つどう・つながる・やってみる！～地域と若者が繋がる場所～

みらい館大明ブックカフェ
月 火 水 木 16時～20時

ブ ックカフェとは？

土

日

祝 13時～18時

※金曜日は祝日・平日に関わらず休館です

■つどう、つながる、やってみる
みらい館大明のブックカフェは、ＮＰＯ法人いけぶくろ大明と豊島区が
協働で行っている若者支援事業です。
「みらい館大明」（旧大明小学校）の図書室を「つどう」「つながる」「やっ
てみる」をコンセプトに1８歳から３０代の「若者」が交流し、学び合える場
として開設しています。
～つどう～ おしゃべりしながら本も読める場所
～つながる～ 思いがけない「気づき」に出会える場所
～やってみる～ 「やってみたい」を形にできる場所

■イベント・プロジェクト
若者がつどい、つながるキッカケづくりとして、イベントやプロジェクトを
行っています。
若者対象の企画だけでなく、若者が講師となって、他の世代に向けた
講座を企画することもできます。

■毎月行っている企画の様子（不定期開催）

コ ーディネーター・スタッフ

ア クセスマップ

曜日別にコーディネーター・スタッフが常駐しています。

火
月 土 日 担当
イラスト大好き、
旧大明小学校育ち
コーディネーターに
なるべく現在修行中
月

水 土 担当
ある時はＬＧＢＴｓ代表。
ある時は仕事人
またある時は、はるさん

「のびのび日和」専任
大学生等が行う子ども
学習支援を主に担当。
大学を卒業し起業！

火 担当
恋愛相談から性の悩み
まで優しく時にはズバッ
とアドバイス！

木 担当
迷ったときに背中を押し
てくれる おせっかいお
じさん

「作業日」専任
引きこもり、ニートから
NHKに取材されるまで
這い上がったマルチプ
レイヤー

＊その他 大学生スタッフ等が常駐しています。

日

みらい館大明（東京都豊島区池袋3-30-8）
池袋駅西口より徒歩15分
要町駅より徒歩12分
※ブックカフェは１F左奥です。

としま学びスタイル研究所（豊島区生涯学習センター）事業は皆さんの
学びを応援する仕組みです！
月替わりの展示やワクワクする研修等を発信していきます。

お 問い合わせ
■電話 ブックカフェ 080-4796-3693(開館時間に準ずる)
みらい館大明 03-3986-7186（9時～21時）
■メール taimei.bookcafe@gmail.com

学 びスタイル研究所

■Webサイト http://taimeibookcafe.net
■Twitterアカウント：@taimei＿bookcafe
■Facebookは「みらい館大明」で検索！
LINE@できました！右のQRコードで、登録
するとポイントを貯める事等が出来ます →

み ら い館大明 ブ ッ ク カ フ ェ
10
12 月 の お 知 ら せ
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今 月の開館日
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28

29

23

OPEN！16時～20時

30

13

●12日「ポップコーンイベント」14:00～/1,000円
●13日「ゼロから始める演劇ワークショップ」13:30～/初回無料）
●13日「ブックカフェ放送局」 16:30～/無料
19
20
●19日「はてなかるた」14:30～/無料
OPEN！13時～18時
●19日「ことこと」（108室)15:00～/学生:500円一般:1,000円
26
27
●24日「続・キリヤの翻訳教室」 19:00～3,000円（3回）
●3、10、17、25日「松田遊也の演劇塾」 18:00～/500円
OPEN！10時30分～16時
●26、27日「みらい館大明まつり」（下記オススメのイベント欄を参照）
OPEN！13時～18時

OPEN！16時～20時

14

12

◆今月のイベント
●2・16日「卓球の日」 16:00～18:00/無料
●8日 「焚火カフェ」（グラウンド） 16：30～/無料
●9日 「Allyについて考える」19:00～/学生:500円 一般:1,000円
●11日「職場とセクシュアリティ」 19:30～/学生:500円 一般:1,000円
●12日「作業日」 13:30～/無料

