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協力:    

土 

culture 

◆地下鉄千代田線町屋駅2番出口より徒歩1分  
◆京成線町屋駅より徒歩1分  
◆都電荒川線町屋駅前より徒歩1分  
◆都バス(浅草寿町～足立梅田町)町屋駅前より徒歩1分  
 

アクセス・交通 

ACC(公財)荒川区芸術文化振興財団 
〒116-0002 荒川区荒川7-20-1 町屋文化センター内 

☎03-3802-7111  

お問い合わせ 

スタンプラリー＆抽選会の参加者、先着200様には、 
ダブルチャンスとしてビンゴカードをプレゼント★ 
 
16時からのビンゴ大会でも豪華賞品が当たります！ 

体験講座 

物産展(岩手県釜石市)  

カフェコーナー 

ミニステージ 

抽選会場 

ミニステージ 

特別講演会 

Experience 

申込制 1月31日締切 定員120名 

町屋文化センター ☎03-3802-7111 

10:30 
     

11:00 

井上ケイの 
アロハフラ 

井上ケイ 
カナ二リィリィ節子 
橋本一子 
釜井縁 

アロハは励まし合う愛の言葉。感謝をフラのリズムに
のせ表現する事で自然で健康な笑顔が生まれます。 

14:50  

     

15:10 

みんなで 
ポップスを歌おう 

竹下ユキ いよいよ18年目に突入する元気で明るく楽しいコーラ
スのクラスです。アメリカンポップスの数々をご一緒
に！ 

15:15 
     

15:35 

キッズチアダンス
初級・中級  

花島加織 毎週火曜日、楽しくレッスンしています。今日は練習
の成果を発揮し、皆さんに元気と笑顔をお届けします! 

15:40 
     

16:00 

女声コーラスを 
楽しく 

杉村八重 荒川区の花「つつじ」から誕生したコールアゼリア。
優しい花が寄り添うように皆仲良く歌っております。 

13:00-14:00 

ACC(公財)荒川区芸術文化振興財団 
荒川区文化団体連盟／読売・日本テレビ文化センター 
朝日信用金庫荒川支店／サンポップマチヤ／城北信用金庫町屋支店 
セブンイレブン京成町屋駅前店／貴寿司／虎髭別館／はしもと珈琲 
読売新聞荒川支部／Atelierｎ.(アトリエ エヌ)
岩手県釜石市・釜石振興開発       

体験講座とミニステージでスタンプを集めたら抽選会場へ。 
 

ACC主催イベントのチケット、 
近隣協賛店の商品券・飲食券・雑貨など 豪華賞品が盛りだくさん！ 

都電の走る荒川の素敵な珈琲豆屋さん。 

日本に数台の焙煎機で 豆の特徴を最大限

に引き出した美味しい珈琲。 

雑味の無い薫り高い本格珈琲を是非お楽し

みください。 

自家焙煎 

はしもと珈琲 

加藤一二三

験 体 化 文 

観て 聴いて 体験して 
一日楽しめる体験フェア！ 

写真提供：読売新聞社 

閑静な住宅街の中にある可愛らしい小さな

焼菓子工房。保存料・着色料を使用してい

ない安心で美味しい焼き菓子を是非味わっ

てください。 

「 」 
 

釜石 大槌産 焼鮭ほぐし、藤勇本醸造醤油の鮭そぼろ、 
サヴァ缶レモンバジル味、浜千鳥大吟醸酒粕の鮭粕漬焼、 
刻み干しめかぶ、金の釜石らーめん、 
ごまたっぷりゆべし、柿酢サイダー、おばあちゃんの南部煎餅ごま、 
三陸えびせんべい、かもめの玉子、浜千鳥大吟醸ようかん 
などなど ※販売商品が変更される場合がございます。 

かわいい 
イラストが大人気！ 

さらに先着100様には、 
ＡＣＣオリジナルのテッシュBOXや30周年記念ファイルを 
プレゼント☆ ※お一人様１回限り 
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「荒川区文化総合講座」や「よみうりカルチャー町屋」の様々な講座を 
体験でき、ダンスや歌、楽器演奏などの多彩なステージが楽しめます。 

