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令和４年度上半期

生涯学習ガイドが完成しました！
令和4年度上半期（４月～９月分）の区内の生涯学習情報
をまとめたものを作成しました。
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
情報を台東区ホームページ内で掲載しています。
ぜひ、ご活用ください。

「まなボ」をご活用ください

台東区生涯学習ボランティア
「定年後に、自分の特技を活かした地域

登録、もしくは利用をお考えの方は、昭
和債は下記の二次元コードから台東区
活動を始めてみたい」
以下の条件を満たした方々が登録され
ホームページをご覧ください。
「楽器演奏を老人施設で披露したい」
ています。
最新の「生涯学習ボランティア登録者リ
「町会の集まりで太極拳を教えてほしい」 ①生涯学習活動に深い理解と熱意をも
スト」をホームページに掲載しています。
「サークル活動を外国の人にも紹介する ち、か つ、生 涯 学 習 ボ ラ ン テ ィ ア と し て
活動する意欲のある個人又は団体。
ために サークルで英語を学びたい！」
②区内在住・在勤・在学で１８歳以上の
…こんなときは、ぜひ、台東区生涯学習ボ
個人又は主に台東区で活動し、概ね１８
ランティア「まなボ」をご活用ください！
歳以上の者で構成される団体。
パソコンから、外国語、生け花、占い、マ
ジックなどなど、さまざまな特技を持った
台東区生涯学習ボランティア
方たちが登録されています。

こんな方々が登録されています！

「まなボ」とは？

「自分が培ってきた経験・知識・技能を、
区民の生涯学習活動に役立てたい！」と
いう熱意を持ったまちの方々が登録され
た人材バンクです。
台東区教育委員会生涯学習課では、学
びを深めたい地域の団体等に生涯学習
ボランティアの登録者を紹介することで
区民同士が教えあい、学びあえる環境を
提供します。 ※個人への紹介はしておりません。

台東区生涯学習ボランティア「まなボ」
イメージ図

「まなボ」とは、「学びのボランティア」と「学
ぼう！」が由来の台東区生涯学習ボランティ
アの愛称です。「まなボ」って呼んでね！
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の参加も大丈夫です。
ちょっと笑顔になりたいな…と思ったら、コ
ミュニティ・カフェへ、どうぞお気軽にお越
しください。
「はばたき２１」とカフェ運営委員が協働
で開催しています。
※現在は、感染症拡大防止の観点から
コーヒー等飲み物の提供は見合わせてい
ます。開催時間は１時間に短縮し、手指消
毒やアクリル板の設置などの対策をして
開催しています。
▽日時 毎月第３土曜日(４月は１６日)
午後２時から３時
▽対象 どなたでも参加できます。
▽会場
男女平等推進プラザ「はばたき２１」
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
コミュニティ・カフェに
いらっしゃいませんか？
コミュニティ・カフェは、さまざまな世代や
国などの人たちと会話を楽しんだり、和気
あいあいの小物作りに参加したり、思い
のままに過ごせる場です。
出会いと交流、そしてだれもがほっとでき
る場所づくりを大切にしています。折り紙
やスクラッチアートなど手軽な小物作りを
しながら、皆さんをお待ちしています。
予約不要、参加費は無料です。途中から

生涯学習課 学習館
問合せ ☎ 5246-5811
現代課題講座

問合せ ☎ 5246-5812

ミレニアムホールふれあいコンサート

「おとあそび♪ 親子音楽会」
YouTube台東区公式チャンネルで
動画配信中です！
新型コロナウイルス感染症対策のため、
今年度は動画での配信
しています。
▽出演 東京藝術大学
▽曲 目 「お は な が わ
らっ た」「闘牛士の 歌」
「うたえバンバン」ほか。

生涯学習ラーニングスクエアは、本年度から

「台東学びのひろば」にリニューアルします！

（年間５講座程度）
変わりゆく社会の姿、多様な問題をテー
マにとらえて、現代的な課題を学習して
いきます。知って、見て、考えて、社会と向
き合学びを実践します。

学びの仲間体験講座
（年間4講座程度）
区内で学習活動をしている団体・サークル
が、日頃の活動の様子を紹介する講座を企
画します。団体・サークルの学習活動に参加
しながらグループでの学びを体験できます。

