
グランチャ東雲江東区児童・高齢者総合施設

2021年(令和3年) 10⽉〜11⽉

各講座の詳細は中のページをご覧ください。

初心者の方を中心に、より多くの皆様にご参加いただけるよう様々な講座を用意
しています。いきいきとした毎日が送れるよう、ぜひご一緒に健康な心と身体を
目指しましょう！

※ 江東区在住・在勤の60歳以上の方が対象になります。

※ 初めての方にご参加いただけるように、未受講の方を優先させて頂きます。



教養講座紹介

教 –１

【日 程】 月曜日 全8回
① 10/4 ② 10/11 ③ 10/18 ④ 10/25
⑤ 11/1 ⑥ 11/8 ⑦ 11/15 ⑧ 11/22    

【時 間】10：30〜12：00
【場 所】4F 会議室
【定 員】8名
【参加費】880円

コミュニケーションは言葉だけでなくサインを
使って気持ちを伝えることができます。
日常会話を手話で表現しましょう。

講師：江東区聴覚障害者福祉推進協議会より

教 –２

フラダンスがメインですが、振付を覚える
だけでなく、歌の意味についても理解を深
めます。奥深いフラの世界を楽しく学びま
しょう。

講師：轟 里奈
【日 程】 火曜日 全8回
①10/5 ②10/12 ③10/19  ④10/26
⑤11/2 ⑥11/9      ⑦11/16 ⑧11/23

【時 間】12：30〜13：15
【場 所】4F レクリエーションルーム
【定 員】20名
【参加費】880円

※参加費には、諸手続き·事務手数料、資料代が含まれます。

【日 程】 火曜日 全8回
① 10/5 ② 10/12 ③ 10/19 ④ 10/26
⑤ 11/2 ⑥ 11/9 ⑦ 11/16 ⑧ 11/23

【時 間】13：00〜14：30
【場 所】4F 会議室
【定 員】8名
【参加費】880円

※パソコンはWindows10を使用

講師：小野 洋子

パソコンは難しくてちょっと・・・という
方でも大丈夫。ひらがなの入力や漢字の変
換などの入力を中心に進めていきます。

教 – ３

Wordなどの文字入力ができる方を対象とし
ています。 Excelでの表作成や、編集、関数
の使い方などに挑戦します。

【日 程】 火曜日 全8回
① 10/5 ② 10/12 ③ 10/19 ④ 10/26
⑤ 11/2 ⑥ 11/9 ⑦ 11/16 ⑧ 11/23

【時 間】15：00〜16：30
【場 所】4F 会議室
【定 員】8名
【参加費】880円

※パソコンはWindows10を使用

講師：小野 洋子

教 –４



【材料費を伴う講座のｷｬﾝｾﾙについて】
・水彩色鉛筆で楽しもう・楽しい書道・おもいをつなぐ水引

・工作にチャレンジ・はじめての編み物
お支払い後の返金はありません。後日、3階窓口にて材料をお渡しいたします。

検温、消毒、マスク着用のご協力をお願いします

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、プログラムを
中止する場合がありますのでご了承ください。
なお、その際は参加費を返金します。

【お申し込み期間】

グランチャの講座にご参加いただくには
「グランチャカード」の登録(無料)が必要となります。
ご本人確認できるもの(運転免許証･保険証･マイナンバーカードなど)を
ご持参の上、グランチャ東雲３階受付にお越しください。

はじめてのご利用にあたって

※9/7(火)〜9/10(金)は休館日となります。

９月１日(水)〜９月１５日(水)
◇ 投函の場合 １５日(水)消印有効
◇ ご持参の場合 １５日(水)営業時間まで

往復はがき(１講座につき１枚)でのお申し込みとなります。



① 講座名または 講座番号

② グランチャカード番号

③ お名前/ふりがな

④ 年齢・性別

⑤ 郵便番号・住所

⑥ 電話番号

〒135-0062 江東区東雲1-9-46 江東区児童・高齢者総合施設 グランチャ東雲 TEL 03-5548-1992

☆ キャンセル待ち

★ 落選

【お申し込み方法】

当選者の中からキャンセルが出た場合、番号順にご連絡いたします。

次回の講座でお待ちしております。

何も記入しないでください

参加される方の

・ご住所

・お名前

〒135-0062

江東区東雲1-9-46

江東区児童・高齢者総合施設

グランチャ東雲

【講座】担当者 係

◇ 投函の場合 15日(水) 消印有効

63

63

往復はがき記入方法

ご持参の方は返信表のみに63円切手をお貼りください

当選

抽選

はがきへの記入

お申し込み

参加講座の決定

◇ ご持参の場合 15日(水)営業時間まで

教養･健康それぞれの講座よりお選びください。

下記の「はがき記入方法」に沿ってご記入ください。

【1講座につき 往復はがき1枚での応募となります】

【教養講座当選の方】
講座開始当日に、3階受付で参加費をお支払いください。

お支払いがない場合は､キャンセル待ちの方に権利をお譲りいたします。
なお、お支払い後のキャンセルの場合は返金はいたしませんので
予めご了承ください。
材料費を伴う講座の詳細については、前頁をご覧ください。

