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「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。 

あなたのお悩み！ 
ひとりで抱えずに相談してみませんか？ 

こころと生きかた 

なんでも相談 
 
家族や職場、学校など、身近な人
間関係や、生きづらさなど、ひと
りで悩まずご相談ください。 
フ ェ ミ ニ ス ト カ ウ ン セ ラ ー（女
性）が相談に応じます。  

 
女性弁護士による法律相談 
 
 

離婚にまつわる養育費や親権の問

題、相続、ハラスメントのことな

ど、法律のことについて、女性の

弁護士が相談に応じます。 

ひとりで悩まないで… 

DV専門相談員がお話を伺います 

たいとう 

パープルほっとダイヤル 
 
恋人や配偶者など、親密な関係にある

（あった）人とのことで悩んでいませ

んか？ 

相手が「こわい」、関係が「つらい」

など…。どんなことでも構いません。

「こんなこと誰にも言えない」「自分

さえがまんすれば…」と、ひとりで悩

まずお電話ください。 

 

 

 
 

月～土曜 ９時～１７時 

０１２０‐２８８‐３２２ 
第1・第３・第5月曜日 

（祝日の場合は翌平日）、 

年末年始を除く。 

火・土曜日 １０時～１６時 
 火・土曜日は、託児あり 

 (１歳以上の未就学児) 

 ※１週間前までに要予約 

水・木曜日 １７時～２１時 
 
面接・電話どちらも可 

面接相談は女性のみ 

電話相談はどなたでも 

相談時間：１回５０分 

毎月 

第２水曜日 １３時～１６時 

第３木曜日 １０時～１３時 

第４火曜日 １６時～１９時 

 

面接・電話どちらも可 

（女性のみ） 

毎月１日から予約受付開始 

相談時間 １回５０分 

 
男女平等推進プラザ 

 「はばたき２１」 

相談員には守秘義務があり、あなたの秘密は守られます。 
相談料はすべて無料です。 
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生涯学習課    庶務担当 

問合せ  ☎ 5246-5815 

日曜おはなし会    
 
手遊びなどをはさみながら、絵本

などの読み聞かせを行います。  

▽日時  

7月3日、17日、31日（日）  

午前11時～（開場10時45分）  

▽対象 

３歳から小学校低学年のお子さま

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。 

   

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    

7月２３日（土）  

午前１１時～（開場10時45分）  

▽対象  

０歳から３歳のお子さまと保護者 

▽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。 

 

夏休み人形劇 

「ともだちくるかな」 
 
人形劇団「ポポロ」による人形劇。 

▽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  

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。定員に

なり次第締切。 

※家族単位で配布します。お席は

当日（7/16）先着順です。 

 
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、一人ひとりに合わせ

た本の紹介をします。 

▽日時   

８月２５日（木） 

午前11時～（開場10時45分） 

▽対象 

図書館利用登録のある幼児～小学

校低学年の子ども。 

※今までに台東区立図書館の同イ

ベントに参加したことのない方に

限ります。 

▽会場   

生涯学習センター4階 和室さくら 

▽定員 

１０人(子ども一人につき１体) 

▽申込方法 

７月２２日（金）午前9時から、  

中央図書館へ電話（上記記載）申

込み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作教室「みんなで作って

飛ばそう 紙ヒコーキ」 
 
いろいろな手作りヒコーキを紹介
します。やさしいビギナー機の作
り方・飛ばし方の基本を学び、楽
しく遊びましょう！ 
▽日時 
８月２８日（日）  
午後１時３０分～３時３０分  
▽対象 
区内在住か在学（園）の満５歳～
小学４年生 
▽会場    
生涯学習センター３階「創造の部屋」 
▽定員 １１名（抽選） 
▽費用  3００円（材料費・保険料）
▽申込方法 
下記の二次元コードから申込み。
▽申込締切 
７月２９日（金）午後５時まで 
   

    

  

