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生涯学習課  学習館 
問合せ  ☎ 5246-5811 

「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。 

台東区ＨＰ 

生涯学習課    庶務担当 
問合せ  ☎ 5246-5815 

台東区社会教育団体協議会の加盟団体

が、日頃の成果を発表する、年に一度の

祭典です。入場は無料です。 

どうぞお気軽にご来場ください。  

    

展示の部 
▽日時 

10月23日(日)～11月3日(木・祝) 

午前9時30分～午後4時30分 

（最終日は、午後4時まで） 

▽会場 

生涯学習センター1階アトリウム 

 

舞台の部 
▽日時 

11月3日（木・祝） 午前10時～午後5時 

▽会場 

生涯学習センター2階ミレニアムホール 

茶席の部 
▽日時 

11月3日（木・祝） 午後1時～4時 

▽会場 

生涯学習センター4階和室 

 

【台東区社会教育団体協議会加盟団体】 

台東区華道茶道文化協会 

台東書道連盟 

台東川柳人連盟 

台東区吟剣詩舞道連盟 

台東区短歌連盟 

台東区合唱連盟 

台東区美術会 

台東区民謡連合会 

台東区写真連盟 

台東区ボーイスカウト・ガールスカウト協議会 

台東区能楽連盟 

台東区体育協会 

台東区ラジオ体操連盟 

台東区舞踊協会 

台東区立幼稚園ＰＴＡ連合会 

台東区カラオケ協会 

区内の皆様の「何かを学びたい」「体

験したい」といった生涯学習活動を行

う方の要望を叶えるため、『生涯学習

ガイド（講座・イベント）』を作成し

ました。 

各種講座やイベント情報、施設情報な

ど、生涯学習活動に役立つ情報を台東

区ＨＰ内で掲載しています。 

また、生涯学習センター１階の生涯学

習情報コーナーで閲覧することも可能

です。 

ぜひ、ご活用くだ

さい。 
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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 

 

 

 

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    

10月2日、16日、30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 6組（1組3名まで）  

▽申込方法  

当日先着順。定員になり次第締切  

 

読み聞かせボランティア養成講座

スキルアップ編（小学生向け）  

基礎の振り返りから、10～15分程度

のおはなし会プログラム作成までを2

日間の講座で学習します。 

▽講師 

児 玉  ひ ろ み 氏（JPIC読書アドバイ

ザー） 

▽日時 

10月11日、25日（火）  

午前10時～11時30分 

▽対象  

読み聞かせボランティアとしての経

験が浅く2回とも受講できる方 

▽会場  

生涯学習センター5階 504研修室 

▽定員 20名    

▽申込方法 

上記宛に電話（先着順）で申込み。

定員になり次第締切。 

 

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  

10月23日（日）  

午前11時～ 20分程度   

▽対象 

０歳から３歳の子供と保護者 

▽会場  

中央図書館 こどもとしょしつ 

▽定員 6組（1組3名まで）  

▽申込方法 

当日先着順。定員になり次第締切 

 

 

 

ぬいぐるみおとまり会   

おはなし会の後、ぬいぐるみを預かり、ぬ

いぐるみが読書や図書館を探検をする様子

をアルバムにします。また一人一人に合わ

せた本の紹介をします。    

▽日時 

10月29日（土） 午前11時～ 

▽対象   

図書館利用登録のある幼児～小学校

低学年の子供。 

▽会場    

生涯学習センター4階 和室さくら 

▽定員   

10名（子供一人につきぬいぐるみ一体）

▽申込方法 

10月5日（水）午前9時より上記宛に

電話（先着順）で申込み。定員にな

り次第締切。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座「女性のライフステージとグ

リーフ（悲しみ）〜経験者のお話と、

日常にあるグリーフへの理解〜」  

女性は、社会での活躍を求められる

一 方 で、妊 娠・出 産・子 育 て・介

護・更年期などライフステージを通

じてさまざまな壁にぶつかり、生き

づらさや働きづらさを抱えやすく

なっています。講師２名が自らの不

妊 治 療、が ん 治療 な どの 経 験 を交

え、普通に働くことの難しさ、日常

にある生きづらさ、それにまつわる

悲しみ（グリーフ）や支え方につい

て対話します。多様な生き方がある

中、お互いに理解し支え合える社会

に向け、一緒に考えてみませんか。

▽講師  

西部 沙緒里氏 

（株式会社「ライフサカス」代表取締役、

一般社団法人「かぞくのあした」代表理

事、NPO「女性医療ネットワーク」理事、

独立行政法人「中小企業基盤整備機構」中

小企業アドバイザー） 

大城 京子氏（株式会社ベターパー

トナーシップ代表取締役、臨床スピ

リチュアルケア師）   

▽日時  

11月20日（日） 

午後２時～４時（開場は30分前） 

▽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名(先着順)    

▽申込方法 

10月5日(水）より、電話、または直

接男女平等推進プラザまで。定員に

なり次第、申込み締切。    

▽託児 

託児（1歳以上の未就学児）あり。希

望する方は子供の氏名・年齢を11月

12日（土）までに申込み。   
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生涯学習課  社会教育担当 
        問合せ  ☎ 5246-5821 

