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文 化 財 講 座「須賀 一が写した台東区」参 加 者 募 集
す

が はじめ

浅草文化観光センターでの「須賀 一 コレクション 写真パネル展 part.4」開催（５月７日か
ら２９日）を記念して、写真家 須賀一氏に、台東区の風景を長年写してきた自らの写真家人生
と区内の風景変化や歴史について、作品を紹介しながらお話しいただきます。
▽
▽
▽
▽
▽
▽

日
時
参 加 料
講
師
場
所
定
員
申込方法

▽

応募期間

５月７日（土曜）午後２時から午後４時まで
無料
須賀 一氏（写真家）
浅草文化観光センター ５階 大会議室
５０人（先着順）
講座名・住所・電話番号・参加者全員の氏名（２人まで）を電話かファックス
で下記申込み先へ。
４月５日（火曜）から５月２日（月曜）まで

▽ 申込・問合せ先 台東区教育委員会 生涯学習課 文化財担当
電話 ５２４６‐５８２８ FAX ５２４６‐５８１４
※ 受付時間

土曜、日曜、祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで

台東区立中央図書館

郷土・資料調査室

企画展

「所蔵資料で見る谷中五重塔」

谷中分室開館 1 周年に合わせて、谷中天王寺五重塔にスポットを当て、所蔵資料で、幕末から現代に
いたるまでの歴史をたどる展示を行います。
▽期

間

３月１８日（金曜）から６月１２日（日曜）まで

▽場

所

中央図書館２階 郷土・資料調査室内

▽開館時間

月曜から土曜まで 午前９時から午後８時まで
日曜・祝日

▽休 館 日

ゆかりの文学コーナー

午前９時から午後５時まで

４月２１日（木曜）
・５月１９日（木曜）

「図書員によるスライドトーク」
企画展の展示内容について、図書員が見どころを解説します。
▽日

時

４月１４日、５月１２日

▽場

所

生涯学習センター５階

※ともに木曜・午後１時３０分から

５０４教育研修室

※３０分程度。申込不要・無料・各回先着５０名程度。
▽問 合 せ

中央図書館

郷土資料担当

電話５２４６‐５９１１

４月の休館日
【生 涯 学 習 センター】
【 中 央 図 書 館 】

４日（月曜）・１８日（月曜）
２１日（木曜）

１

学ぼう、身につけよう
みんなの生涯学習センター
企画展「所蔵資料で見る谷中五重塔」関連講演会「江戸時代の天王寺（旧感応寺）五重塔」
企画展に関連した講演会を開催します。
∇日時

５月１４日（土曜）午後２時から４時まで

∇講師

伊藤宏之（大正大学非常勤講師）

∇場所

生涯学習センター４階

∇対象・定員

中学生以上 ５０人（応募者多数の場合は抽選）

∇申込方法

往復はがき（一人一枚）に講演会名を明記し、氏名・住所・電話番号を記入の上、

４０７研修室

下記までお送りください。または図書館および区のホームページからご応募ください
∇応募締切日

５月６日（金曜）午後５時必着

∇申込・問合せ先

〒１１１‐８６２１ 台東区西浅草３‐２５‐１６
中央図書館

無料

郷土資料担当

電話 ５２４６‐５９１１

パートナーとの関係で悩んでいませんか

秘密厳守

区では、ＤＶに関して、身近な場所で相談できる環境と支援の充実に取り組んでいます。ひとりで悩まず、まず
はご相談ください。
☆ たいとうパープルほっとダイヤル （予約不要）☆
月〜土曜日 午前９時から午後５時まで
電話 ３８４７３６１１
※日曜日、第１・３・５月曜日（祝日の場合は翌日）を除く

◇こころと生きかたなんでも相談
生き方や人間関係、家族のこと…女性のフェミニストカウンセラーが応じます。
♪相談日時
火・土曜日 午前１０時から午後４時まで
水・木曜日 午後５時から９時まで
＊火・土曜日で面接相談を受ける方の１歳から就学前のお子さんをお預かりします。
（１週間前までに要予約）
♪相談方法 面接（女性のみ）
・電話（どなたでも）
◇女性弁護士による法律相談
離婚や親権、相続などの法律相談に女性弁護士が応じます。
♪相談日時
第２水曜日 午後１時から４時まで
第３木曜日 午前１０時から午後１時まで
第４火曜日 午後４時から７時まで
♪相談方法 面接（女性のみ）
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
♪相談時間 １回５０分
♪場

