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2０２3年（令和5年）１月号  Vol.232 

「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。 

小・中学生向け発明教室 

「知的財産
ちてきざいさん

ってなんだろう？」 

知的財産の専門家である弁理士
べ ん り し

さんが、

分かりやすく解説してくれます。電子紙芝

居や工作を通して楽しく学びましょう！  

 

▽日 時  

令和５年２月１１日（土）午後２～４時  

▽対 象   

区内在住、もしくは在学の小・中学生 

   

▽会 場  

生涯学習センター ３階 ３０１研修室  

▽定 員 ３６名（抽選）  

▽申込方法  

下記の二次元コードからお申込みください。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

▽申込締切   

令和５年１月２０日（金）午後５時まで  

   

生涯学習課    庶務担当 
(台東区少年少女発明クラブ事務局） 

問合せ  ☎ 5246-5815 

 
２０２3年、新しい年が始まります。 

今年は、何を学びますか？ 

何か始めたくなったら、ぜひ台東区生涯学習センターへ。 

台東区生涯学習センターでは、皆さんの「学びたい！」の 

お手伝いをします。 
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中央図書館 
         問合せ  ☎ 5246-5911 

 

 

 

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  
令和5年1月15日、29日（日） 
午前11時～ 15分程度 
▽対 象  
3歳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 8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。 
 
 

池波正太郎生誕１００年記念 
中 一弥挿絵原画展  
池波正太郎作品の挿絵師である中一弥
さんの挿絵を展示します。 
▽日 時   
令和5年1月19日（木）午後1時～ 
31日（火）午後3時まで 
▽会 場 
生涯学習センター 1階アトリウム   
 
       

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  

令和5年1月23日（月）  

午前11時～ 20分程度  

▽対 象  

０歳から３歳の子供と保護者 

▽会 場  

中央図書館 こどもとしょしつ 

▽定 員 8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。 

 

 

中央図書館 実験教室 
「おっと音の実験だ～ 
おどるヘビくんをつくろう」  
いろいろな物からどのように音がでる
か、楽器などを使ってためしてみよ
う。さいごに紙コップの上でモールの
ヘビがおどりだす、おどるヘビくんを
つくります。    
▽講 師  
坂口 美佳子 氏（科学読物研究会）  
▽日 時  
令和５年１月２８日（土） 
午後2時～4時    

▽対 象  
小学生のお子さまとその保護者 
※保護者は1名まで。お子さまのみの
参加は不可。 
▽会 場 
生涯学習センター 407研修室  
▽定 員 20組（40名）   
▽申込方法  
上記の電話番号まで(先着順）   
※託児はありません。就学前のお子さ
まの入場はできません。 
 
 

スマホで簡単！  図書館活用講座  

ご自身のスマホを使って図書館ホーム

ページの活用方法が学べます。簡単な

館内案内・バックヤードツアーも行い

ます。    
▽講 師 図書館職員    
▽日 時   

令和5年2月3日（金）午後2時～3時30分 

▽対 象  

スマホでの検索・予約操作に不慣れな方  

▽会 場  

生涯学習センター501コンピュータ研修室

▽定 員 10名（先着順）   

▽申込方法  

上記の電話、または中央図書館カウン

ターで申込み。  

▽申込締切 1月27日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常のグリーフに寄り添う講座 

「音楽とグリーフ～音楽による

安らぎと癒しを味わう～」 
深いグリーフ（悲嘆）を抱えた人びと

に、音楽がどのように寄り添い慰めて

きたのか、ソプラノ歌手による歌の生

演奏や、音楽に造詣の深いプロ指揮者

による映像と音楽を交えた講座です。 

▽講 師    

四野見 和敏氏（指揮者、一般社団法

人アートフォーラムＮＯＡＮ代表、

「音楽の架け橋」代表）    
▽日 時  

令和５年２月１２日（日） 

午後２時～４時    
▽対 象 どなたでも    

▽会 場 

台東区生涯学習センター ４０７研修室 

▽定 員 ３０名(先着順)   

▽申込方法  

上記の電話番号、または直接男女平等

推進プラザまで。   

※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２

月４日（土）までに申し込み。 

 

コミュニティ・カフェ& 

たいとう絵本の泉コラボ企画 

大人向け絵本読み聞かせ 
※お子さんも参加可  
コミュニティ・カフェは、「はばたき

21」とカフェ運営委員が協働で開催

している事業です。現在は新型コロナ

ウイルスの影響により、コーヒーの提

供はしておりませんが、お話しながら

小物作りなどを行っております。今回

は男女平等推進登録団体のたいとう絵

本の泉とのコラボ企画で、大人向け絵

本読み聞かせを行います。どうぞお気

軽にお越しください。 
▽日 時  

令和5年2月18日（土） 

午後2時～３時30分    

▽対 象  

どなたでも（予約不要・参加費無料） 

▽会 場 

男女平等推進プラザ（生涯学習セン

ター４階）調理コーナー    

    

