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教育支援館  
 問合せ  ☎ 5246-5９24 

生涯学習課  社会教育担当 
 問合せ  ☎ 5246-５８5１ 

                    上野の森ジュニア合唱団事務局 

生涯学習課  文化財担当 
問合せ  ☎ 5246-5828 

 

 

 

  
台東区上野の森ジュニア合唱団 

練習公開 
台東区上野の森ジュニア合唱団では、

歌の好きな仲間を随時募集していま

す。練習公開では、上野の森ジュニア

合唱団の練習の様子や演奏をご覧いた

だけます。興味のある方はぜひお越し

ください。※予約は必要ありません。

時間内の入場は自由です。 

▽日時  

６月１１日（土）午後４時３０分～6時 

▽会場   

生涯学習センターミレニアムホール  
●団員面接 
学校で習った歌や好きな歌を1曲歌ってく

ださい。面接の後、結果を後日ご連絡い

たします。 合格者には、入団手続き・説明

会があります。 

※入団を希望する方は、上記へ直接お電

話ください。 

▽日時  

６月１8日（土）午後３時３０分～ 

▽会場   

生涯学習センター3階  

▽対象    

区内在住か在学の小学2年生～中学3年生 

▽申込締切 6月15日 （水） 
 

合唱団の活動 
練習日 

水・土曜日（月6～7回程度） 

午後4時30分～午後7時 

主な活動予定 

定期演奏会・ウィンターコンサート・ミニ

コンサート・夏期合宿（8月）・各種演奏

会出演（随時） 

費用   

月額1,000円 （スポーツ保険や楽譜代等

にあてられます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
令和４年度  

教科書展示会のおしらせ   

教員や教育関係者だけでなく、保護者の方

などへ、広く教科書を公開することを目的

に、毎年実施しています。 

展示するのは令和５年度用の「小学校用教

科書目録」及び「中学校用教科書目録」に

登載されている教科書です。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によ

り、内容が変更となる場合があります。 

▽日時  

６月１０日（金）～２９日（水） 

午前９時～午後５時 

休館日は日曜、６月１１日（土）・２０日

（月）・２５日（土） 

▽会場  

生涯学習センター６階 学校教育情報室内

教科書センター 

   

 

 

 

 

 

目指せ検定博士！ 
第13回台東区子供歴史・文化検定 
問題は「台東区歴史・文化テキスト第

三版」から出題します。 

▽日時  

８月２８日（日）午後２時～2時45分 

▽会場  

生涯学習センター5階 504教育研修室 

▽対象    

区内在住か在学の小学5年生～中学生 

※学校受検未実施校、または未実施学年 

▽定員 なし 

▽費用 無料   

▽申込み 

受検申込書を提出。区内小・中学校の

児童・生徒は学校を通じて申込み、そ

れ以外の方は電話で上記まで。  

▽申込締切 ７月４日 （月） 

 

「台東区子供歴史・文化検定」の過去問を

台東区のホームページに掲載しています。

ぜひ、挑戦してみてください！ 

「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。 
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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    

6月２３日（木）午前１１時～   

▽対象 

０歳から３歳の子どもと保護者 

▽会場 

生涯学習センター４階 ４０７研修室 

▽定員 8組（１組３名まで）  

▽申込み  

6月2日（木）午前９時より、上記

まで電話受付    

▽申込締切 定員になり次第締切  

 

 

夏休み人形劇 
人形劇団「ポポロ」による人形劇

「ともだちくるかな」 

▽日時  

７月16日（土）午前・午後2回 

①午前1１時～ ②午後2時～ 

▽対象 

３歳から小学校低学年の子どもと保護者 

▽会場 

生涯学習センターミレニアムホー

ル▽定員 各回200名 （先着順） 

▽申込み  

6月20日（月）午前9時より、中央

図書館こどもとしょしつカウン

ターにて整理券を配布。 

※家族単位で配布します。お席は

当日（7/16）先着順です。 

▽申込締切 定員になり次第締切  

 

 

郷土・資料調査室 企画展 

「台東区の古代・中世」  
台東区の歴史の中で、古代・中世

の 出 来 事 は、史 料 が 極 め て 少 な

く、あまり触れられてきませんで

した。 

しかし、近世（江戸時代）に目を

向けると、古くからの伝承やそれ

を題材とした物語などに、古代・

中世の面影が見えることがありま

す。 

本企画展では、台東区の古代・中

世について、おもに江戸時代の地

誌からご紹介します。  

▽日時    

６月１７日（金）～９月１１日（日） 

▽対象 どなたでも    

▽会場 

生涯学習センター２階 中央図書

館 郷土・資料調査室    

 

