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生涯学習課  学習館 
問合せ  ☎ 5246-5812 

「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。 

 ～ふれあいコンサート～ 

ヴァイオリンとピアノの調べ 
▽出 演  

浦川 宜也氏(ヴァイオリン）  

田中 美千子氏(ピアノ) 

▽日  時  

12月4日（日）   

開演：午後3時（開場：午後2時）  

▽会 場  

生涯学習センター2階 ミレニアムホール 

▽申込方法 
11月5日（土）より、電話、または窓口で。 

受付時間 午前9時～午後5時  

・電話 03-5246-5812  

・窓口 生涯学習センター５階学習館 

【入場料】当日会場にて支払い  

一般 1,000円／小・中学生 500円 ※未就学児入場不可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽講 師  

浦山絵里氏（ファシリテーター）  

▽日 時・講座内容 

各火曜日・午後１時30分～3時30分

①11月22日「イメージを外に出しま

しょう！」  

②11月29日「人 に 伝 わ る 形 に し ま

しょう！」 

③12月20日「実現できそうな企画を

探しましょう！」 

▽対 象  

区内在住・在勤のおおむね50歳以上の方 

▽会 場 生涯学習センター 

▽定 員 20人（抽選）   

▽申込方法  

上 記 の 電 話、ハ ガ キ、QRコ ー ド に

て、下記事項を明記のうえ申し込む。 

①講座名②住所③氏名（ふりがな） 

④電話番号⑤年代、在勤の方は⑥勤務

先名⑦勤務先の住所 

▽申込先 〒111-8621 生涯学習課 

▽申込締切 11月10日（木）（必着） 

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

 シニアライフ応援計画 
 「企画のつくり方入門～私のやってみたい 
 ことを実現しよう～」（全３回） 

プログラム 
◆ヘンデル 

ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ 

第４番 ニ長調 HWV.371 

◆J.S.バッハ 

無伴奏ヴァイオリンソナタ 第１番 ト短調 

BWV.1001 

◆ブラームス 

ヴァイオリンソナタ 第１番 ト長調  

「雨の歌」Op.78 
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中央図書館 
         問合せ  ☎ 5246-5911 

 

 

 

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    

11月6日、20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（1組3名まで）  

▽申込方法  

当日先着順。定員になり次第締切  

 

「しごとを知る、みらいをみつける」

額賀 澪先生 講演会 

松本清張賞・

小学館文庫小

説賞受賞作家

の額賀澪先生

による進路講

演会。 

青春小説をメイ

ンに、現在も多

くの著作を手掛

けている先生に

小説家の世界に

ついてお話して頂きます。小説家を志して

いる方から、何となく興味のある方まで、

ぜひご参加ください。「あなたのやりたい

事」がわかるかも。   

▽講 師 額 賀  澪 氏（小 説家） 

▽日 時  

11月26日（土） 午後2時～3時30分 

▽対 象 中学生以上の方 

▽会 場  

生涯学習センター3階 301研修室  

▽定 員 50名（抽選）   

▽申込方法 

下記のQRコードから申し込み。 

▽申込締切 

11月15日(火)    

※抽選結果はメール連絡となるため、メー

ルアドレスが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

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  

11月23日（水・祝日）  

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 8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 

 

「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(土)～23日(水・祝日) 

▽会 場 生涯学習センター 

 

講座 

「ジェンダーの視点から 

女性の貧困問題を考える」 
2000年代半ばから、日本でも格差や貧困

の広がりが指摘されるようになりました。

その後「アベノミクス」「女性活躍推進」

などの政策が掲げられましたが、女性と貧

困はどのような関係にあるのでしょうか。 

独身、既婚、離婚、非婚、死別といった立

場の違いによって、女性は対立しているの

でしょうか。ジェンダーの視点から女性と

貧困の問題を考えます。 

※会場とオンライン（Zoom形式）両方で

開催します。 

▽講 師   

藤原 千沙氏 

（法政大学大原社会問題研究所教授） 

▽日 時  

12月3日（土）午後2時～4時  

▽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 30名(先着順) 

※オンライン（Zoom）参加可  

▽申込方法  

11月5日（土）9時から、電話（男女平等

推進プラザ）かQRコード、または直接、

男女平等推進プラザへ。 

▽託児 

会場受講の場合は、託児（1歳以上の

未就学児）あり。希望する方は11月

26日（土）までに申し込み。 

 

 

 

 

 

 

 