9月27日(月)頃 着予定
※到着予定日を過ぎてもはがきが届かない場合はお問い合わせください。

厳正なる抽選を行い、返信はがきで結果をご連絡致します。

9月1日(水)～9月15日 (水)

( 例 教-1 )

【返信オモテ】

【往信オモテ】

※9月７日(火)～９月10日(金)は休館日となります。

【お申し込み期間】

【返信オモテ】 【往信ウラ】

【往信オモテ】 【返信ウラ】

【往信ウラ】

【返信ウラ】



教 –５

【日 程】 火曜日 全8回
① 10/5 ② 10/12 ③ 10/19 ④ 10/26
⑤ 11/2 ⑥ 11/9  ⑦ 11/16 ⑧ 11/23   

【時 間】10：00〜11：30
【場 所】4F 工作室
【定 員】10名
【参加費】2,640円（内材料費1,760円）

水で濡らすと水彩画の様な表現ができる色鉛
筆を使って楽しく絵を描いてみませんか？
できあがった作品は展示して楽しんでみまし
ょう。 講師：林 ゆりえ

教 – ６

漢字、かなの基礎や、楷書・行書を学びます。
書道の経験がある方もない方も
一緒に楽しく学びましょう。

講師：高宮 陽子

【日 程】 水曜日 全8回
①10/6 ②10/13 ③10/20   ④10/27
⑤11/3 ⑥11/10      ⑦11/17 ⑧11/24

【時 間】10：00〜11：30
【場 所】4F 工作室
【定 員】10名
【参加費】1,650円（内材料費770円）

教 –７

【日 程】 水曜日 全4回
①10/6 ②10/13 ③10/20    ④10/27

【時 間】14：00〜15：30
【場 所】4F 工作室
【定 員】10名
【参加費】2,310円（内材料費1,870円）

ご祝儀袋などに扱われている
水引を使って、おしゃれな小物やチャームを
作ってみませんか？

講師：山本 愛

教 –８

【日 程】 木曜日 全8回
① 10/7 ② 10/14 ③ 10/21   ④ 10/28
⑤ 11/4    ⑥ 11/11 ⑦ 11/18 ⑧11/25

【時 間】14：00〜15：30
【場 所】4F 会議室
【定 員】8名
【参加費】880円

誰かと英語で話してみたい、コミュニケー
ションをとってみたいと考えている方向け
の講座です。挨拶など基礎的な会話から楽
しみましょう。 講師：向井 恭子



講師：池端 謙昭

教 – ９

スマートフォンを既にお持ちで
なかなか使いこなせない方の為の講座です。
基本動作やライン、インターネットの使い方
を学び、新しい交流をはじめてみませんか？
※内容はスマートフォン入門Bと同じです。

【日 程】 木曜日 全4回
① 10/7 ② 10/14 ③ 10/21 ④ 10/28

【時 間】10：30〜12：00
【場 所】4F 会議室
【定 員】8名
【参加費】440円

教 – １０

スマートフォンを既にお持ちで
なかなか使いこなせない方の為の講座です。
基本動作やライン、インターネットの使い方
を学び、新しい交流をはじめてみませんか？
※内容はスマートフォン入門Aと同じです。

講師：池端 謙昭

【日 程】 木曜日 全4回
① 11/4 ② 11/11 ③ 11/18 ④11/25

【時 間】10：30〜12：00
【場 所】4F 会議室
【定 員】8名
【参加費】440円

教 –１１

小物が置けるおしゃれな飾り棚を作ります。
道具や材料の使い方を教わりながら楽しく
工作をやってみませんか？

講師：薗頭 幹雄・新妻邦雄
【日 程】 木曜日 全4回

① 10/7 ② 10/14 ③ 10/21  ④
10/28【時 間】10：00〜11：30
【場 所】4F 工作室
【定 員】10名
【参加費】1,320円（内材料費880円）

教 –１２

【日 程】 金曜日 全8回
① 10/8   ② 10/15 ③ 10/22 ④ 10/29
⑤ 11/5 ⑥ 11/12 ⑦ 11/19 ⑧ 11/26

【時 間】10：00〜11：30
【場 所】4F 工作室
【定 員】10名
【参加費】1,320円（内材料費440円）

講師：上條 朝美

今冬へ向けてマフラーを製作していきます。
棒針を使って基本的な縫い方を楽しく学び
ましょう。

教 –１３

ステップの踏み方など、基礎から楽しく
社交ダンスを学んでみませんか？
※手を組まずに、間隔をあけてダンスを行
います。

講師：南山 光高
【日 程】 金曜日 全8回
① 10/8   ② 10/15 ③ 10/22  ④ 10/29
⑤ 11/5 ⑥ 11/12 ⑦ 11/19 ⑧ 11/26

【時 間】12：00〜13：30
【場 所】4F レクリエーションルーム
【定 員】20名
【参加費】880円