時 間 講座名 講 師 内 容

10:00  
  ｜ 

10:20 

生田流 筝曲 桜木一公 
鍔本藤嘉津 

皆さん良くご存知の夕やけ小やけ・コキリコ・まりと殿
様・箱根八里の曲が日本の伝統の琴の音を通して、どの
ように響くのか...どうぞお楽しみください。 

10:25 
  ｜ 

10:50 

美容健康気功 劉錦程 美容健康気功は意識的に呼吸や姿勢、気持ちをコント
ロールする。気の新陳代謝を促進し、気血巡環を活溌に
する方法。 

10:55 
  ｜ 

11:20 

癒し二胡の調べ 劉錦程 二胡は美しい音色を持ち、多くの人々に好かれている。
二胡の基礎練習から楽曲へと楽しい演奏をする。 

11:25  
  ｜ 

11:40 

サックス・フルート 中川浩二 初めての方でも、フルートかサックスかお好きな楽器で
お好きな曲から楽しく指導しています。 

11:45  
  ｜ 

12:00 

お勤め帰りの沖縄
三線/沖縄三線島唄
入門 

大河戸知子 
青い海、青い空。ゆったりと流れる沖縄三線の音色。 
心に響く島唄のメロディーをお聴き下さい。 

12:05 
  ｜ 

12:25 

いけばな草月流 牛久保翠吏 いけばな展示では味わえない「いけばなをいける」デモ
ンストレーションを楽しんで下さい。 

12:30  
  ｜ 

12:50 

日本舞踊 
（若月流） 

若月仙富代 今回は、踊りの基本動作の曲を紹介しながら、日頃の稽
古の曲を皆さんにご披露致します。どうぞご来場下さい。 

13:00  
  ｜ 

13:15 

長唄講座・ 
長唄三味線講座 

東音 安田佳代 
   稀音家糸恵 
   杵屋五之吉 

長唄講座では日本語特有の美しさを、三味線講座では三
本の糸のみで奏でる深みのある響をお楽しみ頂けます。 

13:20 
  ｜ 

13:40 

中国胡弓（二胡） 中村のり子 中国音楽の魂と呼ばれている二胡。「張会斌先生」のテ
キストを中心に色々なジャンルの曲を楽しく弾いています。 

13:45  
  ｜ 

14:05 

小唄 蓼津留雅加 小唄は、三味線の伴奏で唄う短い唄です。江戸小唄と
云って発声法など特になく教える人の口まねでおぼえます。 

14:10  
  ｜  

14:30  

詩吟入門 渡 精華 
住吉幸風 

コンダクターの伴奏で、短歌、漢詩を吟じております。
ぜひ、お聴き下さい。お待ち致しております。 

14:40 
  ｜ 

15:00 

社交ダンス 関 和子 
横尾悟 

英国の伝統文化である社交ダンスをマナーと共に学んで
いきます。 

10:00～ 

10:40 
自彊術 

 
丹羽とも子 治療法を基に創られた体操。31動作で内臓自律神経までも整えら

れ、全身の機能を高める自彊術で健康寿命を延ばしましょう。 

10:55～ 

11:35 
整体ヨーガ 

    定員10名 
秋田和恵 自分自身で歪みを発見し、自分で歪みを治せるようにご指導致し

ます。ヨーガの呼吸法、骨盤の直し方。 

11:50～ 

12:30 
中国嵩山少林寺の
気功法  定員15名 

関口範満 伝統気功法と腹式呼吸法を用い気の流れを感じ免疫力を上げ心身
の健康を目指す肉体の取扱説明書です。 

12:45～ 

13:15 
日本民謡 浅野正雄 全国各地の民謡を皆さんと大きな声を出して楽しく唄ってみませ

んか！ 

13:30～ 

14:10 
やさしいピアノ 

定員大人3名 
永田千代 ピアノを弾いてみたいと興味をお持ちの方、以前習われていた方、

ぜひご参加ください。（初心者～経験者まで） 

14:30～ 

15:00 
日本舞踊 (若月流)  