中央図書館 
         問合せ  ☎ 5246-5911 

・料金の表示がない催し物は無料でご参加いただけます。 

・新型コロナウイル感染拡大の影響のより、中止・延期となる場合があります。 

モバイルWi-Fiルーターの 
貸し出しを始めました！ 

生涯学習センター、社会教育セン
ター等でモバイルWi-Fiルーターの
貸し出しを始めました。使用料は無
料です。 

▽対象 会議室の利用者 

▽利用用途  

・動画等のwebサイトを活用した会

議や講座等への参加。 

・Zoom等を活用した会議や講座等

の開催、参加。 

▽申込方法 
生涯学習センターで利用する場合
は、①公共施設予約システム②窓口
③電話（☎5246-5827）のいずれ
かの方法で申込みできます。 
※貸出台数には限りがあります。 
※会議室等利用時間以外の利用はで
きません。貸出時間であっても会議室
等以外への持ち出しはできません。 
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生涯学習課  文化財担当 
問合せ  ☎ 5246-5828 

男女平等推進プラザ 

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

 

 

 

文化財講座 
竜泉寺町遺跡発掘調査見学会
（旧竜泉中学校跡地）  
  
竜泉寺町遺跡の発掘調査現場などを

見学し、現地の歴史について学びます。 

▽講師  

加藤 寛子（台東区文化財保護調査員） 

▽日時  

９月１０日（土） 午後２時～３時 

▽対象 どなたでも 

▽会場  

旧竜泉中学校跡地 

（台東区竜泉２－１０－６） 

小雨決行 ※雨天時は遺物の展示のみ

をご覧いただきます。 

▽定員    

２０名（抽選） 

※応募多数の場合は、区内在住の方を

優先します。 

▽申込方法   

往復はがきに講座名・参加者全員の氏

名（ふりがな）・年齢・代表者の住所と

電話番号を書いて下記申込先へ。  

※1枚のはがきで2名まで申込可。 

▽申込先   

 〠111-8621    

台東区西浅草３-２５-１６  

台東区生涯学習センター 

台東区教育委員会生涯学習課文化財担当  

▽申込締切  

８月１２日（金曜）必着    

 試堀調査の様子 

近世木枠溝が見つかりました 

 
 
 
 
 
講座 
もっと知ろう 政治のこと 
～女性が参加するとこう変わる～  
 
多様な声を政治に反映するために、女

性が政治に参画することはとても大切

です。もしかすると、政治を難しいものと

してとらえていませんか。この講座を通

じて、政治を身近に、自分のものとして

考え、前向きに関わっていきましょう。 

▽講師   

申 きよんさん(お茶の水女子大学教

授/パリテ・アカデミー共同代表)  

▽日時  

7月30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 

上記宛てに電話、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）あり。希望

する方は子どもの氏名・年齢を7月23

日（土）までに上記宛てに申し込み。  

 
 
女性参画のためのスキルアップ講座 

「コミュニケーションを活性化する
ファシリテーション入門」 
（オンライン受講可）    
 
ビジネスや地域活動、ＰＴＡ活動等の話

し合いの場で必要となる、コミュニケー

ションを活性化するための技法を実際

に体験し、練習する講座です。 

 「ファシリテーション」は、会議の司会

進行だけではありません。参加者の意

見や考えを引き出し、認識を共有し、相

互理解をサポートする技法です。 

誰もが安心して意見や想いを表明でき

るようになることで、話し合いを活性化

し、意思決定の場への参画促進にもつ

ながります。 

▽講師   

細川 一美氏 

(NPO法人CAPかながわ代表理事/エンパワ

メントセンター認定ファシリテーション講師) 

▽日時   

８月２７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 ３０人（先着順）    

▽申込方法 

７月２０日(水）から、下記の電話番号へ

申込み。   

☎070-8702-2798（申込専用） 

▽託児 

会場受講は託児（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８月2０日（土）までに申込み。 

講師 申 きよんさん 
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2022年 7月 
日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 

3 4センター休館日 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 海の日 19センター休館日 20 21 図書館休館日 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
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                                             2022年7月１日発行（毎月１日発行）      

【発行】 台東区教育委員会 生涯学習課  

           〒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 

2022年 8月 
日 月 火 水 木 金 土 

 1 センター休館日 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 山の日 12 13 

14 15センター休館日 16 17 18 図書館休館日 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29センター休館日 30 31    

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！ 

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