所

♪予約方法

男女平等推進プラザ

はばたき２１相談室（生涯学習センター４階）

電話で下記へ
＊＊＊予約電話番号＊＊＊

男女平等推進プラザ「はばたき２１」

電話

５２４６‐５８１９

※日曜日、第１・３・５月曜日（祝日の場合は翌日）を除く

２
２

こどもとしょかんまつり２０１６
日時：４月２３日（土曜）
・２４日（日曜）
場所：生涯学習センター

映画「かいけつゾロリ

おはなし会

まもるぜ！きょうりゅうのたまご」

▽日時：４月２３日（土曜）

▽日時：４月２４日（日曜）

①午前１１時から、午前１１時３０分から

①午前１０時３０分から

「絵本とわらべうたの会」（０〜３歳）

②午後２時から

②午後２時から

（開場は開演３０分前）

「いろいろ絵本でコンサート」（３歳〜）

▽場所：生涯学習センター

④午後３時から

▽対象：中学生以下の子どもと保護者

「えいごで絵本？えほんで英語！」（５歳〜）
▽場所：生涯学習センター

ミレニアムホール

▽定員：各回２７０人

１階アトリウム

※４月２日（土曜）から中央図書館こどもとしょ

▽おはなし会は事前申込不要です。

しつで整理券を配布します
（家族単位・先着順・座席は選べません）

すきな本の木
本の福袋

大好きな本を図書館で紹介してください。
みんなの好きな本で、図書館にきれいな花をさかせよう！

中身がわからないように、本を包んで貸出します。
どんな本が読めるのか、開けてからのお楽しみ！

▽対象：幼児から中学生まで
▽参加方法：中央図書館こどもとしょしつで配布してい
る本の紹介カードに、必要事項を記入して、カウンタ

▽場所：中央図書館
こどもとしょしつ

ーまたは回収箱に提出

▽対象：幼児から小学生まで

（紹介カードは２４日まで配布）

▽日時：４月２３日(土曜)・２４日(日曜)

▽展示期間：４月２３日(土曜)から３０日(土曜)まで

※なくなり次第終了

▽展示場所：中央図書館こどもとしょしつ

このほんだいすき
大好きな本をテーマにした絵を募集します
▽対象

：幼児から高校生まで（親子で参加も可）

▽申込方法：中央図書館こどもとしょしつで参加票を受け取り、作品（画用紙四つ切３８×５４ｃｍ以内・
希望者には中央図書館こどもとしょしつで配布）と一緒に提出
▽締切日

：４月２０日（水曜）

問合せ
中央図書館児童担当
５２４６５９１１

▽展示期間：４月２３日(土曜)・２４日(日曜)
▽展示場所：中央図書館こどもとしょしつ

３

平成 28 年度
自主学習支援事業 クラブ員募集
区内在住か在学の小学３年生から中学３年生を対象に、子どもたちの自主学習を支援するクラブを開講します。学
校の授業とはひと味違った体験的・実践的な学習で創造的な力を伸ばし、自ら学習し、考え、判断する力を育てるこ
とを目指します。活動期間は、平成２８年５月１４日（土曜）の開講式から平成２９年３月までです。

対象学年
クラブ名

台東区在住か
在学に限ります。

活動日時・活動場所

小学３年〜

わくわく

小学６年生

国語クラブ

中学１年〜

俳句・俳画作り、てん刻
作り、朗読等を通し、「話
す」「聞く」「書く」「読む」
を楽しく学ぶ

中学３年生
小学４年〜 ●毎月

のびのび
算数・数学クラブ

活動内容

費用

募集人数

３０人

傷害保険料

第２・４土曜日

８００円

いろいろなパズルやゲー
午前９時３０分〜１１時３０分 ム等を通して楽しく学
小学６年生
ぶ。数学検定への挑戦
中学１年〜 ■生涯学習センター
もあり
※ただし、歴史文化探検隊は区内各所

どきどき
歴史・文化探検隊

台東科学クラブ
<たんＱ>Ａコース

台東科学クラブ
<たんＱ>Ｂコース

なぜなぜクラブ

小学５年〜
中学３年生

傷害保険料

８００円
通信用はがき
（交通費等は実費負担）

●毎月 第２・４土曜日

●毎月 第１・３土曜日

個人・グループでテーマ
を決めて、観察・実験を
午後２時〜４時
中学３年生
■生涯学習センター、博物館等 行い、研究発表をする
小学４年〜

４５人

１０枚

物理・化学・生物・地学
等興味深いテーマ別に、
午後２時〜４時
中学３年生
■生涯学習センター、博物館等 観察・実験を行う
小学４年〜

５０人
３０人

中学３年生

区内に残る歴史的文化
遺産や史跡を探検した
り、伝統文化に触れたりし
ながら、郷土の歴史を学
ぶ

２０人

３０人

傷害保険料・
教材費

１,２００円

１５人

（交通費等は実費負担）

●毎月 第２・４水曜日
身近な科学の疑問につ
午後３時４５分〜４時４５分 いて、観察・実験・おもし
小学６年生
■生涯学習センター、博物館等 ろい科学工作等を行う
小学３年〜

２０人

※各クラブとも定員を超えた場合は、抽選になります。
※２つ以上のクラブに応募するときは、活動日時が重ならないよう注意して、往復はがき１枚につき、１名１クラブの申込みとなりま
す。
▽申込方法 往復はがきに下記事項を必ず記入のうえ、４月２０日（水曜）≪消印有効≫までに下記へ
往信裏面 希望クラブ名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学校名・学年・性別・生年月日・年齢（平成２８年５月１４日現在）・
印
保護者氏名○

返信表面 抽選の結果をお知らせしますので、あなたの住所・氏名をお書きください。
▽申込み・問合せ先 〒111‑8621 生涯学習センター 生涯学習課 庶務担当 電話 ５２４６‐５８１５
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