（生涯学習ラーニングスクエアが変わりました）

令和４年度

第３期

１～３月
開催

受講生募集のお知らせ
生涯学習スタート講座
趣味的な内容からアカデミックなものまで、
生涯学習を始めるきっかけになる講座です

我がまち先生講座
地域で学習活動をしている学びの先輩が
講師となる講座です

学びの仲間体験講座
団体・サークルの学びの学習講座に参加しながら
グループでの学びを体験できます

現代課題講座
現代的・社会的課題を知り、考える講座です

デジタルスキル講座
デジタル機器の基本的な操作方法を中心に
学ぶ講座です

生涯学習スタート講座…p1

男の料理／傾聴コミュニケーション／上野公園の歴史／リンパマッサージ／美術鑑
賞（オンライン）

我がまち先生講座…p2

やさしいエクササイズと社交ダンス／茶道／詩吟／ウクレレ

学びの仲間体験講座…p3

根岸地域史研究サークル／空手サークル

現代課題講座…p3

多様性／SDGs

デジタルスキル講座…p4

パソコン PowerPoint（オンライン）／パソコン Excel／スマホ

台東区教育委員会
指定管理者
代表構成員

JN 共同事業体

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン

台東区の生涯学習講座は今年度からリニューアルしました
講座を５つのカテゴリーに分けて開催します
第３期では、「生涯学習スタート講座（５講座）」「我がまち先生講座（４講座）」「学びの仲間体験講
座（２講座）」「現代課題講座（２講座）」「デジタルスキル講座（４講座）」を開催します。
〇対

象：１６歳以上の区内在住・在学・在勤者
（空手体験は小学生と保護者）（デジタルスキル講座は p4 参照）
〇開催館：各表のとおり（講座によって開催館が異なります）
○受講料：無料（教材費は自己負担です）
○定 員：各表のとおり（応募者多数の場合は抽選）
○持ち物：筆記用具以外の主なものを掲載しています。詳細はお問い合わせください。
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。

《生涯学習スタート講座》

【和洋中の基本から！男の料理 はじめの一歩】
開催館：社会教育センター
日程：1/14～2/11（土）
講師：富永

回数：全５回

定員：１２名

初心者の方も安心！！包丁の持ち方、切り方から始め

午前１1 時～午後１時３０分

ます。減塩だしパック・食欲そそる中華・ヘルシーな魚
フライなど、手軽で美味しい基本的な料理を一緒に作

祐己子 氏（管理栄養士・フードコーディネーター）

教材費：5,500

円 持ち物：エプロン、三角巾、布巾、タオル等 ってみましょう。後片付けのコツも！

【傾聴から学ぶ、自分も相手も大切にするコミュニケーション】
開催館：千束社会教育館
日程：3/1～3/29（水）
講師：平井

回数：全５回

初めて「傾聴」に触れる方のための講座です。

定員：２０名

「今よりもっと生きやすくなる」をテーマとし、自分らし

午後６時３０分～８時３０分

く生きるための心構え、無理せず疲れず、楽に相手を受

智子 氏（元川崎いのちの電話研修担当者）

け止められる方法や、大切な人と心が通い関係がよくな

教材費：3００円 持ち物：とくになし

る話の深め方を学びます。

【上野の山をひもとく～「公園」の歴史を通して～】
開催館：根岸社会教育館

回数：全５回

日程：2/19～3/19（日）

午後２時～４時

講師：小野

定員：３０名

明治維新を経て、西洋化・近代化を目指した日本にとっ
て、「公園」の誕生もその政策の一部でした。「公園」の歴
史を見ながら、東京初の「公園」となった上野の山をひ

良平 氏（立教大学観光学部観光学科 教授）

教材費：３００円

もといていきます。

持ち物：とくになし

【経絡リンパマッサージセルフケア講座】 （＊申込・問合せは社会教育センターまで）
開催館：環境ふれあい館ひまわり 回数：全３回
日程：3/６～３/２０（月）
講師：廣澤

定員：１５名

自然治癒力を最大限に引き出すセルフケア方法をプロ

午前１０時～正午

が伝授！元気で健康に過ごすための、肩、ひざ、腰のマ

幸恵 氏（一般社団法人経絡リンパマッサージ協会）

教材費：２００円

ッサージ方法を紹介します。

持ち物：タオル、飲み物、動きやすい服装
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オンライン講座（Zoom 使用）
【名画を解説！西洋絵画の歴史と鑑賞のポイント】
（＊申込は HP から／問合せは社会教育センターまで）
回数：全４回

