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共 育 プ ラ ザ 検 索

共育プラザの公式フェイスブックはご存知ですか？
共育プラザ6館の情報をまとめて見ることができます。
公式ツイッターとともに、イベント情報や施設の利用
状況をお伝えしていきます★

Twitter

Facebook

HP

開館時間
平日 9:00から21:00まで

中学生 19:00まで〈学習室利用は21:00まで〉
高校生 21:00まで

土日 9:00から17:00まで

休館日
月曜日・祝祭日・年末年始
〈月曜日が祝日のときは翌日も休館日となります〉

共育プラザって？

共育プラザは、中学生・高校生のための江戸川区の

施設です。区内に6館あり、各プラザ独自のイベント

や講座が開かれています。音楽スタジオ、スポーツルーム、

調理スペース、学習室などの設備が充実し、利用すること

ができます。

共育プラザは
学校でもない家庭でもない

中高生の「第三の居場所」です。

共育プラザ小 岩
〒133-0051
北小岩2-14-17

℡3672-0604

共育プラザ平 井
〒132-0035
平井7-21-6

℡3618-4031

共育プラザ南小岩
〒133-0056
南小岩4-5-8

℡3673-2206

共育プラザ南篠崎
〒133-0065
南篠崎町3-12-8

℡3678-8241

共育プラザ一之江
〒132-0024
一之江3-13-7

℡3652-5911

共育プラザ葛 西
〒134-0082
宇喜田町175番地

℡3688-8611

PLAZA LIST

2 0 1 7 . 4

前期
発行：共育プラザ

共育プラザではこんなことができます

※設備・利用等については、各施設へご確認ください。

イベント情報はこちら⇒

Billiards 
darts

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kyoiku_plaza/index.html


Let’s DIY！

隔週金曜日 申込不要 平井

隔週金曜日はものづくりの日。
工作・裁縫・CG・切り絵にアクセ作りはたまた陶芸…!?
挑戦したいけどわからない…を応援します☆

IT講座

不定期開催 事前申込制 一之江

外部講師を招き、ITに関する知識・技術を学びます。
中高生の希望により、ゲーム制作・プログラミング講座
等を検討中。

バスケの日

毎週水・金曜日 申込不要 一之江

フリースペースを開放。予約不要でバスケットボールが
できる。利用者交流も生まれる。

ミュージックセミナー

不定期開催 事前申込制 一之江

外部講師を招き、中高生の希望により各楽器講座・バン
ドクリニック、PCを使った作曲（DTM/DAW)講座等を開
催予定。
※DTM…パソコンを使用した音楽の作成や編集
※DAW…デジタルで音声の録音､編集､ミキシングなど

一連の作業ができるよう構成されたシステム

まちのカフェ

月2回程度 申込不要 一之江

一階ロビーで地域の方もふらっと立ち寄れるオープン
プレイスを開きます。内容は中高生が企画します。

DANCE  DAY

週1回 申込不要 一之江

フリースペースを開放。予約不要でダンスができる。

MUSIC DAY

第2日曜日・第4水曜日 申込不要 一之江

音楽室・談話室を開放。音楽理論についての学習や楽器
の練習を行う。自主企画ライブは原則この日に実施。

Study Support

不定期開催 申込不要 一之江

パソコンルームでいつでもプロ家庭教師の映像授業を受
けられます。中学生：英・数・理・社、高校生：英・数。
また、音楽・家庭科など皆さんの“学びたい”意欲を支
援します。

夏フェス

夏休み期間中 申込不要 一之江

2015年より実施の中高生自主企画イベント。
ステージ・模擬店・ゲーム大会等を企画運営。

検定対策部

毎週木曜日17:00～19:00 申込不要 小岩

英検・漢検・数検の試験対策ができます。過去問の用意
があります。テスト勉強や弱点補強も見てもらえます。

ダーツ講習

毎月第3火曜日18:30～19:00 事前申込制 小岩

プロが矢の投げ方のコツやゲームの有利な進め方を
教えてくれるよ！

Ｅ活

隔月 事前申込制 小岩

外国人と一緒に様々なイベントを行い、英会話や
国際感覚を身に付けます。

ビリヤード講習

毎月第3水曜日17:00～18:00 事前申込制 小岩

毎月第4水曜日16:15～17:15 事前申込制 南小岩

世界選手権優勝経験のあるプロによるスキルアップ講座。
参加すれば初心者も経験者もレベルアップ間違いなし！
定員:10名前後
講師:梅田 竜二氏

ミュージックセミナー

不定期開催 事前申込制 小岩

楽器・ヴォーカル・作曲講座、バンドクリニックなど。
パート別のスキルアップからライブパフォーマンスまで
講師から教えてもらおう！

DANCE  THE  SQUAD

不定期開催 事前申込制 小岩

プロダンサーによるダンスのワークショップ！
みんなで楽しく踊ろう(̂ )̂v

浴衣を着てお祭りに行こう！

7月予定 事前申込制 南篠崎

浴衣の着付けをプロに習って、自分で着られるようにな
りましょう。今年の夏は、目指せ浴衣美人！
定員:5～10名(女子のみ)

