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2０２２年（令和4年）9月号  Vol.228 

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。 

 

 

 

 
台東区民カレッジ  

地域活動体験講座〈災害編〉 
（全6回） 
「大都市災害の在宅避難に備える―安

心を支える”つながり”を見つける―」  
都市部で起こる災害の特性を理解

し、発 災 時 の 基 本 と な る「在 宅 避

難」に対する備えについて、体験を

通して学びます。あなたの学びを地

域に活かす講座です。詳しくは区の

ホームページをご覧ください。 

▽講師  

危機・災害対策課、防災専門家ほか

▽日時    

10月８日～11月19日（土） 

午前10時～正午 ※10月22日を除く    

※11月12日のみ午後１時～４時 

▽対象 

区内在住か在勤（学）の16歳以上の方  

▽会場  

台東区生涯学習センター  

※11月12日は、そなエリア東京（江

東区）の見学。    

▽定員 

２０人（抽選）    

▽申込方法 

上記の電話、または区のホームペー

ジの応募フォームから申込み。 

▽申込締切 9月20日（火）  

  

   

台東区HP 

▽対象 区内在住か在勤（学）で16歳以上の方（Eは学生除く) 

▽申込方法 往復はがき（1講座1通）に①講座名②〒住所③氏

名（ふりがな）④電話番号⑤年齢⑥性別、在勤（学）の方は⑦勤

務先（学校）の住所・電話番号を書いて各開催場所へ。（抽選） 

A～Dは社会教育センター・社会教育館ＨＰからも申込可、★は社

会教育センター・社会教育館ＨＰからのみ申込み。※詳しくは、区

ＨＰまたは社会教育センター・社会教育館ＨＰをご覧ください。 

※（  ）内は会場・申込先 

(A)生涯学習スタート講座 生涯学習を始めるきっかけになる講座 

はじめてのつまみ細工(千束社会教育館）／地下鉄の歴史と台東区にま

つわるよもやま話（根岸社会教育館ほか）／キャンプの楽しみ方（今戸

社会教育館）／似合う色を知って輝きませんか？（環境ふれあい館ひま

わり・申込先：社会教育センター）／【Zoom】★数字が苦手でもＯＫ！実感する

統計学（申込先：社会教育センターHP ） 

(B)我がまち先生講座 地域で学習活動している方が講師の講座 

水で描く！にじみを楽しむ透明水彩（社会教育センター） ／やさしく歌え

るドイツ語の歌(千束社会教育館）／『たけくらべ』音読のススメ（根岸社

会教育館）／一眼レフカメラで「夜景」に挑戦！！（今戸社会教育館ほか） 

(Ｃ)学びの仲間体験講座 団体の学びを体験する講座 

★学んで教えて地域と交流！ ITボランティア体験講座（社会教育セン

ターほか）／スポーツ吹矢体験講座(千束社会教育館） 

（Ｄ）現代課題講座 現代的・社会的課題を知り、考える講座 

実感！多様性の強さ・面白さ（社会教育センター）／SDGsシリーズ講座

気候変動の影響と今できること（環境ふれあい館ひまわり※申込先：社

会教育センター） 

（E）デジタルスキル講座 パソコンまたはスマホの操作方法を学ぶ講座

地域活動応援！パソコン講座2期  

（生涯学習センター・申込先：有限会社フォーティ） 

Wordコース／Excelコース／ PowerPointコース 

初心者のためのスマホ講座2期 （生涯学習センター）Androidコース／iPhoneコース 

※パソコン講座は同時に複数の申込可。※パソコン講座は(有)フォーティにお

申込みください（通常はがき、メール申込みも可）。 ※スマホ講座はどちらか

コースを選んでお申込みください。1期受講者のお申込みはできません。 

◆各申込先 
社会教育センター 〒110-0015 東上野6-16-8 

千束社会教育館  〒111-0032 浅草4-24-13 

根岸社会教育館  〒110-0003 根岸5-18-13 

今戸社会教育館  〒111-0024 今戸2-26-12 

生涯学習センター 〒１１１-８６２１ 西浅草3-25-16   

有限会社フォーティ     〒111-0034  雷門2-19-17雷一ビル612  

        Email taito@fortynet.co.jp 

       

台東学びのひろば 第2期 

受講者募集  

台東区HP 社会教育センターHP 
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生涯学習課  社会教育担当 
        問合せ  ☎ 5246-5821 

中央図書館 
         問合せ  ☎ 5246-5911 

 

 

 

乳幼児家庭教育学級 
乳幼児の保護者を対象にした2つの学級を開

催します。 

幸せ産後♪パパママ育児レッスン 
▽対象  

生後２ヶ月～ハイハイ前までの子供と保護

者夫婦（区内在住・在勤） 

▽会場 

生涯学習センター４階 和室さくら 
 

みんなで話そう！ 育児のホンネ 
～助産師から聞く赤ちゃんの成長・発達～ 
▽対象  

妊婦・0～1歳6ヶ月児の保護者およびその

家族(区内在住・在勤) 

▽会場 オンライン開催（Zoom使用） 
 
詳しくは台東区ホーム

ページをご覧ください。 

   

 

 

 

 

 

 
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 
9月４日、18日（日）  
午前11時～ 15分程度 
▽対象 
3歳くらい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  

 

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 
9月23日（金・祝） 
午前11時～ 20分程度 
▽対象 
0歳から3歳くらいの子供と保護者 
▽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（未就学児向け）  

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 

9月13日、27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４階 ４０７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。 

 