定員：２０名

フェルメールなどの名画を解説付きで鑑賞しながら、風

日程：１/29～２/19（日）
講師：髙城

午前１０時～正午

景画や肖像画など絵画ジャンルごとの歴史的背景や基
礎知識を学びます。作家や作品、ジャンルごとの特徴を

靖之 氏（東京都美術館学芸員）

教材費：無料

知ることで、絵を見るのがもっと楽しくなります！

用意する物：とくになし

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。

《我がまち先生講座》

【足腰を鍛えよう！やさしいエクササイズとはじめての社交ダンス】
開催館：社会教育センター
日程：1/13～3/3（金）

回数：全６回

定員：男女各８名

座って出来るエクササイズで体づくりをしながら、音
楽を通して人と人とが触れ合える社交ダンスに挑戦

午前１０時～正午

（マンボ・ブルース・ジルバ・ワルツ等を予定）。初めて

＊1/27.2/10 を除く

の方も動くのが苦手な方も一緒に楽しみましょう。

教材費：無料 持ち物：動きやすい服装、ダンスシューズ（お持ちの方）

【初心者のための おもてなし茶道】
開催館：千束社会教育館
日程：1/1６～2/２０（月）

回数：全６回

初心者のための茶道講座です。基本の所作から始め、

定員：１０名

初歩の盆略点前（ぼんりゃくてまえ）をお稽古します。

午後２時～４時

美味しいお茶の一碗をもって主客共に楽しみ、心を通

教材費：3,０００円 持ち物：服紗（あれば服紗入れ）、白色の靴下

い合わせましょう。

【『詩吟』で鍛える腹式呼吸～大きな声と正しいアクセント～】
開催館：根岸社会教育館
日程：1/１４～２/２５（土）

回数：全６回

定員：２０名

詩吟は日本人の心を詠う芸術で、年齢を重ねても楽し
めるものです。大きな声でストレス解消、腹式呼吸で

午前１０時～正午

健康増進など、健康にも良い効果があるといわれてい

＊2/11 を除く
教材費：５００円

ます。

持ち物：とくになし

【ウクレレを弾いて音楽を楽しもう】
開催館：今戸社会教育館

回数：全８回

日程：1/１９～３/１６（木）

午後２時～４時

ウクレレの様々な弾き方を学んで一緒に音楽を楽しみ

定員：２０名

ましょう！楽譜が読めなくても大丈夫。「花」「ハッピー
バースデー」「エーデルワイス」「タフワフワイ」他、知っ

＊２/２３を除く
教材費：２00

ている曲を弾いて、歌ってみよう！

円 持ち物：ウクレレ、お持ちの方はチューナー
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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。