ピン☆ポン祭2017 夏の陣

8月1ヶ月間 申込不要 南篠崎

プラザを利用する中高生なら、誰でも誰とでも試合が
できます。チャンピオンは君だ！

先輩テイメント（音楽部門）

7月予定 事前申込制 南篠崎

プラザを利用していた先輩が、後輩のみんなに優しく指
導してくれます。進路についての話も聞けるかも…。

○○しま専科

年10回・不定期開催 事前申込制 南小岩

お祭りの景品を兼ねたアクセサリーや飾りを作ったり、
季節行事に合わせた料理を作ったり…簡単に作れる・出
来る方法を色々覚えて、自分で出来ることを増やしちゃ
おう！

夏のパンまつり

9月予定 事前申込制 南篠崎

本格的な手作りパンが作れる、毎回好評の講座です。
定員:10名程度

手話講座

通年 全6回 事前申込制 南篠崎

2020年には東京パラリンピックが行われます。
手話を学んで視野を広げてみませんか？

Café the world

通年2～3回 事前申込制 南篠崎

Let’s know the world through Food & Game.
Come on！ Minamishinozaki！！

HIRAIcafe

隔週金曜日 申込不要 平井

隔週金曜日は料理の日！共育プラザ平井の調理室が
開放されます。友だちを誘ってLet’s cooking♪

World Rally–世界を飛び回れ-

6月上旬予定 事前申込制 平井

色々な国の文化に触れよう！プラザ平井でWorld Rally！

Bistro PLAZA

5月中旬予定 事前申込制 平井

その時々のテーマに沿った料理講座を開催します。
定員:10名程度

Artisan/HIRAI ( アーティザンヒライ)

6月下旬予定 事前申込制 平井

Let’s DIYで出来ないモノづくりはこちらで。
その時々のテーマに沿ったクラフト講座を開催します。
定員:10名程度

屋上緑化について研究しよう
～東大院生と一緒に学んでみよう～

3月下旬～7月下旬 事前申込制 平井

東京大学大学院生と一緒に屋上緑化を研究しよう！
実地での観察・レポートから論文発表まで一緒に研究し
ていきます。
定員:30名程度

共南祭

7月16日(日)予定
事前申込制
（スタッフ）

南小岩

共育プラザ南小岩・最大かつ毎年大盛況のお祭り！
地域の方の協力もありますが、一緒に盛り上げてくれる
中高生スタッフも大・大・大募集です！

南小岩ツアー

4月下旬予定 事前申込制 南小岩

新中学1年生の歓迎会。共育プラザ南小岩の部屋別利用
法や年間イベントをプラザの先輩達から教えてもらおう!
定員:15名程度

Let’s play! 卓球

毎週水曜日16:00～18:00 申込不要 南小岩

卓球初心者のみなさん、卓球を教えてもらえるチャン
ス！経験者ももちろん参加OK！地域の方が優しく教え
てくれます。

南小岩シアター

5月5日(祝)・夏休み期間中 申込不要 南小岩

100インチの大スクリーンで大勢で映画を観よう！
この日だけは小学生や子育て親子さんも参加OK。
みんなからの上映作品リクエストも待ってます！

English Camp in Kyoiku-Plaza

7月22日(土)～23日(日) 事前申込制 平井

中高生と外国の方が共育プラザでレクリエーションなど
を通して交流するイベントです!!
プログラムはすべて英語で実施します♪

プラザ杯

4月予定 事前申込制 葛西

各スポーツのチャンピオンを決める大会です。サッカー
やバスケ、卓球など自分の得意な種目でチャレンジして
みよう！

バスケ・フットサルの日

毎週火曜日16:00～17:20 申込不要 葛西

バスケとフットサルが予約なしで遊べるよ！
たくさん使って周りとの差をつけちゃおう！

共○超会 ～共育プラザで○○しながら
超楽しくみんなのやりたいことを探す会～

隔月 初回4月予定 事前申込制 葛西

みんなで超楽しい○○をしながら、プラザでやってみた
いことを探す会です。プラザがもっとこうなったらいい
なという意見も待ってます！

卓球講座

毎月第1土曜日15:00～16:50 事前申込制 葛西

先生がやさしく、丁寧に教えてくれるよ。
初心者も経験者も大歓迎！
定員:先着10名

ダンスの日

毎月第2金曜日17:00～20:50 申込不要 葛西

スポーツルームがダンス専用フロアになるよ！
広々とした空間で思いっきり練習しよう！

アウトドア料理教室

隔月 初回5月14日(日) 事前申込制 葛西

ただの料理教室ではありません。なんと、アウトドアで
料理しちゃうんです！楽しいこと間違いなし☆
定員:15名程度 WORK TRIP

不定期開催 事前申込制 葛西

まるで日帰り旅行のように、いろんな仕事をのぞいてみ
よう！様々な職業のプロの方をお招きするよ！お話を聞
くだけじゃなく体験もできちゃうかも？

その他情報や各イベントの詳細についてはTwitter・Facebook・HPをチェック!!
※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。各プラザへお問い合わせください。

ENGLISH WITH TOM

毎月 事前申込制 一之江

楽しくゲームをしながら、ネイティブスピーカーと英語
で話そう！ヒヤリング力・スピーキング力アップのチャ
ンス！！

曜 日 会 場 時 間

火 一之江

16:55～20:00
水 小岩・南篠崎

木 葛西

金 南小岩

土 ※特別講座
14:00～16:55

日 平井

大学生が勉強のサポートをします!!

◆定 員:各会場 毎回20名
◆参 加 費 :無料
◆参加方法:左記実施日に直接会場へ
◆持 ち 物 :自習道具・筆記用具
※特別講座:年6回土曜日に実施予定