       

男女平等推進プラザ 

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

自分たちの活動をアピールしよう！ 

はじめての動画制作講座（全3回） 
自分たちの団体活動を紹介する動画を制作
しながら、撮影技法から、映像の編集、
YouTubeにアップするまでの一連の流れを
学びます。※ご自身のデバイス（スマホ・タ
ブレット）で撮影し、映像編集の無料アプリ
（VLLO）を使って編集します。 
▽講 師 山口 亜希子氏（映像ディレクター） 

▽日  時 

各回 午後2時～4時  
①令和5年１月2１日（土） 
「動画制作の流れを学ぼう～撮影から
編集まで～」 
※①で学んだことを活かしながら、②まで

に各自で団体の活動を撮影します。 

②2月18日（土） 

「撮影した動画を編集してみよう！」 
③2月25日（土） 
「完成した動画をYouTubeにアップしよう」 

▽対 象 区内在住か在勤で団体活動
をしている16歳以上（学生を除く） 
※自身のデバイス（スマホ・タブレット）
で動画を撮影できる方。 
▽会 場 生涯学習センター501 
▽定 員 10名（抽選）  
▽申込方法  
下記のQRコードから申し込み。 

▽申込締切 1月12日（木） 
 
 
つながりを諦めない！ 
初心者のためのZoom講座 

（全２回） 
サークルや団体活動、PTAや町会など
地域活動での活用を目的としたZoom講
座。ご自身のデバイスを使い、基本的な
使い方を学びます。 

▽講 師 有限会社フォーティ 

▽日  時 令和５年２月１日・８日（水） 

①スマホ・タブレットコース 
午後1時～３時  

②PCコース 午後3時30分～５時30分  
▽会 場 生涯学習センター501 
▽対 象  
区内在住か在勤で16歳以上(学生を除
く)でZoom初心者。 
▽定 員  
①②各12名（抽選）  
※同時に両方のコースの申込みは可能。 
▽持ち物   
Zoomを使う予定のご自身のスマホやタブレッ
ト等のデバイス。※貸出は行いません。 
▽申込方法  
メールのみ。 taito@fortynet.co.jp 
以下を記載してお申込みください。 
❶受講希望コース名➋郵便番号・住所 
❸氏名＜ふりがな＞❹年齢❺電話番号 
※区外在住で区内在勤の方は、下記もご
記入ください。❻勤務先名称・住所・電
話番号 
▽申込締切 １月１8日 （水）  
※抽選結果は有限会社フォーティより
メールでお知らせします。 

台東区HP 

   

 

 

 

 

 

台東区上野の森ジュニア合唱団

団員募集 
歌や楽器の好きな仲間を募集しています。 

▽募集対象 

小学2年生～中学3年生（活動は高校

生年代を含む） 

▽練習日・時間 

水曜日・土曜日 

（月７～8回程度） 

午後4時30分～7時 

▽1月期面接日時 

令和5年1月28日（土）午後3時30分～ 

※要申込み。 

※入団についてのお問合せは随時受

付。詳しくは上記の電話番号まで。 

オンライン（Zoom） 

「思春期の子どもの主体性を 
育むコミュニケーション」 
何も話してくれない？  

 部屋から出てこない？  

  スマホ・ゲームばかり？ 

   何を考えているの？ 

この言葉にピン！と来た方は、ぜひ下

記の二次元コードからHPをご覧くだ

さい。 

生涯学習課  社会教育担当 
        問合せ  ☎ 5246-5821 

生涯学習課  学習館 
問合せ  ☎ 5246-5811 
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2023年 2月 
日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 

5 6センター休館日 7 8 9 10 11建国記念日 

12 13 14 15 16図書館休館日 17 18 

19 20センター休館日 21 22 23天皇誕生日 24 25 

26 27 28     

2023年 1月 
日 月 火 水 木 金 土 

1 元旦 

センター休館日   

図書館休館日 

2 振替休日 3 4 5 6 7 

8 9 成人の日 10 11 12 13 14 

15 16センター休館日 17 18 19図書館休館日 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30センター休館日 31     
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           〒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 

生涯学習きっかけ相談実施日（午後1時30分～３時30分） 
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/