トーク・イベント    

台東区と墨田区の両方の視点から

隅田川沿岸に残る古代・中世の歴

史について、２名の講師がお話し

します。 

▽講師    

①「地誌に見る台東区の古代・中世」 

平野 恵氏（郷土・資料調査室専門員） 

②「隅田川両岸の古代中世の名所」 

小山貴子氏（すみだ郷土文化資料

館学芸員） 

▽日時  

７月１６日（土）午後２時～４時  

▽対象 どなたでも    

▽会場 

生涯学習センター３階 301研修室 

▽定員 

50名（応募多数の場合は抽選） 

▽申込み 

図書館ホームページから申込み。 

または、往復はがき（一人一枚）

に「ト ー ク・イ ベ ン ト」・氏 名・

住所・電話番号を記入の上、下記

の申込先まで郵送。  

▽申込先  

図書館ホームページ 

 

 

 

 

 

〠郵送 

〒111-8621  

台東区西浅草3-25-16  

台東区立中央図書館2階  

郷土・資料調査室 

▽申込締切 

７月６日（水）午後5時（必着） 

 

 

中央図書館 
         問合せ  ☎ 5246-5911 
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6月23日～29日 
「男女共同参画週間」 
パネル展を開催します 
内閣府の令和４年度「男女共同参画
週間」キャッチフレーズ「あなたらし
い」を築く「あたらしい」社会へ。 
男女共同参画社会とは、家庭・地
域・職場・学校などで、男女が互い
にその人権を尊重しつつ喜びも責任
も分かち合い、性別にかかわりな
く、その個性と能力を十分に発揮す
ることができる社会です。 
そこで「男女共同参画社会基本法」
の公布・施行日の６月２３日からの
１週間を「男女共同参画週間」と
し、男女共同参画社会基本法の目的
や基本理念について、理解を深める
ことを目指しています。  
男女共同参画週間にあわせて、パネ
ル展を開催します。  
  
▽日時 

６月２３日（木）～２９日（水）  

▽会場 

生涯学習センター１階アトリウム 

 

 
 
 

女性のトータルヘルスサポート講座  

女性ホルモンとカラダのトリ
セツ  
一生を通した性ホルモンの変化・更
年期の心とカラダの移り変わりを知
り、心地よくカラダを動かすセルフ
メンテナンス術を楽しく実践しま
す。（自律神経を整える呼吸、肩こ
り解消、尿漏れ予防や改善など） 
日頃、がんばっている自分自身の心
とカラダを整えるプログラムです。 
▽講師 
岡谷 幸子氏 
(NPO法人ちぇぶら、更年期ライフ
デザインファシリテーター)  
▽日時  
７月２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 ２５人（先着順）  
▽申込み  
6月5日(日）9時より下記申込先の
電話番号へ。 
☎070-8810-0295 
（株式会社明日葉：申込専用） 
▽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
6月25日（土）までに申込み。 
 
 

令和４年度 
「台東区ワーク・ライフ・
バランス推進企業」 
募集開始！    

台東区では、仕事と生活を両立しな

がら、いきいきと働き続けられる職

場の実現に向けて、ワーク・ライ

フ・バランスに取り組む中小企業等

を「台東区ワーク・ライフ・バラン

ス推進企業」として認定し、その取

組を応援しています。 

    

■対象企業   

①台東区内に本社または主たる事業

所があり、常時雇用する従業員が３００

人以下の企業等 

②労働関係法令を遵守していること 

③労働基準法第36条の規定に該当

する場合は、書面による協定をし、

これを行政官庁に届け出ていること 

④就業規則等の内容が、育児・介護

休業法の法定基準を満たしていること 

■認定分野 

子育て支援・働きやすい職場づく

り・介護支援（取組を進める分野ご

とに認定します） 

■認定までの流れ 

①申請書類準備  

②申請受付・受理 

③書類確認 

④訪問調査（区が委託する事業者が

企業を訪問し、申請内容の確認及び

取組状況等のヒアリングを行います） 

⑤審査（審査会で審査を行い、認定

企業を決定します） 

時期：12月予定  

⑥認定証交付式（認定証の交付） 

時期：1月予定 

■申請受付期間 

６月２０日（月）～８月３１日（水） 

必着 

■認定期間 

決定した日から２年間（更新あり） 

■認定企業への支援内容   

①広報たいとうや区公式ホームペー

ジ等で、認定企業をＰＲ 

②ワークライフバランス資金（中小

企業融資のあっせん）の利用が可能 

③認定マークの使用が可能 

④ワーク・ライフ・バランスに関す

る講座等のお知らせ 

■申請方法 

申請書類（電話で上記問合せ先へ請

求、区のホームページからダウン

ロード可）・就業規則の写し等を上

記問合せ先へ郵送または持参 

男女平等推進プラザ 

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

1階 情報コーナー 

実施講座の閲覧ファイル設置 
生涯学習センター1階の情報コー

ナーでは、生涯学習等に役立つさま

ざまなちらし・冊子等を配架してい

ます。 

実施月別の閲覧用ファイルを設置い

たしましたので、皆様の生涯活動に

どうぞご活用ください。 
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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！ 

図書館休館日 （特別整理期間） 

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

