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2０２3年（令和5年）2月号  Vol.233 

「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。 

現在、社会教育関係団体に登録されている団体の登録証

（薄緑色）の有効期限は令和5年3月31日です。 

登録更新の期間中に登録更新手続きがない場合は、登録

が取り消されますのでご注意ください。 

申請方法は、「窓口申請（予約制）」「電子申請」「郵

送申請」「預かり申請」の４種類があります。 

手続期日間近になると混み合う恐れがありますので、

「窓口申請（予約制）」をご希望の方は早めにご予約く

ださい。 

「窓口申請（予約制）」は、平日のほか２月18日（土）、 

19日（日）も受付けをしています。 

生涯学習課  社会教育担当 
        問合せ  ☎ 5246-5821 

台東区生涯学習センターミレニアムホール 

避難訓練コンサートを開催しました！ 

 

1月12日（木）に台東区生涯学習セ
ンターミレニアムホールにて、生涯
学習センターでは初めての試みとな
る「避難訓練コンサート」が開催さ
れました。 
東京消防庁音楽隊によるコンサート
で、演奏中に災害が発生した想定で
避難訓練を行いました。 
午後1時30分に開演、3曲目の『G線
上 の ア リ ア』の 途 中 で、「地 震 発
生！」のアナウンスで避難訓練が始
まります。そこから、職員の誘導に
伴い、各自避難場所への避難が始ま
ります。避難場所に全員たどり着い
たことが確認できた後、参加者は再
び ミ レ ニ ア ムホ ー ル に戻 り、コン
サートが再開されました。 
110名の方が参加され、終演後、さ
まざまな感想が寄せられました。 
「訓練でも、実際に動いてみると気
付きも多く、勉強になった」 
「何回も来ているが、あんな所に階

段があるとは思わなかったので参加
してよかった」 
「避難階段が急で狭く押し合いにな
るのではと不安になった」等々。 
 
災害はいつ起こるかわかりません。
生涯学習センターをご利用される際
には、「もし、ここで災害が起こっ
たら…」と想像し、避難口の確認も
ぜひしてみてください。 
 

 

～当日のプログラム～ 
第10連隊行進曲（Death or Groly) 

鎌倉殿の13人 
G線上のアリア 

ファイヤーマンスピリットマーチ 
雷鳴と稲妻 

ロマンスの神様 
アルデバラン 

昭和歌謡コレクション 

演奏途中でのシェイク

アウト訓練の様子▷ 
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防災講座 

「男女共同参画の視点は災害

対応力のカギ！～災害関連死

の防止と受援力を高めるため

に」＜オンライン受講可＞   

近年、災害後の避難生活で命を落とす

災害関連死のリスクが認識されるよう

になってきました。また、高齢者、障

がい者、女性、子どもなど、災害時に

直面する多様な困難に対して、日ごろ

の備え、地域での助け合い、そして上

手に外部支援を受ける力を育むことも

大切です。 

 災害時の避難生活の実際を知るとと

もに、個人・家庭・地域における有効

な対策について学びます。   

▽講 師  

浅野 幸子氏 

（減災と男女共同参画 研修推進セン

ター 共同代表、早稲田大学地域社会

と危機管理研究所招聘研究員）  

▽日 時  

2月25日（土）午前10時～正午  

▽対 象   

どなたでも 

▽会 場 

男女平等推進プラザ403・404企画室

及びオンライン（Zoom形式）  

▽定 員  

会場：42名(先着順) 

オンライン：50名 

▽申込方法  

上記に電話か下記のQRコード、また

は直接、男女平等推進プラザまで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽託 児 

※託児（1歳以上の未就学児）あり。

希望する方は子どもの氏名・年齢を2

月18日(土)までに申し込み。 

 

 

 

 

講座 

「対等で、尊重し合える関係を
築く、『性』のはなし 
～性的同意について考えてみよう～」  
望まない性的な行為は性的暴力にあた
ります。性的暴力は年齢・性別関わり
なく起こり、夫婦・恋人間でも起こる
ものです。性的同意のない性的な行為
は決して許されるものではありませ
ん。このような性暴力・性被害はどの
ように起きるのか、身近な人が被害者
にも加害者にもならないための知識を
身につけ、性暴力をなくしていきま
しょう。同時に、尊重し合える関係の
作り方や性的同意について学びます。 

▽講 師 

染矢 明日香氏 

（性の健康啓発を行うNPO法人ピル

コン理事長）   

▽日 時  

３月１１日（土）午前１０時～正午 

▽対 象 どなたでも  

▽会 場 

男女平等推進プラザ403・404企画室 

及びオンライン（Zoom形式）  

▽定 員  

２０名(先着順)  

▽申込方法  

2月8日（水）より、上記に電話か下

記のQRコード、または直接、男女平

等推進プラザまで。 
 
 
 
 
 
 
  