「聞き書きから見えた女性たち
の願いと希望 ～千代田区女
性史編さんを通して～」 
今年5月に刊行された『千代田区女性史

（1996～2020）』の編さんに関わられた

大橋由香子氏をお招きし、女性史編さんか

ら見えてきたこと、女性の生活や活動の歴

史を残していくことの意義や可能性につい

てお話しいただきます。講師自身の活動史

も聞きながら、参加者同士でも、経験交流

の時間をもちたいと思います。  

▽講 師  

大橋 由香子氏 
（フリーライター・編集者、SOSHIREN女（わた

し）のからだから/優生手術に対する謝罪を求める

会メンバー、今年5月に刊行された『千代田区女

性史（1996～2020）』の企画委員＆編集委員

リーダー）    

▽日 時  

12月4日（日）午後2時～4時30分 

▽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） 

※オンライン（Zoom）参加可    

▽申込方法  

11月8日(火）9時から、電話（男女

平 等 推 進 プ ラ ザ）かQRコ ー ド（次

ページ）、または直接、男女平等推

進プラザへ。 

▽託 児 

託児（1歳以上の未就学児）あり。希望す

る方は11月26日（土）までに申し込み。

男女平等推進プラザ 

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

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。 
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「知って安心 女性のための年金と

マネープラン」    
「年金」に焦点を当て、未来に向けたマ

ネープラン・ライフプランを考えるきっか

けとなる講座です。プランを立てれば「幸

せな老後」が迎えられるのでしょうか。何

のためにプランを立てて、どのように暮ら

していくのか。今の暮らしを見つめなお

し、「これから」を考えてみませんか。  

▽講 師  

岩永    真理氏（ファイナンシャル・プランナー） 

▽日 時 

12月10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名(先着順) 

▽申込方法     

11月5日(土）9時から、電話（男女平等

推進プラザ）、または直接、男女平等

推進プラザへ。 

▽申込方法 

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12月3日（土）

までに申し込み。 

 

  

「気づいていますか？ それってDV

ですよ」 
～DVのサインを見逃さないために～ 
ＤＶ被害者の約半数が「相談しなかった」

という調査結果があります。特に精神的な

暴力は他人から気づかれず、じわじわと人

権を侵害し深刻化する傾向にあります。被

害者支援に携わる講師と一緒に、ＤＶの正

しい知識と現状を知り、身近な暴力に気づ

いた時どうしたらよいかを考えます。 

▽講 師  

柴田  美代子氏 
（NPO法人男女平等参画推進みなと＜GEM＞

理事長）   

▽日 時  

12月17日（土）午前10時～12時 

▽対 象 どなたでも    

▽会 場 男女平等推進プラザ   

▽定 員  

会場：30名 オンライン：20名（先着順） 

▽申込方法    

電話（男女平等推進プラザ ℡：03-5246

-5819）、または下記のQRコードから申し

込み。 

▽託 児 

託児（1歳以上の未就学児）あり。希望する

方は12月10日（土）までに申し込み。  

 

 

 

 

 

須賀 一コレクション写真パネル展 

Part.10 「わが町、上野 寛永寺」 
区内在住の写真家・須賀一氏が撮影した写

真パネル展を開催いたします。改修前の清

水観音堂や根本中堂堂内など、貴重な写真

をご覧いただけます。 

▽期 間 

11月8日（火）～11月15日（火） 

午前９時～午後５時 

※12日は閉庁日のためご覧いただけませ

ん。最終日15日は正午まで。   

▽会 場 

台東区役所（台東区東上野4－５－6） 

1階ロビー 

 

 

 

 

 

 

 

保育園対象家庭教育学級 

「子どもの幸せな自立をサポートす

るために」前期～子供の心のコー

チング～（オンライン開催）   
子供の心を開くコミュニケーションの仕方

や、子供に伝えたい３つの力とは具体的に

どのようなものかを、講演を聴き、一緒に

考えましょう。   

▽講 師 

菅原 裕子氏 
（ＮＰＯ法人ハートフルコミュニケーション代表

理事）   

▽日 時 

11月26日（土）午前10時～正午  

▽対 象 

区内在住の保護者か、区内保育園通園児の

保護者    

▽定 員 50名（抽選）   

▽申込方法  

下記のQRコードから申込み   

▽申込締切 11月16日（水）   

※受講者にはＵＲＬとパスワードを送りま

す。（通信料は各自負担） 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度  

乳幼児家庭教育学級の講座運営

団体募集    

０～３歳の子供と保護者を対象にした家庭

教育の学習講座を企画・運営する団体を募

集します。 

詳しくは「広報たいとう１１月５日号」を

ご覧ください。 

 

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  ☎ 5246-5821 「聞き書きから見え

た女性たちの願い

と 希 望」申 込 み

フォーム 
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2022年 12月 
日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

4 5センター休館日 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15図書館休館日 16 17 

18 19センター休館日 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

2022年 11月 
日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3文化の日 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    
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わたしの 

生涯学習きっかけ相談実施日（午後1時30分～15時30分）  
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！ 

センター休館日 1/3まで 

図書館休館日 

（1/2まで） 

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