31

OPEN！16時～20時

オープン時間 月曜～木曜日 16時～20時 土日祝日 13時～18時
○のついている日はイベント実施。イベントがある日も一般利用が可能です。
※休館日（金曜日）はイベント参加者のみ来館可能です。グレーの部分は
CLOSEです。26、27日の大明まつりのOPEN時間は10:30～16:00です。

オ ススメのイベント（みらい館大明まつり同時開催）
「ブックカフェ放送局」
10/26（土）11:00～ 13:00～ 15:00～
ブックカフェからインターネットＴＶを配信して
います。今回、みらい館大明まつり参加団体
の中から出演者を募集中です！
◆定 員 8名 ◆参加費 無料
当日ブックカフェに直接お越し下さい。

●28日「雑談ができる法律相談所」 19:00～/無料
◆プロジェクト・サークル
●20日「のびのび日和」 9:30～15:20
●1・8・15日「にほんごさーくるコンニチハ！」19:00～ 20:30/500円/月
※各企画の詳細は、ブックカフェスタッフ、お電話またはWebサイトでご
確認ください。（電話番号・URLは裏面下部に記載）

「一箱古本市」
10/27（日）11:00～16:00
一人一箱、古本や雑貨を持ち寄って行う「一箱古本市」小学校の校庭
で、あなただけの本屋さんを開店しませんか？
※出店者には当日使用できる 1000円分の食べもの
屋台券をお渡しします。
※書籍以外は、書籍関連グッズのみ販売可能です。
◆定 員 10ブース ◆出展料 1,000円
◆申込先 こくちーずURL https://00m.in/S4OF3

「松田遊也の演劇塾」
10/27（日）13:30～ 14:30～ （30分程度 予定）

「詩吟女子」
10/27（日）14:00～ 15:00～(30分程度 予定）

演劇に興味をもち一度は舞台に立ちたいあなたへ。
役者兼演出家松遊也さんが講師で開催した
ワークショップ「演劇塾」の参加者がその成果

漢詩をメロディーラインにのせて謡いあげるのが詩吟で吟詠（ぎんえい）
とも言います。吟詠の講師を務めた川谷洋山さん
が模範演技等を披露します。
ぜひ、吟詠の良さを感じて下さい！
◆鑑賞無料
当日ブックカフェに直接お越しください。

を発表します！ぜひ、ご覧ください
◆鑑賞無料
当日ブックカフェに直接お越しください。

「憲法ボードゲーム」 無料体験会
10/27（日）14:00～16:00
あすわか（明日の自由を守る若手弁護士の会）が全面協力して出来た
ボードゲーム。憲法の理念を忘れ不幸になった近未来都市を舞台に、
小学生から大人まで、遊びながら根本法である憲法の大切さを学べるボ
ードゲームです。弁護士さんの解説付き。
◆定 員 20名 ◆参加費 無料
当日ブックカフェに直接お越し下さい。
こくちーずURL https://00m.in/YlAqM

◆すべてのイベント・講座の問合せ・申込み先
TEL : 080‐4796‐3693(ブックカフェ開館時間）
ﾒｰﾙ : taimei.bookcafe@gmail.com

オ ススメの一冊
◆「池上彰のマンガでわかる経済学〈1〉」池上彰（著）
北田瀧(その他), 松浦まどか (その他) 日本経済新聞（出版）

この作品はkindleで読む事が出来ます。
読む際はお貸ししますのでお声をおかけ
下さい。（ kindleはスタッフ緑川の私物です）
経済ってそういうことだったのか！
シリーズ累計40万部。『池上彰のやさしい
経済学』漫画化！ インフレ・デフレとは、需
要と供給とは、価値とは、経済の基礎の基
礎のお話を知る事が出来 ます！
経済を知ることで、新聞やニュースが楽し
くなります。知識は人生を豊かにします！