《学びの仲間体験講座》
【あなたが創る根岸ミニ散策】
開催館：根岸社会教育館

回数：全３回

日程：2/7・2/１4・2/28（火）

定員：１６名

「根岸子規会」は３０年以上の活動歴があり、根岸に

午後２時～4 時

根付く様々な文化をもとに、地域史研究を行ってき

企画・運営：根岸子規会

ました。今回の講座では、それぞれの視点で「散策」

教材費：無料 持ち物：とくになし

を考え、郷土史を知る手がかりとしていきます。

【親子で空手体験～コミュニケーションも深まる～】
開催館：今戸社会教育館

当クラブでは週２回、子どもたちを中心に大人も一緒

回数：全３回

対象・定員：小学生と保護者

に空手の練習をしています。空手の練習を通じて、強

７組

日程：1/21・1/28・2/4（土）

い身体づくりはもちろん、礼節・忍耐など心の成長も

午後２時～４時

目指しています。空手を気軽に体験してもらい、ま

企画・運営：拳心会石浜クラブ

た、空手を通して親子間のコミュニケーションも深め

教材費：無料 持ち物：タオル、飲み物、運動できる服装

ていただきたいと思います。

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、社会と向き合う学びを実践します。

《現代課題講座》

【実感！多様性の強さ・面白さ～生物多様性・食文化・性別・コミュニケーション～】
開催館：千束社会教育館

回数：全４回 定員：２０名

日程：１/21・２/４・2/１８・２/２５（土）

様々な角度から多様性について学び、考え、その複

午前１０時～正午

雑さと向き合いながら、強さや面白さを実感します。

講師・ファシリテーター：

第１回「対話で楽しく学ぶ！生物多様性」

多田 満 氏／岩崎 茜 氏／前田 和 氏

第２回「中東の食文化を入り口に！多様性とアイデン

（国立環境研究所 社会対話・協働推進オフィス）

金子 貴一 氏（秘境添乗員）

ティティ」

おおばやし あや 氏

第３回「性別・属性のプレッシャーから自由に！～自
分の“これでいいんだ”を見つけよう～」

（一般社団法人ウェルビーイングコミュニケーションラボラトリー）

第４回「ストレスも喜びもコミュニケーション！～多様

北島 尚志 氏（表現活動クリエイター）

な社会で生きていく私達へのエール～」

教材費：無料 持ち物：とくになし

【SDGｓシリーズ講座 ～なぜ、暖かいといけないのか？～気候変動の影響と今できること】
開催館：今戸社会教育館
日程：１/２７～２/１７（金）
講師：高橋

猛暑や大雨・・・地球に何が起きているのか？タイム

回数：全４回 定員：２０名

リミットは目前と言われている今、「知って」「考える」

午前１０時～正午

ための講座。

洋 氏（東京都立大学 都市環境学部 助教）
第１回「SDGｓについて知ろう」

星谷 由紀子 氏

第２回「気候変動による影響～環境編～」

（環境ふれあい館ひまわり インタープリター）

第３回「気候変動による影響～生き物編～」

教材費：無料 持ち物：とくになし

第４回「気候変動による影響～考える編～」
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《デジタルスキル講座》

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、文書作成や表計算の
ソフトの使い方、メールや SNS、インターネット
などの仕組みを学ぶ講座です。

【地域活動応援！ パソコン講座第３期】
サークル・団体活動、PTA や町会など、さまざまな地域活動での活用を目的としたパソコン講座です。
※Excel コースは、会場に備え付けのノートパソコンを使います。
日程：1/28～2/25（土）
オンライン講座（Zoom 使用）
時間：午前１０時～正午
＜PowerPoint（パワーポイント）コース＞
団体のプレゼンテーション資料を作りながら、
場所：各ご自宅等（Zoom を
「PowerPointｌ(Office2016)」の基本操作を学びます。
使用したオンライン）

日程：1/18～2/15（水）

＜Excel（エクセル）コース＞
帳簿の基本である家計簿や住所録を作りながら、
「Ｅｘｃｅｌ(Office2016)」の基本操作を学びます。

時間：午前１０時～正午
開催館：生涯学習センター

（２コース共通項目）
対象：区内在住・在勤の１６歳以上

(学生除く)でパソコンの文字入
力やマウス操作ができる方
回数：全５回 定員：１２名
教材費：1,000

円

持ち物：とくになし

【初心者のためのスマホ講座第３期】
講師が用意した貸出用のスマホを使い、スマホの基本操作を体験しながら学びます。
（２コース共通項目）

Android コース

日程：1/17・1/24（火）

対象：区内在住・在勤の１６歳以上(学生除く)で、スマート

時間：午前１０時～正午

フォンを利用したことがない方、または初心者。
開催館：生涯学習センター

iPhone コース

日程：1/14・1/21（土）

回数：全２回 定員：１０名

時間：午前１０時～正午

教材費：無料 持ち物：とくになし

【注意事項】
＊パソコン講座：同時に複数のコースのお申込みは可能です。PowerPoint（パワーポイントコース）はオン
ライン講座になります。また、教材費のお支払いは口座振込（振込手数料は受講者負担）
＊スマホ講座：どちらかのコースを選んでお申込み下さい。1 期・2 期受講者のお申込みはできません。

＊オンライン開催の講座受講にあたって＊
◆オンライン受講の場合は、パソコンやネット環境等はご自身でご準備ください。
◆ご自宅などの個人スペースからの受講をお願いいたします。
◆暗号化されていない公共の Wi-Fi を使っての参加はお控えください。

≪新型コロナウイルス感染症予防策≫
受講にあたってご協力いただきたいこと
◇以下の事項に当てはまる方は受講をご遠慮ください。
・来館前に検温を実施し、37.5 度以上の発熱（または平熱比 1 度超過）のある方。
・息苦しさ・強いだるさのある方、または軽度であっても咳・のどの痛みなどの症状がある方。
・新型コロナウイルス感染症陽性者と濃厚接触のある方。
◇こまめな手洗い、出入口等に設置の消毒液による手指の消毒をしてください。
◇適切なマスク着用など咳エチケットにご配慮ください。
◇受講時は、出入口や窓の開放による換気にご協力ください。
◇受講後、机やイスなどの備品の消毒にご協力ください。
◇感染症拡大の状況によっては、講座を中止させていただくことがあります。ご了承ください。
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〈お申込み方法〉
往復はがき（１講座１通）に下記の要領で記入のうえ、各開催館へお申込みください。
又は「社会教育センター・社会教育館のホームぺージ」からもお申込みいただけます。
※【名画を解説】はホームページからのみ、【パソコン講座パワポコース】はメールのみのお申込みとなります。