生涯学習課  社会教育担当 
 問合せ  ☎ 5246-５８5１ 

                  ジュニアオーケストラ事務局 

生涯学習課  文化財担当 
問合せ  ☎ 5246-5828 

 

 

 

 
文化財講座 
須賀一写真パネル展 
「わが町、上野 寛永寺」を語る。 
  

須賀一写真パネル展「わが町、上野 

寛永寺」に関連するスライドトークを

行います。 

▽講師    

須賀 一氏 

(台東区写真連盟名誉理事長・写真家) 

石川 亮岳氏(寛永寺執事) 

細川 明日香氏 

(台東区文化財保護調査員)  

▽日時 

11月13日（日）午後2時～3時30分 

▽対象 どなたでも 

▽会場 

台東区役所10階 研修室 

（台東区東上野4-5-6） 

▽定員      

２0名（抽選） 

※応募者多数の場合は区内在住の方優先。

▽申込方法 

往復はがき（１枚のはがきで２名まで

応募可能、重複応募不可）に①講座名

②参加者全員の氏名（ふりがな）③参

加者全員の年齢④代表者の住所⑤代表

者の電話番号を明記の上、下記へ。 

▽申込先 

〒111-8621  

台東区西浅草3-25-16  

台東区教育委員会生涯学習課文化財担当 

▽申込締切  

10月21日（金）必着   

 

 

 

 

 

 

 

発達をうながす親子の関わり 
乳幼児家庭教育学級運営団体向け講座 

（オンライン開催）    

乳幼児期の愛着形成、発達、支援技術

を学び、子育て支援のスキルアップを

めざします。乳幼児支援者の方、子育

て中の方、子育てに興味がある方にぜ

ひ聴いていただきたい講座です。  

▽講師   

永田陽子氏（臨床心理士、ＮＰＯ法人

子ども家庭リソースセンター理事） 

▽日時 

11月15日（火）午後7時～9時 

▽対象 

区内で家庭教育支援の活動を行ってい

る（今後予定している）団体に所属し

ている方、子育てに興味がある方。 

▽定員  15名（抽選） 

▽申込方法    

下記の区のホームページの応募フォー

ムから申込み。 

 

 

 

   

   

 

    

 

▽申込締切  11月8日（火）  

  

  

   

 

 

 

 

 

台東区ジュニアオーケストラ  

アンサンブル部  

第34回定期演奏会を開催します！ 

▽日時 

11月13日（日） 

午後2時開演（1時30分開場）  
▽対象 

どなたでも（入場整理券が必要） 
※入場整理券（無料/自由席）は、10月

5日（水）より生涯学習センター1階受

付（第1・3・5月曜日休館）で配付。 

▽会場 

生涯学習センター2階 ミレニアムホール 

＜曲目＞ 

第1部 アンサンブルの部 

木管5重奏：交響曲 第2番 ニ長調 第3

楽章 / J.ブラームス 

弦楽4重奏：弦楽4重奏曲 第2番/山田

耕筰 

木 管10重 奏 ： 組 曲「く る み 割 り 人

形」より抜粋 / P.I.チャイコフスキー 

金管8重奏：Moon River/H.マンシー

ニ他 

第2部 オーケストラの部 

そりすべり / L.アンダーソン   

台東区ジュニアオーケストラ 

令和４年度 団員、初級・養成

教室生を追加募集します！ 
   

▽オーディション日時 

団員：10月8日（土）午後４時開始 

養成教室：10月22日（土）午後１時３０分

開始 

初級教室：10月22日（土）午後２時

集合   

▽対象 

団員：区内在住か在学の小学４年生か

ら中学生まで（※令和４年４月１日時

点）で、演奏技能のある方。 

初級・養成教室（※団員を目指して練

習をしている教室）：区内在住か在学

の小学3～6年生まで（※令和4年10

月時点）で、多少楽譜が読め、楽器が

弾ける方。 

※詳細は、募集パンフレットをご覧くださ

い（区内小・中学校、区ホームページ、生

涯学習センター５階で配布） 

▽会場 

浅草小学校２Ｆ 音楽室  

（台東区花川戸１－１４－１５）  

▽募集人数 若干名    

▽申込方法 

下記申し込み先へ電話、もしくは募集

パンフレット内の申込用紙に記入し郵

送か下記まで持参。 

〒111-8321 

台東区西浅草3-25-16  

生涯学習センター５階 台東区教育委員会

生涯学習課 ジュニアオーケストラ担当 

TEL:03-5246-5851 

（平日のみ・午前９時～午後５時） 

▽申込締切 

団員：10月6日（木） 

初級・養成教室：10月20日（木） 

   

  

   

   

    

 

台東区ＨＰ 
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2022年 11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 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勤労感謝の日 24 25 26 

27 28 29 30    

2022年 10月 
日 月 火 水 木 金 土 

      1 

2 3センター休館日 4 5 6 7 8 

9 10スポーツの日 11 12 13 14 15 

16 17センター休館日 18 19 20図書館休館日 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31センター休館日      
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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～15時30分）  

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

