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 台東区生涯学習センターは、2001年（平成13年）9月26日にオープン。 
 今年20周年を迎えました。  
 趣味やスポーツ活動に親しんだり、新しい知識や技術を学んだり、地域活動に参画する
等々…区民の皆様のさまざまな生涯学習の場を応援してきました。 
――二十歳であろうが八十歳であろうが、学ぶことををやめた者は老人である。  
学び続ける者はいつまでも若い。人生で一番大切なことは、若い精神を持ち続けることだ。 
 アメリカの実業家、 ヘンリー・フォードの言葉です。 
 人生百年時代、これからもどうぞ台東区生涯学習センターをご利用ください。         

生涯学習センター 利用時間のお知らせ 

２０２１年（令和３年）１０月号  Vol.２１７  

「台東区生涯学習センターニュース」とは……台東区生涯学習センターの施設情報をはじめ、生涯

学習センターにある生涯学習課・中央図書館・男女平等推進プラザ・スポーツ振興課・教育支援館が

実施する講座・催し物等をお伝えする広報紙です。 

 緊急事態宣言の解除に伴い、１０月１日（金曜）から、生涯学習センター内の施設のご利用時間は下記のとおりです。 
 引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部施設の定員を制限させていただいております。 
 皆様のご理解とご協力の程、お願いいたします。休館日は4ページのカレンダーでご確認ください。 
 ※1階受付での使用料払込・予約取消(還付)手続きは、午前9時から午後8時まで。 

利用時間 
午前9時から午後8時まで 

（日曜日・祝日は、午後５時まで) 

階数 施設名称 

１階 中央図書館 池波正太郎記念文庫 

2階 中央図書館 郷土・資料調査室 

午前9時から午後9時まで 

地下１階 スタジオ 

２階 
ミレニアムホール 

マルチメディアルーム  

※午後8時まで（日曜、祝日、第3木曜は、午後５時まで） 

３階 

トレーニングルーム  

各研修室 会議室 リハーサル室 

学習室（個人利用含む） 

４階 
男女平等推進プラザ 活動交流コーナー 情報コーナー 資料作成室 

和室 研修室 企画室 こども室 

５階 コンピューター研修室 教育研修室 

月曜から金曜まで、

 
６階 学校教育情報室 
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郷土・資料調査室 企画展 

「絵本江戸土産  

   ～広重が描いた台東区～」 
 『絵本江戸土産』は、江戸時代、歌川

広 重（初 代）に よ っ て 嘉 永3年

（1850）から出版された江戸名所の

ガイドブックです。初編から七編までを

初代広重が描いており、江戸各地の名

所を細かく記載しています。 

 本企画展では、台東区立中央図書館

で所蔵している資料の中から『絵本江

戸土産』を中心に展示し、浮世絵や和

本と比較しながら、そこに描かれた台

東区の姿と変遷をご紹介します。 

▽期  間  １２月１２日（日曜）まで 

▽会  場  

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 午前9時から午後8時 

（日曜・祝日は午後5時まで） 

▽休 館 日   

１０月２１日（木曜）・１１月１８日（木曜） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性に対する 

暴力根絶のためのシ

ンボルマーク 

女性が腕をクロスさせ

た姿は、女性に対する暴

力を断固として拒絶す

る強い意志を表してい

ます。 

 

「女性に対する暴力をなくす運動」 
パネル展開催 
 国際連合は、１１月２５日を「女性に対

する暴力撤廃国際日」と定めています。

これに基づき、国では毎年１１月１２日

から２５日までの２週間を「女性に対す

る暴力をなくす運動」の実施期間とし

ています。男女平等推進プラザは、この

期間に暴力根絶への思いをこめて、パ

ネル展を開催します。 

▽期  間  

１１月12日（金曜)から25日（木曜）まで 

▽会  場  生涯学習センター 

 
【Zoomによるオンライン講座】 

あの！田房永子さんに聴く 

「キレる私への処方箋」 

 夫に対して理不尽にキレてしまう自

分自身の姿、葛藤を赤裸々に表現した

作品『キレる私をやめたい～夫をグー

で殴る妻をやめるまで～』(竹書房)の

著者である田房永子さんをお招きして

お話を伺います。 

▽講 師 田房
た ぶ さ

 永子
え い こ

さん 

             (漫画家・エッセイスト) 