なお応募者が定員を超えた場合は、抽選により決定いたします。
講座カテゴリー

申込方法

生涯学習スタート講座

必着（締切）

受講通知発送

１２月１５日（木）

１２月１７日（土）

１月９日（月・祝）

１月１０日（火）以降

１２月１６日（金）

１２月２０日（火）

往復はがき

我がまち先生講座

又は
社会教育センター・社会教育館

学びの仲間体験講座

ホームページ

現代課題講座

通常はがき又はメール

デジタルスキル講座
地域活動応援！パソコン講座第３期

PowerPoint コースはメールのみ

デジタルスキル講座

往復はがき

初心者のためのスマホ講座第３期

〈往復はがきの書き方〉
往信面表

おひとり１講座につき１通でお申込みください。

返信面裏

郵便往復はがき（往信）

６３円
往信

申
社 ○
会込
教 ○
育 み○
セ 社
ン 先会
タ 教
ー 育
館

行

左面には申込み先の所在地を記入

申

※ ここには何も
書かないでください

込
み
先
の
所

〈
山
折
り
〉

申込み先からの
連絡欄です。

地

往信面裏

返信

氏
名

様

スマホ講座は生涯学習センターへ

右面には
①希望講座名

①希望講座名

申
込
者
の
住
所

＊パソコン講座は㈲フォーティへ

左面に申込者の住所、氏名を記入

郵便往復はがき（返信）

６３円

社会教育センターへ

＊パソコン講座は通常はがきに
往信面の表裏の内容を記入

在

返信面表

＊環境ふれあい館ひまわり開催分は

②住所
〈
谷
折
り
〉

③氏名（ふりがな）
④電話番号
⑤年齢
⑥性別
（在勤・在学の方は
勤務先・学校名、所在地
電話番号も記入）

②住所
③氏名（ふりがなも記入）
④電話番号
⑤年齢
⑥性別
（在勤・在学の方は勤務先・学校
名、所在地、電話番号）
※空手体験は子どもの
氏名・年齢・性別も記入
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〈お申込み・お問合せ先〉
開催場所

所在地

最寄の交通機関

電話番号

最寄のめぐりん停留所
東京メトロ銀座線・稲荷町駅から徒歩約４分
都バス・東上野六丁目から徒歩約５分

〒110-0015
社会教育センター

東上野６-１６-8

3842-5352

（ 上 野 小 学 校 となり）

南めぐりん㉑㉜-上野学園
南めぐりん㉝-台東保健所、㉞-台東区役所
ぐるーりめぐりん ㉛ -台東区役所
東西めぐりん①㉕-台東区役所
TＸ・浅草駅から徒歩約１０分

〒111-0032

千束社会教育館

浅草４-24-13

3874-5450

都バス・浅草四丁目から徒歩約３分
北めぐりん（浅草回り）⑱-千束小学校前

（ 千 束 小 学 校 となり）

東京メトロ日比谷線・三ノ輪駅から徒歩約１分
都バス・三ノ輪駅前から徒歩約２分

〒110-0003

根岸社会教育館

根岸５-１８-１３

3876-2103

北めぐりん（根岸回り）⑤-三ノ輪駅
北めぐりん（浅草回り）⑭-三ノ輪駅

（根岸図書館１階）

ぐるーりめぐりん⑥-三ノ輪駅
都バス・浅草病院前から徒歩約２分

〒111-0024

今戸社会教育館

環境ふれあい館
ひまわり
※申込・問合せは
社会教育
センターへ

今戸２-２６-１２

ぐるーりめぐりん⑭-浅草病院前

環境ふれあい館

都営浅草線・蔵前駅から徒歩３分

ひまわり

お問合わせは

都営大江戸線・蔵前駅から徒歩７分

蔵前 4-14-6

社会教育

都営バス・蔵前二丁目から徒歩３分
南めぐりん⑬ｰ環境ふれあい館ひまわり入口

※社会教育センター

〒110-0015

3842-5352

ぐるーりめぐりん㉒-三筋児童遊園

5246-5811

JR 山手線/京浜東北線・鶯谷駅から徒歩１５分

東上野６-１６-８

東京メトロ日比谷線・入谷駅から徒歩約８分
(有)フォーティ
〒１１１－００３４

(有)フォーティへ

都営バス・寿三丁目から徒歩５分

センターへ

西浅草３-２５-１６

※パソコン講座は

北めぐりん（浅草回り）⑥-今戸二丁目

（今戸住宅２階）

〒111-8621

生涯学習センター

3873-4140

雷門２-19-17

TX・浅草駅から徒歩約８分
３８４２-6453

北めぐりん⑱-生涯学習センター北（金竜小学校前）
南めぐりん㉔-生涯学習センター南

雷一ビル６１２

㉕-生涯学習センター北（金竜小学校前）

パソコン講座はメール申込も可

東西めぐりん㉘-松が谷

taito@fortynet.co.jp

※各会場とも駐車場はございません。

社会教育センター・社会教育館ホームページ

https://www.taito-shakyo.com/
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¥

社会教育センター

今戸社会教育館

千束社会教育館

環境ふれあい館ひまわり

＜施設案内＞

■
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環境ふれあい館ひまわり

根岸社会教育館

生涯学習センター

