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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。 

小・中学生対象向け事業、大募集号！ 
令和5年度 

生涯学習センターでは、小・中学生を対象としたさまざまな事業をおこなっています。 

現在、令和5年度の新規募集を受付中です。新年度、新しいことにチャレンジしてみませんか？ 

台東区少年リーダー研修会 

グループワークや宿泊 

研修を一緒に楽しもう！ 

わくわく国語クラブ 

のびのび算数・数学クラブ 

どきどき歴史・文化探検隊 

台東科学クラブ<たんＱ> 

なぜなぜクラブ   

知る・作る・学ぶ講座  

みんなで楽しく学び、 

考える力を伸ばそう！ 

台東区ジュニアオーケストラ 

オーケストラグループに 

参加して、練習や演奏会

を楽しもう！ 

台東区上野の森ジュニア合唱団 台東区少年少女発明クラブ 

歌や楽器に親しむ合唱団

の一員になりませんか？ 

「ものづくりの楽しさ」を一緒に体感しましょう!！ 
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台東区少年リーダー研修会  
新年度研修生を募集します！ 

 
●台東区少年リーダー研修会とは？ 
小学４年生から高校生年代までを対象と
した、レクリエーションや野外活動などを
行う研修会です。異年齢集団での活動を
通し、自主性・社会性・創造性を身につ
け、地域の青少年団体や仲間同士・学校
等で良きリ－ダ－シップを発揮できる青少
年の育成を目指します。 
  
▽主な研修会日程 
定例研修会 ： 毎月第2土曜日(8月を除く) 
霧ケ峰宿泊研修会 ：8月(3泊4日) 
ハイキング ：10～12月(日帰り、年1回) 
中級研修会 ：2月～6月の第4土曜日 
※中学生(2～3月は小学6年生含む)対象 
上級研修会：毎月第3水曜日(8月を除く) 
※高校生年代(10～3月は中学3年生含む)対象 
中級・上級キャンプ：5月(2泊3日) 
※継続参加の中学生・高校生年代対象 
 

▽対象    
区内在住・在学の小学４年生から高校生
年代（４月１日時点）  
▽会場 区内小学校等 
▽年 会 費  
小・中学生：2,600円 
高校生年代：3,650円 
※通信費、スポーツ安全保険含む。その
他霧ケ峰宿泊研修会、中級・上級キャン
プ、ハイキング参加の場合は別途必要。 
▽申込方法  
生涯学習センター５階、各区立小学校に配布さ
れる申込書、または下記の二次元バーコードか
ら電子申請にてお申込みください。 
 
 
 
 
 
 
▽申込締切 3月27日(月)必着 

リー研フェスタ 
▽日時  
3月21日（火・祝）午前10時～午後3時 
▽会場 生涯学習センター 
▽内容 スタンプラリー、ゲームいろいろ、
新年度研修生申込み受付・相談 
▽対象 どなたでも（主に新4年生） 

生涯学習課  社会教育担当 
 問合せ ☎ 5246-5821 少年リーダー研修会 

                  ☎ 5246-58５１ ジュニアオーケストラ、 
                                           上野の森ジュニア合唱団 

令和5年度  

台東区少年リーダ―研修会・台東区ジュニアオーケストラ 

台東区上野の森ジュニア合唱団 募集！ 

台東区ジュニアオーケストラ 

新年度団員、初級・養成教室生を

募集します！   

▽オーディション日時 

団員：４月8日(土) 午後4時開始 

養成教室：４月１５日(土) 午後１時３０分開始 

初級教室：４月１５日（土） 午後２時集合 

▽対象 

団員：区内在住・在学の小学４年生から中学生

（４月１日時点）で、演奏技能のある方。 

初級・養成教室（団員を目指して練習をして

いる教室）：区内在住か在学の小学３年生から

小学６年生まで（令和5年４月１日時点）で、多

少楽譜が読め、楽器が弾ける方。 

※詳細は、募集パンフレットをご覧ください。募集

パンフレットは区内小・中学校、区ホームページ、

生涯学習センター５階で配布しています。 

▽会場 浅草小学校 ２Ｆ 音楽室  

（台東区花川戸１－１４－１５）  

▽募集人数 若干名 

▽年会費 

団員：団費12,000円、父母会費9,000円 

初級・養成教室：団費6,000円、父母会費

3,600円    

▽申込方法  

下記の申込先へ電話、もしくは募集パンフレット

内の申込用紙に記入し、郵送か持参。  

▽申込先 

〒１１１－８６２１ 台東区西浅草３－２５－１６ 生涯

学習センター５階 台東区教育委員会生涯学

習課 ジュニアオーケストラ担当 

☎ ５２４６-５８５１ 

（平日のみ・午前９時～午後５時）   

▽申込締切  

団員：4月6日（木） 

初級・養成教室：４月13日（木） 

 