▽日 時 １２月４日(土曜) 午前１０時

から正午まで 

▽対 象 女性 

▽定 員 ２０名(申込み先着順) 

▽申込方法 右記の二次元コードから

申込み。 

 

▽受付開始日  

１０月２３日（土曜）午前9時から 

 

 

 

 

 

 

 

男性向け講座 

「こんなところにジェンダーバイアス⁉ 

―失敗から考える男らしさの呪縛」  
 無意識の言動の中に未だに存在して

いる「男らしさ」の呪縛やジェンダーの

問題。日常の身近な事例を元に考え、

これからの男性の生き方について探っ

ていきます。  

▽講  師  清田 隆之さん  

    （恋バナ収集ユニット「桃山商事」代表）  

▽日  時  １０月３０日（土曜） 

午後2時から午後3時30分まで 

▽会  場 生涯学習センター４階 

          ４０３・４０４企画室 

▽対  象 どなたでも 

▽定  員  ２０名（申込み先着順） 

▽託  児 １歳以上の未就学児 

１０月２３日（土曜）までに要予約 
 
区民学習活動支援事業対象講座 
 「つくろう！自分のトリセツ 
            (取扱説明書）」 
 自分のありのままを大切に、今の感情
にフォーカスしながら自分のトリセツ
(取扱説明書)を作っていきます  
▽講 師 野際 里枝 さん 
（足立区ＮＰＯ活動支援センター相談員／我孫子市
市民活動ステーションコーディネーター／グラフィック
レコーダー／媒体制作ディレクター）  

▽日 時 １１月２７日（土曜）  
        午後2時から午後4時まで 
▽会  場 生涯学習センター４階 
         ４０３・４０４企画室 
▽対  象 どなたでも 
▽定  員 ２０名（申込み先着順） 
▽受付開始日  
１０月２３日（土曜）午前9時から 
▽託  児 １歳以上の未就学児 
１１月２０日（土曜）までに要予約 
▽主  催 ＮＰＯ法人台東区の子育て
を支え合うネットワーク 
 

中央図書館 
         問合せ  ☎ 5246-5911 

男女平等推進プラザ 

      「はばたき２１」 
       問合せ ☎ 5246-5816 

 以下の2講座は、電話、もしくは来
所でお申込みください。 
 ＜日曜・センター休館日を除く、 
午前9時から午後5時まで＞ 
※託児希望の方は、予約時にお申込
みください。 
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区民学習活動支援事業対象講座 
「楽しくまなび、楽しく実践！ 
   親と子がつながる子育て」 
  
①感情的にならない子育てを学ぼう 
子育て中のイライラ、ありませんか？ 
 大きな声出しちゃった…、イラっとして
子どもにあたっちゃった…、寝顔を見て
後悔する… 
 「感情的にならない子育て」につい
て、一緒に学んでみませんか？ 

②親から子どもに伝える性のはなし 
子どもたちに命の大切さを伝えること
で、自分自身を守ること、相手を大切に
する優しい気持ちを育てることを学びま
す。 
▽講 師  
①高祖 常子さん（認定子育てアドバイザー）  
②くぼた まさこさん（とにかく明るい性教
育パンツの教室協会 未就学児担当講師）  

▽日 時 
①１１月１３日（土曜） 
  午前１０時から正午まで 
②１２月１１日（土曜） 
  午前10時から午前11時30分まで 
▽会  場  
①生涯学習センター４階４０３・４０４企
画室 
②オンライン＜Zoom＞ 
▽対  象  
①小学生以下の子どもがいる保護者 
②未就学児の保護者 
▽定  員 各２０名（申込み先着順） 
▽申込方法 下記の二次元コードから
申込み。 
▽託  児 １歳以上の未就学児 
１１月６日（土曜）までに要予約※①の
講座のみ 
▽主  催 ワーキングマザーサロンたいとう 

