坂　有希（そさか　ゆき）

講座番号　②－6
時　間：午後２時〜４時
場　所：日本橋社会教育会館
回　数：6回
受講料：1,200円
材料費：3,000円

定員15名

託児付

②－６　きほんのかぎ針編み
〜毛糸で編む花と動物のブローチ〜

②－８　癒しのアート
「パプリカのフロッタージュ」
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中央区民カレッジ講座案内　2022年度　前期分

趣味の講座　②－7

趣味の講座　②－8

定員12名

定員15名

◆日本橋・地図読みワークショップ2022

◆癒しのアート ～五感を使って描く「臨床美術」～

　　　　　地図を読んで街を知る講座です。古地図と現在の地図を見
比べながら、われわれの街・日本橋の地形、街道、地名の謎や変遷な
ど地図から得られるさまざまな情報を読みといて、オリジナルマップ
を作ります。地図を読む基礎知識を身に付け、江戸初期から江戸の商業・
情報・文化の中心地であった日本橋エリアならではの地図作りを目指
します。地図を通して、時代とともに変化する町名や河川について学び、
道路や水路ごとの町の変化にも注目します。最終回は、自分たちで作っ
た地図をもとに、日本橋地区の街歩きをおこない、現在の日本橋を実
体験してみましょう。
【持ち物】蛍光ペン3本（青・黄・緑）、ボールペン

　　　　　芸術療法(アートセラピー)の一つである「臨床美術」の手
法を用いて上手い下手のないアート制作を行います。五感を使ったモ
チーフ観察や無心になれる制作工程で、自分で自分を癒す時間を過ご
しませんか。絵画の技法や技術を学ぶものではありませんので、絵が
苦手という方もお気軽にご参加ください。
　各回の最後に作品を並べて、みなさんで鑑賞会を楽しみましょう。
【持ち物】汚れてもさしつかえない服装

※���参考画像は18ページ下部にあります。
※�『臨床美術』および『臨床美術士』は、日本における(株)芸術造形研究所の登録商標です。

主　題

主　題

講　師　紹　介

講　師　紹　介

講座番号　②－7

講座番号　②－8

時　間：午後2時〜3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：420円
保険料：40円

時　間：午後2時〜4時
場　所：日本橋社会教育会館
回　数：3回
受講料：600円
材料費：3,100円

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名
第1回 6/11（土） 日本橋地区の特性を知る�—�江戸期の街の変化

菅原　健二
第2回 6/18（土） 江戸から明治へ�―�近代化
第3回 6/25（土） 関東大震災を経て―�復興事業を通して
第4回 7/ 2（土） 戦後復興からオリンピックへ
第5回 7/ 9（土） 街歩きフィールドワーク　消えた水路と河岸跡をたどる

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名
第1回 6/15（水）「人参のネガポジ画」�一風変わった描き方で制作します。

永本　知実第2回 6/29（水）「パプリカのフロッタージュ」�さまざまな材料を用いて素材を活かした表現を楽しみます。
第3回 7/ 6（水）「玉ねぎをつくる」�玉ねぎから感じた感覚をもとに､ 自分だけの玉ねぎをつくります。

　東京都市史研究家。2020年3月まで中央区立京橋図書館に勤務。司書。在職中に京橋図書館発行の『郷土室だより』
の執筆、『中央区沿革図集（京橋篇・日本橋篇・月島篇）』の企画・編集、『jr中央区文化・歴史ずかん』の執筆・編集な
どを担当。主な著者に『川の地図辞典　江戸・東京23区編』、『川の地図辞典　多摩東部編』（ともに之潮）、共著に『川
跡からたどる江戸・東京案内』（洋泉社）、『図説　江戸東京の川と水辺の事典』（柏書房）、『比較考証　江戸東京古地図散
歩』（新人物往来社）、『東京の地理がわかる事典』（日本実業出版社）など。

　日本臨床美術協会資格認定会員・臨床美術士。仕事のストレスなどで心療内科に通院していた時期に、友人のすすめで
臨床美術を体験し共感。ストレスの多い現代社会において必要性を感じ、臨床美術に専念するため2020年に退職。
　現在は幅広い年齢層に臨床美術を広めるべく中央区を中心に活動中。

菅原　健二（すがわら　けんじ）

永本　知実（ながもと　ともみ）

7/9を除く

託児付

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

趣味の講座　②－9

◆武道柔道を活かした運動機能向上講座
　～心技体の精神で身も心も健康に！～

　　　　　武道としての柔道を、精神から知り、その体の動きなどを
楽しく習得しながら運動機能向上を目的にします。
・柔道を通して、楽しく学びながら体を動かします。
・�危険な乱取り（試合）などは避けて、立ち・座りの姿勢から簡単に
できる所作を習得します。

・�柔道の歴史や、技の説明・試合中の審判の判断など多角的な方面か
ら柔道を知り、さまざまな側面から武道である柔道に親しみをもっ
ていただくことが目的にあります。

【持ち物】柔道着持参※お持ちでない方は販売・レンタルが可能です。
� 事前に月島社会教育会館までご連絡ください。

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/20（金） 自分のからだを知ろう！（柔道に適したからだづくり）