定員20名 
若月仙富代 初心者向けに歩き方、首の振り方、扇の使い方など、練習をしな

がら簡単な曲をおけいこ致します。体験してみて下さい。 

15:20～ 

15:50 
イキイキ歌って講座     

     定員20名 
島津幸子 日曜午後、老若男女が集い懐かしい歌、思い出の歌を歌い明るく

和やかな時間を過ごしております。ご一緒にいかがですか。 

羽川幸一 

デッサンの基本は今も昔も変わ
りません。構図、形、立体感、
明暗や遠近感など、初心者から
水彩、油彩を描く人も一緒に学

びます。         無料 

石戸明一 

季節の苗木を使い、緑の苔玉
を作ります。土に触れ、植物
に触れ、癒しの時間を楽しん
で下さい。 

30名 500円 

川﨑亮一 

カシメとホックで作る革小物。 
切り出してある革にポンチで
穴を開けてカシメとホックで
縫わずに作れます。 

無料・300円・500円 

岡田人篤(手相)    10:00～13:00  

草野日和皓 (タロット) 13:00～16:00 

占いを体験することで、占い
と心理カウンセリングとの共
通点を感じてみることを狙いと

します。            
300円 

藤井美保子 

江戸名所図会の中から蕉門俳諧
にゆかりある場面を選び、名所
探訪と文芸を楽しみます。神田・
上野・浅草・墨田川・日本橋な

ど                  無料 

渡邊シゲオ 

パステルは日本人の心情や感
性の表現にピッタリ合う画材で

描く事が気軽に楽しめます。  
 

小学5年生以上 無料 

NY  

塚原由利子 

ハ-バリュ-ムはプリザ-ブドフラ
ワ-を入れ作ります。ケ-キは、
カラ-オアシスを使い、ア-トの
お花で飾ります。 

20名 500円 

笠原以津子 

手描き友禅で自分だけのハン
カチを作りましょう。東京では
稀な体験です。どなたでも簡
単に出来ますよ。 

10:00‐15:00 500円 

古竹光男 

え！その表書き私が書くの？ 
そんな経験ありませんか。 
表書きがいつでも書けるように

一緒に練習しませんか。  
10:00-13:00  無料 

門脇美穂 

ロンバルディック体と色鉛筆
を使い、独特な風合いの
「Color」のオブジェ風カード
を作成します。楽しく作れます。 

30名 無料 

清水玉翠 

コースターに簡単な言葉を添
えて書いてみましょう。出来上

がりは持ち帰れます。   
           

 無料 

佐々木宗實 

油絵、水彩、パステルなどを
楽しむ教室ですが、今回はク
レパスで、ふしぎな世界を楽
しみます。    10名 無料 

10:00-11:30 13:30-15:00  

鈴木順子 

絵のある手紙、絵手紙で、お礼
状や日常の様子を描いて発信し
ましょう。楽しい便りは描いても
受けとっても嬉しいものです。  

13:00‐15:00 無料  

田中豪元 

月曜日の午後、毛筆に親しん
でみませんか。美しく書けたら
すばらしいことでしょう。初心
者の方大歓迎です。 

無料 

角田香翠 

半紙に好きな文字を書きましょ
う。親子で参加大歓迎です！ 

 

10:00-12:00 無料 
木村忠彦 田代高嶺  

初めて石を握る方歓迎！ 
一局の碁が誰とでも楽しく対
局できるよう基本から教えま
す。子供には9路ばんを教えま

す。          無料 

田代貢 

囲碁にチャレンジ！どなたで
もどうぞ楽しく指導します。 
 

無料 

岡本光美 
 

お花に触れながら、伝統文化
のいけばなを楽しんで下さい。 

 
10:30～ 10名 500円 

青木宗晶  市川宗幸 

抹茶をたててみませんか？ 
初めての方もお子様も歓迎しま
す。季節の和菓子もお楽しみ下
さい。    

200円 

鈴木ようこ 

伝統的な天然香料を調合して、
春らしい匂い袋を作りましょう。
お好きな巾着袋と紐が選べます。   

 

36名 500円 

坂井紀子 

自分の字は下手だと決めつけ
ていませんか？ポイントを押
えて書くことを楽しみましょ
う！ 

10:00-12:30  無料 

佐々木忠利 
 

俳句の街にふさわしく、子供
から大人まで誰でも気軽に参
加出来るように、一緒に学ん

でいきたい。         
無料 

栃木真知子 

アロハ!! やってみたいけど…
迷っている方、是非この機会に
ハワイアンキルトを一緒にやっ
てみませんか ♡ 

8名 10:00-12:00 無料 

★都合により、講座内容・時間などが変更になる可能性がございますので予めご了承ください。 

★一部材料費が必要な講座、開催時間や定員が限られている講座がございますので 、 
 各講座情報をご確認ください。   (体験講座・ミニステージは事前予約不要) 

辻本敦子 

荒川区発祥の金属シート「おりあ
み」を使って蝶のブローチを作り
ます。帯留めにも変更可です。 

１回 6名 500円(随時受付) 
※10歳未満のお子様は保護者同伴 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 
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