【ＺＯＯＭによるオンライン講座】 

目次読書法体験イベント   

講師が皆さまに、本を読むコツ、情

報を伝えるコツを伝授します。目次

読書法を活用し、短時間で本の情報

を整理しましょう。「本の内容を忘

れてしまう」「時間がなくて読みき

れない」「言いたいことがまとまら

ない」といった方におすすめです。

▽講師   

神尾  美由紀氏（イシス編集学校師範） 

▽日時 

10月16日（日）午 前10時 半 ～ 正 午

▽対象 高校生以上 

▽定員 20名（先着順） 

▽申込方法 

図書館ホームページの申込フォーム

から申込み。 

 

 

 

 

 

▽申込締切 10月9日（日）  
 

郷 土・資 料 調 査 室  企 画 展

「台東区の寺」    
台東区には数多くの寺院がありま

す。浅草寺を中心に発展してきた浅

草、多くの子院を有する寛永寺の建

つ上野。城下町の形成や明暦の大火

を機に移転してきた寺、街道沿いの

寺、町 名や 坂 の由 来 にな っ た 寺な

ど、その歴史は地域と密接に関わっ

ています。本企画展では所蔵資料で

台東区の寺を紹介します。 

▽開催期間 

9月16日（金）～12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 

2名の講師が台東区の寺の歴史につい

てお話しします。 

▽講師 

①「台東区の寺の特色と歴史」 

平野 恵氏（郷土・資料調査室専門員） 

②「寛永寺凌雲院と我孫子市龍泉寺」  

イサベル・田中・ファンダーレン氏 

（東京大学史料編纂所共同研究員）

▽日時 

10月16日（日）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） 

▽申込方法 

図書館ホームページの申込フォーム

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・電話番号を明記し、下

記まで郵送。  

〒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   

10月4日（火）午後5時（必着）  

台東区HP 
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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 

 

 

 

 

2022みんなのはばたき21 

フォーラム～声を上げ続けよう～ 
一人ひとりが個性と能力を十分に発揮

できる男女平等参画社会の実現に向け

て「2022みんなのはばたき21フォー

ラム」を開催します。講演会のほか、

ワークショップも多数実施します。 

（参加費無料）  

▽日時 

9月24日(土)、25日(日)  

▽対象 どなたでも    

▽会場  

2階ミレニアムホール、4階男女平等

推進プラザ    

 

2022みんなのはばたき21フォーラム 

講演会  

「日常にある『らしさ』にとらわれない  

多様性時代の子育て」 
「男らしさ」「女らしさ」とは何か、

子供への性教育の必要性などをお話し

いただきます。 

▽講師 

太田 啓子さん（弁護士） 

▽日時 

9月25日(日) 午後2時～4時 

▽定員 150人（予約制・先着順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽申込方法 

電話、申込フォーム（下記の二次元

コード）、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。 

9月17日（土）までに要予約（定員に

なり次第終了）。 

 

【ＺＯＯＭによるオンライン講座】 

ダイバーシティ時代の「男性問題」:

ジェンダー平等のために「男性」は

何ができるのか 
あらゆる場面で注目が集まるジェン

ダーの話題。主に男性の政治家や企業

経営者などによる、旧来的価値観に基

づく言動が批判される事案も増えてい

ます。他方、日常生活では、旧来的価

値観に基づく行動が男性に求められる

ことも未だ多く、その抑圧性への訴え

も増えてきました。板挟みにも見える

現状、「男性」という立場からジェン

ダー平等のために何ができるでしょう

か。講師とともに考えてみましょう。 

▽講師 川口 遼氏（名古屋大学ジェン

ダーダイバーシティセンター特任助教)  

▽日時 

10月8日（土）午前10時～正午 

▽対象 どなたでも    

▽定員 30人（先着順）    

▽申込方法 

9月5日(月）より、下記の電話番号、

または申込フォーム（下記の二次元

コード）に申込み。  

(株)明日葉 ☎070-8702-2798 

（日曜以外の午前9時～午後5時） 

※視聴環境がない方に視聴会場を用意（託

児あり。要申込。詳細は申込先へ電話で） 

  

 

 

 

文化財講座 

「江戸時代の古文書にみる町の運営」 

江戸時代の浅草御蔵前片町は、現在の

浅草橋三丁目のうち、江戸通りに面し

ていた町です。都立中央図書館が所蔵

す る 同 町 の 古 文 書 を 中 心 に、天保

（1830～1844）頃の祭礼、道路、捨子な

ど町の運営の様子を紹介します。   

▽講師  

葛生 雄二氏（台東区文化財保護調査員） 

▽日時 

10月８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５階 504教育研修室 

▽定員 25名（先着順）    

▽申込方法 

電話（平日午前8時30分～午後5時15

分）、またはFAX 

FAXの場合、①講座名②希望人数(2人ま

で)③参加者全員の氏名（ふりがな）④参加

者全員の年齢⑤代表者の住所⑥代表者の電

話番号を明記ください。  

☎5246-5828 FAX5246-5814 

▽申込締切    

9月30日(金)午後５時まで    

 

文化財講座 

「旧岩崎邸庭園の遺跡見学会」  
旧岩崎邸庭園の発掘調査後に整備され

た庭園の様子や展示されている出土品

を見学し、遺跡等について学びます。

▽講師  

小俣 悟氏（台東区文化財保護調査員）

▽日時 

10月29日（土）午後2時～4時  

▽対象 どなたでも    

▽会場 

旧岩崎邸庭園※小雨決行（荒天時は館

内展示のみご覧いただきます） 

※館内では靴下の着用にご協力ください。 

▽定員 20名（抽選） 

※応募者多数の場合は区内在住の方優先。 

▽費用 

費用：一般320円 65歳以上160円

（団体料金適用、当日各自支払） 

▽申込方法 

往 復 は が き（1枚 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 を明記し下記まで郵送。  

〒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   

9月28日（水）必着  
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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！ 

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/