▽託 児 
託児（1歳以上の未就学児）あり。 
希望する方は子どもの氏名・年齢を３
月４日（土）までに申し込み。 

コミュニティ・カフェ& 

たいとう絵本の泉コラボ企画 

大人向け絵本読み聞かせ 
※お子さんも参加可  
コミュニティ・カフェは、「はばたき

21」とカフェ運営委員が協働で開催

している事業です。 

現在は新型コロナウイルスの影響によ

り、コーヒーの提供はしておりません

が、お話しながら小物作りなどを行っ

ております。 

今回は男女平等推進登録団体のたいと

う絵本の泉とのコラボ企画で、大人向

け絵本読み聞かせを行います。どうぞ

お気軽にお越しください。 

 

▽日 時  

令和5年2月18日（土） 

午後2時～３時30分 

(読み聞かせは午後2時30分から）  

▽対 象  

どなたでも（予約不要・参加費無料） 

▽会 場 

男女平等推進プラザ（生涯学習セン

ター４階）調理コーナー    

    

  

  

   

   

  

  

  

   

 

 

 

 

男女平等推進プラザ 

      「はばたき２１」 
      問合せ ☎ 5246-5816 
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中央図書館 
         問合せ  ☎ 5246-5911 

台東区で生まれ育った作家の池波正太郎。

「鬼平犯科帳」「剣客商売」「仕掛人・藤

枝梅安」など時代劇の人気シリーズ、味わ

い深いエッセイなど、今なお多くの作品が

読み継がれています。 

池波正太郎生誕100年を記念して、

2023年はさまざまな記念事業を実施

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習センターで開催する 

記念事業 
    
    写真展       講演会  

 

３月24日（金）～31日（金） 

熊切圭介写真展「池波正太郎のリズム」 
 
４月２２日（土） 午後２時～４時 

講師：川本 三郎氏（文藝評論家） 
 
６月１７日（土） 午後２時～４時 

講師：細谷 正充氏（文藝評論家） 

【イベント】 ７月  

池波正太郎記念文庫を回ってクイズに答え

るクイズラリー。※先着で景品プレゼント 
 
７月７日（金）～２３日（日） 

但馬一憲写真展「池波正太郎の素顔」 

８月１９日（土） 午後２時～４時 

講師：ペリー荻野氏（時代劇研究家） 

９月１６日（土） 午後２時～３時半 

講師：今村 翔吾氏 

   （作家／第166回直木賞受賞） 

１１月１１日（土） 午後２時～４時 
講師：鶴松 房治氏 

 （池波正太郎記念文庫指導員） 

12月15日(金） 午後5時半～7時 

講師：山本 一力氏 

    （作家／第126回直木賞受賞） 

台東区少年少女発明クラブ作品展    
台東区少年少女発明クラブのクラブ員たちが創意工夫 

した作品を展示します。ぜひご覧ください！    

▽日 時    

２月２３日（木・祝）～３月３日（金）午前９時～午後５時  

※ただし最終日は午後１時まで  

▽会 場 生涯学習センター １階アトリウム 

生涯学習課    庶務担当 
(台東区少年少女発明クラブ事務局） 

問合せ  ☎ 5246-5815 

日曜おはなし会 

手遊びなどをはさみながら、絵本な

どを読みます。 

▽日 時  

2月12日、26日（日） 

午前11時～ 15分程度 

▽対 象  

3歳から小学校低学年の子供と保護者 

▽会 場  

中央図書館 こどもとしょしつ  

▽定 員  

8組程度（1組3名まで）  

▽申込方法 当日先着順 

       

ノーテレビデーおはなし会  

絵本の読み聞かせと手遊び、わらべうた  

▽日 時  

2月23日（祝・木）  

午前11時～ 20分程度  

▽対 象  

０歳から３歳までの子供と保護者 

▽会 場  

中央図書館 こどもとしょしつ 

▽定 員  

8組程度（1組3名まで）  

▽申込方法 当日先着順 

中央図書館 

池波正太郎記念文庫 
         問合せ  ☎ 5246-5915 

   生誕100年は池波正太郎だけじゃない！？ 

2023年 は、司 馬 遼 太 郎（1996年

没）、遠藤周作（1996年没）、佐藤

愛子（1923年～）も生誕100年を迎

えます。 

中央図書館では、企画コーナーとして

「生誕100年作家特集」を開設。 

この機会に、ぜひ生誕１００年を迎え

た作家たちの名著に触れてみてはいか

がでしょうか。 

昨年度の様子 

△ミニチュアのペーペークラフト
で池波正太郎の書斎を再現 
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          2023年 3月 

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 

5 6センター休館日 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16図書館休館日 17 18 

19 20センター休館日 21春分の日 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

2023年 2月 
日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 

5 6センター休館日 7 8 9 10 11建国記念日 

12 13 14 15 16図書館休館日 17 18 

19 20センター休館日 21 22 23天皇誕生日 24 25 

26 27 28     
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           〒111-8621 東京都台東区西浅草３丁目２５番１６号 

                            TEL  ５２４６-５８１１  

台東区公式ホームページ     http://www.city.taito.lg.jp/  

台東区生涯学習センター

ニュース二次元コード 

わたしの 

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！ 

生涯学習きっかけ相談実施日（午後1時30分～３時30分） 

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