須賀 一コレクション 写真パネル
展 Ｐａｒｔ．９「上野寛永寺」 
 区内在住の写真家・須賀一氏が撮影
した写真パネル展を開催します。昭和
61年から平成元年までの間に撮影し

た寛永寺の写真を展示します。 
▽日  時   
１１月１５日（月曜）から２２日（月曜）まで 
※２０日（土曜）・２１日（日）は、閉庁日
のためご覧いただけません。 
▽会  場   
台東区役所１階ロビー 
（台東区東上野４－５－６） 

 

文化財講座  

「横山大観旧宅及び庭園 

 ――建築のしつらいから 

  大観の画業への思いを探る」 
 上野不忍池のほとりにある横山大観

記念館は、生前、大観の画業・交流・生

活の場として使用しされていました。大

観の画家ならではの工夫が凝らされた

この建物について学びながら、画業へ

の思いを探る一時を過ごしましょう。 

▽講  師 松野 浩一 氏 

（松野浩一建築研究所長・東洋大学

客員教授） 

▽日   時 １１月２０日（土曜） 午後2時か

ら午後4時まで 

▽会  場 生涯学習センター ５０４ 

▽定  員 ２５名（応募者多数の場合

は区内在住の方優先で抽選） 

▽申込方法  往復はがき（１人１枚）

に、講座名・希望人数（２人まで）・参

加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・代

表者の住所・電話番号をご記入のう

え、下記まで申し込み。 

▽申込先  

〒111-8621 台東区西浅草3－25－16 

生涯学習センター 

台東区教育委員会生涯学習課文化財担当 

▽申込締切 １１月５日（金曜）必着 

 

 
文化財講座 
 「谷中地区の遺跡について」 
 谷中の発掘調査中の現場などを巡

り、現地の遺跡等について学びます。 

▽講  師 小俣 悟 氏 

     （台東区文化財保護調査員） 

▽日  時 １１月１３日（土曜）  

         午後2時から午後4時まで 

▽集合場所 防災広場初音の森 
         （台東区谷中５丁目６－５） 
▽見学場所 谷中７丁目発掘調査地、 
天王寺五重塔跡地等 
▽定  員 １５名（先着順） 
▽申込方法 講座名・希望人数（２名
ま で）・参 加 者 全 員 の 氏 名（ふ り が
な）・年齢・代表者の住所・電話番号を
明記し、電話又はファックスにて申し込
み。 
☎ ５２４６－５８２８ 
ファックス  ５２４６－５８１４ 
▽申込締切 １０月２９日（金曜） 

【Zoomによるオンライン講座】 

＜連続 全５回講座＞ 

家庭教育支援者養成講座２０２１ 

「“家 庭・子 育 て・親 の い ま”を 

ともに学ぶゼミ」 
 家庭を、子育てを、親（子）を、支えた

いという仲間とともに学び合うゼミで

す。支援活動でどのようなまなざしを持

つことができるか、仲間とともに考えて

みませんか。全５回の連続講座のなか

では、ゲストスピーカーからの話題提供

をもらいます。 
▽日  時  11月21日 か ら12月19日
の毎週日曜（全５回） 午前10時から
正午 

▽対  象 区内在住か在勤（学）で家

庭教育支援に関心のある方 

▽定  員 1２名（抽選） 

▽申込方法 下記の二次元コードから

申込み。※受講者にはＵＲＬとパスワー

ドを送ります。 

▽申込締切 １１月４日（木曜） 

 

生涯学習課  文化財担当 
        問合せ  ☎ 5246-5828 

生涯学習課  社会教育担当 
        問合せ  ☎ 5246-5811 

▲横山大観旧宅及び庭園表門  
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2021年 10月 
日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 

3 4  センター休館日  5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18センター休館日 19 20 21 図書館休館日 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

2021年 11月 
日 月 火 水 木 金 土 

 1 センター休館日 2 3 文化の日 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15センター休館日 16 17 18 図書館休館日 19 20 

21 22 23 勤労感謝の日 24 25 26 27 

28 29センター休館日 30     

参加したい講座や行きたい 

イベント、サークル活動の

予定なんかを書き込んでね！ 

わたしの 

台東区生涯学習センター

ニュース二次元コード 

http://www.city.taito.lg.jp/