坂東　真夕子

第2回 6/ 3（金） 柔道を知ろう！（柔道の歴史と精神）

第3回 6/17（金） ひとりでできる柔道の練習（寝技編）

第4回 7/ 8（金） ひとりでできる柔道の練習（受身編）

第5回 7/22（金） ひとりでできる柔道の練習（立技編）

講　師　紹　介

　株式会社志道館代表取締役。講道館柔道五段。中学高等学校教員免許（保健体育）。横浜国立大学（教育学部）卒業後、
警視庁でオリンピックを目指し柔道に打ち込む。柔道歴は中学1年生から。

【柔道を通じて学んだ事・得たもの】
　競技生活を支えてくれた人たちへの感謝、謙虚な心、勝つことの喜び、負けたときの悔しさ、最大の敵は「弱い自分自身」
であるということ、志（夢・目標）を持つ事の大切さ、逆境に負けない精神力、努力の習慣、礼儀礼節など。競技生活は
正に「人生の縮図」。1998年世界学生柔道大会準優勝、1999年イギリス国際柔道大会3位、1999年全日本女子学生
柔道体重別選手権大会準優勝、2000年国民体育大会優勝、2000年～03年東京都女子柔道体重別選手権大会4連覇。

坂東　真夕子（ばんどう　まゆこ）

講座番号　②－9
時　間：午前10時〜正午
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

定員20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

②－8　笑いの研究！落語初級講座

趣味の講座　②－10

趣味の講座　②－11

定員12名

定員20名

◆料理の科学

◆作って楽しい、愛でて楽しい苔の魅力

　　　　　いつも当たり前のように行っている料理の工程にはそれぞ
れ意味があります。切る・焼く・煮るなどの作業によって食べ物の中
の物質は変化し、他の物質に影響を及ぼしています。
　本講座は料理講座ではありません。私たちはどのように「美味しい」
と感じ、どのようにすればより安全に美味しく栄養素を取り入れるこ
とができるのか。科学的な視点からさまざまな知識をお伝えします。
　意味やコツを知ることで、さらに効率よく楽しく料理を行いましょう！

　　　　　苔は山や森などの自然の中だけでなく、私たちが暮らして
いる生活空間にも生えています。たくさんの色、形、種類が存在しま
す。華やかさはないけれど、なぜか気になる苔。そんな苔の生態を知り、
園芸としてくらしに取り入れてみませんか。小さな空間に思い思いの
風景を描いてみましょう。苔のほかにも石や砂など景色を彩る材料も加
えます。日々の育て方やトラブル時の対応なども一緒に学びましょう。

【持ち物】エプロンまたは汚れてもよい服装

主　題

主　題

講　師　紹　介

講　師　紹　介

講座番号　②－10

講座番号　②－11

時　間：午後1時〜2時30分
場　所：月島社会教育会館
回　数：5回
受講料：1,000円

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
材料費：4,500円
保険料：120円

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名
第1回 5/27（金） おいしさの感じ方　舌から脳までの経路

麻生　怜菜
第2回 6/10（金） テクスチャー・色・香りによっておいしさに違いがでてくるのか
第3回 6/24（金） 私たちは何を食べれば良いのか？効率よく食べる知識、添加物の話
第4回 7/ 8（金） 私たちは何を食べれば良いのか？コツを知って、簡単においしく！
第5回 7/22（金） 未来につながる食の選択肢を考えよう

回 数 日　程 講　義　内　容 講　師　名
第1回 6/30（木） 苔ってどんないきもの？〜苔の種類と生態を知る

大島　恵
第2回 7/14（木） 苔に触れてみよう
第3回 7/28（木） つるして楽しい苔ボールを作ってみよう
第4回 8/ 4（木） 小さな庭　苔盆栽を作ってみよう
第5回 8/18（木） ガラスの中の景色　苔テラリウムを作ってみよう

　和ごはん研究家。日本大学生物資源科学部非常勤講師。全国を転々とした幼少時代を過ごし、旅行好きの両親の影響も
あり47都道府県全ての地域食材、郷土料理を食べて成長する。結婚後、夫の実家がお寺であったことをきっかけに、伝
統的な和食(特に精進料理)に興味をもつ。精進料理の考え方や調理法、食材などに感銘を受け、伝統的な調理法や食材を、
現代のトレンドと融合した食文化の発信する場として、2011年より「あそれい精進料理教室」主宰。

　グリーンアドバイザー、インテリアコーディネーター、カラーコーディネーター。利根川近くの自然豊かな田舎で育ち、
草木に親しむ。家電メーカーから制作会社へ転職し、東京の自宅マンションベランダで盆栽・苔玉を育てはじめる。制作会
社退職後、花き市場やホテルなど庭園管理の仕事をしながら盆栽教室に通う。2006年吉祥寺にみどり屋和草オープン。盆栽・
苔玉教室開講。埼玉県熊谷市に移転後も出張講座をメインに活動中。『苔のある生活』監修、著書に『苔テラリウムのある生活』。

麻生　怜菜（あそう　れいな）

大島　恵（おおしま　めぐみ）

託児付

託児付
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