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２０２２年（令和４年）１月号  Vol.２２０ 

「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。 

２０２2年、新しい年が始まります。 

今年は、何を学びますか？ 

何か始めたくなったら、ぜひ台東区生涯学習センターへ。 

台東区生涯学習センターでは、皆さんの「学びたい！」の 

お手伝いをします。 

「台東区 学びの掲示板」が 

  始まります！ １階・情報コーナー 

 台東区生涯学習センター１階にある「情報コーナー」を

ご存知ですか？ 
  
 「情報コーナー」では、区民の皆様の生涯学習に役立てて

いただくために、行政、および生涯学習に関するさまざまな

ちらしを置いて、ポスターを掲示しています。 
 
 このたび、区内で活動する団体やサークルの皆様が主催

する講座、イベントや会員募集等についても、ちらしやポス

ターを掲示できるようになりました。 １月中旬から、開始予

定です。 
 
 申込みには必要事項(右記参照）があり、所定の申込書

を書いて、生涯学習課に提出していただく必要があります。   
  
 サイズ・枚数は、ポスターはA3判まで１枚のみ、ちらし等は

A４判まで２０枚まで、期間は原則２カ月までとなります。 

 ※申込みから決定まで約１週間かかります。 

 

 

 

 

詳しくは下記までお問合せください。 

【お問合せ】生涯学習課 情報コーナー担当  

☎ ５２４６－５８１１（平日 午前９時～午後５時）  

 

お仲間を募集したい団体・サークルの皆さん、 

ぜひご活用ください。 

＜設置に関する主な必要事項＞ 
□区民で構成される任意団体の場合、台東区民が半数を占める 

  こと。 

□営利・商業を目的としたもの（勧誘行為・物品販売・ 

  斡旋等）ではないこと。 

□政治活動や宗教活動を目的とするものではないこと。 

□人権を侵害するものではないこと。 

□著作権・肖像権を侵害するものではないこと。 

□主催者・連絡先を記載すること。 



 

台東区生涯学習センターニュース 202２．１ vol.220 

男女平等推進プラザ 

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

 

  

 

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 １月２３日（日） 午前１１時～ 

▽対象  ０歳から３歳のお子さんと保護者

▽会場 生涯学習センター４階  

        ４０７研修室    

▽定員  ６組（１組３名まで） 

▽申込方法  １月１１日（火） 

            午前９時から電話で申込み 

▽申込締切  定員になり次第締切。 

  

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 １月２９日（土）  

        午前１０時３０分～    

▽対象 ３歳から小学校低学年のお子  

        さんと保護者    

▽会場  生涯学習センター３階  

        ３０１研修室    

▽定員 ６組（１組３名まで） 

▽申込方法  １月１4日（金） 

            午前９時から電話で申込み。 

▽申込締切  定員になり次第締切。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなのはばたき２１フォーラム 

パネル展    

男女平等推進団体、そして、例年９月に

行われる男女共同参画のイベント「みん

なのはばたき２１フォーラム」を企画して

いるフォーラム企画委員会によるパネル

展を開催します。      

▽日時 2月9日(水）～14日(月） 

▽会場  生涯学習センター１階アトリウム 

 

オンライン講座に参加しよう！ 

初心者のための「Zoom」の 

使い方講座    

自分の端末から、オンライン会議システム

Zoomの講座に参加できるよう、実際の操作の

仕方などを詳しく丁寧にお伝えする講座です。

▽講師  ＩＴボランティア虹の会  

▽日時 2月5日(土) 

        午前10時～正午 

▽対象 どなたでも  

         ※主にZoom初心者の方  

▽会場 台東区立男女平等推進プラザ  

       (生涯学習センター4階） 

       403・404企画室    

▽定員 20名（申込順）    

▽申込方法 電話、または直接、男女平等 

               推進プラザまで。  

▽申込締切  定員になり次第締切。 

▽託児 託児（1歳以上の未就学児）希望者 

         は、1月29日(土）までに子供の氏名・ 

                  年齢を申込先へ。 

▽持ち物 お手持ちのパソコンやタブレット、  

                         スマートフォン 

※受講にあたっての注意事項 

「Zoom」がご自身の端末にインストー

ルされている状態から講座を始める予

定です。  

講座開始前にインストール作業を行うた

め、開始時間15分前に来場いただくと

スムーズに始められます。 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

  

聞こえていますか？  

言葉にならないSOS  
～生きづらさを抱えた 

              若年女性たちの今～  

貧困・虐待・性的搾取…。 

様々な困難を抱える少女・若年女性た

ちは、コロナ禍により、ますます苦境に立

たされています。 

そうした女性たちの心に寄り添い支援を

続ける若草プロジェクトの活動から、彼

女たちの生きにくい現状を理解し、社会

や地域の中で孤立させないために私た

ちにできることは何なのかを考えます。 

▽講師 大谷 恭子氏 

           （若草プロジェクト代表理事・ 

            弁護士） 

 

  

 

 