我がまち先生

（年間12講座程度）
地域で学習活動をしている学びの先輩が、講座の
講師を務めます。「継続は力なり」を実践している
先輩たちが学びのお手本を見せてくれます。

（年間１３講座程度）
パソコン、スマートフォンなどのデジタル機器の
基本的な操作方法を中心に学びます。

（年間15講座程度）
趣味、教養、健康や台東区の歴史や地域特性、そして、時代のトレン
ドも取り入れて、気軽に参加できるテーマの講座が並びます。あなた
の生涯学習のスタートを作ります。

年 齢、性 別、在 勤 の 方 は、勤 務 先（学 校）
▽対象 区内在住か在勤（学）で16歳以上の方 名、勤務先（学校）の住所、勤務先（学校）
の電話番号を書いて、各開催場所へ。★の
※定員を超えた場合は抽選となります。
▽申込み 往復はがき（1講座1通）に、講 み社会教育センター、社会教育館HPから
座名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話番号、 の申込み。詳しくは区HPをご覧ください。
生涯学習スタート講座 ◆締切 ５月６日（金）
講座名
曜日
歴史人物に学ぶ～北条義時と源頼朝～
土
季節のお花で上達！フラワーアレンジメント
日
歌舞伎鑑賞入門
月
五感を使って学ぶ５つのアジア
金
★【Zoom】オンラインで学ぶ「宇宙」
土

デジタルスキル講座

生涯学習スタート講座

現在募集中！

我がまち先生講座 ◆締切 ５月６日（金）
講座名
アンデスの縦笛「ケーナ」入門
手品入門 ～テーブルマジックにチャレンジ～
太極拳を始めよう！
世界とつながる英会話
現代課題講座 ◆締切 ６月１３日（金）
講座名
SDGsシリーズ講座 今だから！語り合おう！
哲学カフェ

生涯学習課 学習館

◆各申込先
社会教育センター
千束社会教育館
根岸社会教育館
今戸社会教育館
生涯学習センター

〒110-0015 東上野6-16-8
〒111-0032 浅草4-24-13
〒110-0003 根岸5-18-13
〒111-0024 今戸2-26-12
〒１１１－８６２１ 西浅草3-25-16

回数
3
5
3
5
4

日時
５月２１日～６月１８日 午前１０時～正午
５月２２日～６月１９日 午後２時～４時
５月２３日～６月６日 午後２時～４時
５月２０日～６月１７日 午後２時～４時
５月２１日～６月１１日 午前１０時～正午

定員
教材費
場所
22人
無料 千束社会教育館
２０人 ５,５００円 根岸社会教育館
２０人
無料 今戸社会教育館
３０人 ５００円 ※環境ふれあい館
３０人
無料 オンライン
※申込みは社会教育センター

曜日
木
月
土
火

回数
8
6
8
12

日時
５月２６日～７月１４日 午後６時３０分～８時３０分
５月２３日～６月２７日 午後２時～４時
６月４日～７月２３日 午前１０時～正午
５月２４日～８月９日 午前１０時～正午

定員
教材費
場所
１６人 ※３,０００円 社会教育センター
１６人 ９００円 千束社会教育館
２４人
無料 根岸社会教育館
２０人 ２,０００円 今戸社会教育館
※ケーナを持っている方は１,０００円

曜日

回数

定員

教材費

日

4

日時
6月26日～7月31日（7月10日・24日を除く）
午後２時～4時

20人

無料

デジタルスキル講座 ◆締切 ５月９日（金） ※androidコース、iPhoneコースのどちらかを選んで申込み。
講座名
曜日 回数
日時
定員
初心者のためのスマホ講座 androidコース
金
２ 6月10日・17日 午前10時～正午
10人
初心者のためのスマホ講座 iPhoneコース
日
２ 6月１２日・1９日 午前10時～正午
10人
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場所
根岸社会教育館