 

 

 

▽日時 2月12日(土)  

       午後２時～４時    

▽対象 どなたでも    

▽会場 台東区立男女平等推進プラザ 

            403・404企画室    

▽定員 20名（申込順）  

▽申込方法  1月20日(木)から電話、 

           または直接男女平等推進 

           プラザまで。  

中央図書館  

問合せ  ☎ 5246-5９１１ 
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生涯学習課  庶 務 
  （台東区少年少女発明クラブ事務局） 

問合せ  ☎ 5246-581５ 

社会教育センター 
        問合せ  ☎ 3842‐５３５２ 

▽申込締切  定員になり次第締切。  

▽託児 託児（1歳以上の未就学児） 

      希望の方は、2月5日(土)までに 

      子供の氏名・年齢を申込先へ。 

※新型コロナウイルス感染症防止の観

点から、直前でZoom形式に変更になる

可能性があります。変更の場合は、申込

者にお知らせします。 

 

みんなの視点で考える災害時

のトイレ対策 
～家や避難所での備えと心がまえ～ 
災害時の困りごと上位の「トイレ問題」。

多くの人が共に過ごす避難所では多様

なニーズがあります。 

被災時の自宅と避難所生活で備えてお

きたいトイレ対策を通じて、防災に女性

や様々な方の視点が必要な理由を学び

ましょう。    

▽講師  高橋 聖子氏 

             (インクルラボ代表、防災士) 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽日時 ２月１９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    

▽定員  ２０人（申込順）  

▽申込方法 １月２０日（木）から、電話、   

                   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）希 

            望の方は、2月12日（土）まで 

            に子供の氏名・年齢を申込先 へ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台東区少年少女発明クラブ主催 

小・中学生向け発明教室 

「知的財産
ち て き ざ い さ ん

ってなんだろう？」

知的財産の専門家である弁理士
べ ん り し

さん

が、分かりやすく解説してくれます。 

電子紙芝居や工作を通して楽しく学び

ましょう！   

▽日時 ２月２６日（土）  

       午後２時～４時 

▽対象 区内在住、もしくは在学の小・ 

             中学生    

▽会場 生涯学習センター４階  

        ４０７研修室    

▽定員  ３６名（抽選）    

▽申込方法  下記の二次元バーコード 

                     から電子申請で申込み。

▽申込締切  １月２１日（金）午後５時まで。

    

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共に気づく、学ぶＳＤＧｓ講座 

～最近よく耳にするＳＤＧｓ、私たち

はどうする？～ (全４回）   

「我々の世界を変革する持続可能な開

発のための２０３０年アジェンダ」を達成

するために、ＳＤＧｓが自分たちとどのよ

うに関係するのか？  

ゲームやワークショップを通して、共に気

づき、学び、考えるＳＤＧｓ入門講座です。 

▽講師   

川口 真実氏（公益社団法人セーブ・

ザ・チルドレン・ジャパンアドボカシー室）

※②③   

▽日 時   

①２月６日(日） 午後２時～４時 

「ゴー・ゴールズ！ すごろくでＳＤＧｓを学ぼう」 

②２月１３日(日） 午後２時～４時 

「ＳＤＧｓが採択される１５年前の世界と

未来（２０３０年）の世界」 

③２月２０日(日） 午後２時～４時 

「目の前にいない人へ思いを寄せて～

世界の子どもたちの状況からＳＤＧｓを

考える～」 

④２月２７日（日） 午後２時～４時 

「わたしの２０３０アジェンダをつくってみ

よう」 

▽対象 台東区在住・在勤・在学の１６ 

            歳以上の方    

▽会場 社会教育センター ホール 

▽定員 ２０名    

▽申込方法   

往復はがきに、講座名・住所・氏名（ふり

が な）・年 齢・性 別・電 話 番 号、在 勤

（学）の方は勤務先（学校）名・所在地・

電話番号を書いて、下記申込先へ。 

▽申込先  

〒１１０－００１５   台東区東上野６－１６－８  

社会教育センター  

▽申込締切  1月25日 (火）必着 

電子紙芝居「パン職人レオ君の物語」より 

電子紙芝居「君も今日からエジソン」より 
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台東区生涯学習センター

ニュース二次元コード 

2022年1月 
日 月 火 水 木 金 土 

     
                 

 
センター休館日 

１元旦 

２ ３  センター休館日 ４ ５  ６ ７ ８ 

９ １０ 成人の日 １１ １２ １３ １４ １５ 

１６ １７センター休館日 １８ １９ ２０図書館休館 ２１ ２２ 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

３０ ３１センター休館日      

2022年 2月 
日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7  センター休館日 8 9 10 11 建国記念の日 12 

13 14 15 16 17図書館休館日 18 19 

20 21センター休館日 22 23 天皇誕生日 24 25 26 

27 28      

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 

図書館休館日 

図書館休館日 

図書館休館日 

※「センター休館日」は、中央図書館を除いた施設の 

  休館日です。 

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