教材費
場所
無料 生涯学習センター
無料 生涯学習センター

を楽しもう!!～環境との関わりを知る。ふ
れあいあそびの変化に気づく～
生涯学習課
③これからの親子時間を考えてみよう!!!
問合せ ☎ 5246-5821
～地域の仲間とつながろう～
▽申込み方法
下記の二次元コードから台東区HPに入
乳幼児家庭教育学級
乳幼児の保護者を対象とした２つの学級 り、お申込みください。
▽申込み期間
を開催します。
4月5日（火）～5月7日（土）
【オンライン開催】
▽問合せ
０歳児からのすすめ!!
台東区地域育ち合いコミュニティうれしぱんだ
～オンラインで学ぼう!話そう!! ureshipanda.nyuyoji@gmail.com

社会教育担当

※子供の参加も可(区内在住・在勤)
▽定員 10組（抽選）
▽各回テーマ
①体のセルフケアと対話を通じてパート
ナーシップを深めよう
②家族が過ごしやすいおうち作りのコツ
③パパ、ママがお互いを尊重し活かしあ
うTEAM家族の作り方
④親子でむし歯ゼロを実現！楽しく歯磨
きできる秘訣
⑤親子でできる防災を学ぼう（仮）

▽申込み
下記の二次元コードから台東区HPに入
乳児期における発達の知識や遊びを学 【オンライン＋第5回のみ会場開催】
母となって父となって夫婦で考える り、お申込みください。
び、子育て世代と繋がる体験をします。
▽申込み期間
▽日時
～ＴＥＡＭ家族～ （全5回）
4月5日（火）～5月31日（火）
①6月4日②6月18日③7月2日
家族はチーム。夫婦から家族になり、それぞれの ▽問合せ
土曜日・午後1時30分～3時
家族の関わりを学ぶ講座になります。
ワーキングマザーサロンたいとう
▽対象 妊婦とその家族０歳児の保護者 ▽日時
wmstaito@gmail.com
(区内在住)
①6月25日②7月16日③8月27日
▽定員 12組（抽選）
④9月3日⑤10月15日
※詳しくは、右記の
▽各回テーマ
土曜日
二次元コードから、
①発達を知り、親子時間を楽しもう!
①③⑤ 午前10時～正午
ご確認ください。
～発達を知り、ふれあいあそびをやってみよう～ ②④ 午前10時～11時30分
②他者との関わり合いを知り、親子時間 ▽対象 0～3歳児の保護者夫婦

つながろう!!!～ （全3回）

生涯学習課 文化財担当
問合せ ☎ 5246-5828

文化財関連刊行物 新刊が発売されます！
４月より新刊３冊が発売されます。生涯学習センター他区内施設で販売いたします。
詳細は生涯学習課文化財担当にお問い合わせください。

文化財調査報告書『あそび・まなび・いのり』 文化財調査報告書『夢跡集』
（５００円）
（５００円）
（５００円）
平成３０年度～令和３年度にかけて開
台東区区民文化財台帳登載・指定文化
江戸の旧跡を解説する都立中央図書館
財を広く区の内外に紹介するため、こ 催した文化財講座「文化財に見る女性 所蔵『夢跡集』を翻刻して、広く一般

台東区の文化財保護第１０集

れまで継続的に刊行している「台東区 とこども」の講座内容をまとめ、郷土 に紹介。
の歴史・文化財を広く紹介。
の文化財保護」の続巻。
の祭礼、浅草寺五重塔完成記念の祭礼、四季折々の浅草
の行事をお楽しみいただけます。
◆収録作品 昭和40年代「下町の祭礼」（8分7秒）/昭
みんなのむかしシリーズ22
和44年「浅 草 の 秋」（7分15秒）/昭 和48年「浅 草 の 灯
「下町の祭礼－石井長二郎氏作品ー」
台東区映像アーカイブでは、区民の皆 は消えず」（五重塔完成記念）（14分6秒）
様 か ら ご 提 供 い た だ い た8㎜、16㎜
中央図書館、5階文化財担当で貸出中です。
フィルムの保存と活用を行っています。
本作では、昭和40年代撮影の下谷神社 ぜひご活用ください。

新作DVDの貸出を開始しました！
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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！
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