40周年記念 第40回定期演奏会 
▽日時  

３月２6日（日）午後1時30分開演 

▽会場 浅草公会堂 

▽入場整理券(無料・自由席）  

3月1日(水）から以下の施設にて配布。 

・生涯学習センター1階受付 

 ※第1・3・5月曜日は休館 

・教育委員会庶務課（区役所6階⑨番） 

・各区民事務所・同分室 

・各地区センター 

台東区上野の森ジュニア合唱団 
ミニコンサート‘２３ 
団員の歌声を聴きにぜひご来場くださ
い。 
指揮・構成：川上彌榮子／大野知子  
ピアノ：寺﨑明日香    
▽日時 ３月２6日（日）午後5時開演 

▽対象 どなたでも 

▽会場  

生涯学習センターミレニアムホール 

▽曲目 

「どこかで春が」「サウンド・オブ・ミュー

ジック」より ほか 

  

●団員募集(随時） 

▽日時  

水・土曜日 午後4時30分～7時 

※入団生は上記に代えて月2～3回、午

後3時30分～5時の初期練習がありま

す。 

▽対象  

区内在住・在学の小学2年生から中学生 

▽会場 生涯学習センター 

▽費用  

月額1,000円(楽譜代等、自己負担あり） 

▽問合せ 

生涯学習課  上野の森ジュニア合唱団担当 

☎ ５２４６-５８５１ 

（平日のみ・午前９時～午後５時）  
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生涯学習課    庶務担当 
(知る・作る・学ぶ講座、台東区少年少女発明クラブ事務局） 

問合せ  ☎ 5246-5815 
令和5年度  

知る・作る・学ぶ講座 クラブ員募集 
子どもたちの自主学習を支援するクラブを開講します。学校の授業とはひと味違った体験的・実践的な学習で創造的な力を 
伸ばし、自ら学習し、 考え、判断する力を育てることを目指します。活動期間は、令和5年５月～6年３月までです。 

 ク ラ ブ 名 
  

対象学年 
※4月1日時点 

活 動 日 時 ・ 活 動 場 所 活 動 内 容 費 用 募集人数 

わ く わ く  
国語クラブ 

小学３年～ 
小学６年生 

 
●毎月 第２・４土曜日 

 ９：3０～１1：3０ 
■生涯学習センター等 
  

俳句・書道・落語・声優が指導
するアフレコ・朗読等を楽しく
学ぶ。 

傷害保険料 
 ８００円 

４０人 

中学１年～ 
中学３年生 １０人 

のびのび  
算数・数学クラブ 

小学４年～ 
小学６年生 ●毎月 第２・４土曜日 

 ９：３０～１１：３０ 
■生涯学習センター 

いろいろなパズルやゲーム等を
通して楽しく学ぶ。数学検定へ
の挑戦もあり。 

５０人 

中学１年～ 
中学３年生 ３０人 

ど き ど き  
歴史・文化探検隊 

小学５年～ 
中学３年生 

●毎月 第２・４土曜日 
  ９：３０～１１：３０ 
■主に区内外各所 

区内外に残る文化遺産や史跡を
探検したり、伝統文化に触れた
り・体験したりしながら、郷土
への関心を高める。 

傷 害 保 険 料
８００円 
※交通費等は実
費負担 

４０人 

台東科学クラブ 
<たんＱ> 

小学４年～ 
中学３年生 

●毎月 第２・４土曜日 
 １４：００～１６：００ 
■生涯学習センター等 

物理・化学・生物・地学等興味
深いテーマ別に、観察・実験を
行う。 

傷害保険料・ 
教材費  
１,２００円 
※交通費等は実
費負担 

30人 

なぜなぜクラブ 小学３年～ 
小学６年生 

●毎月 第２・４水曜日 
 １５：４５～１６：４５ 
■生涯学習センター等 

身近な科学の疑問について、観
察・実験・おもしろい科学工作
等を行う。 

２０人 

※各クラブとも定員を超えた場合は、抽選になります。 
※２つ以上のクラブに応募するときは、活動日時が重ならないよう注意してください。 
※新小学４年生以上は、科学教科（台東科学クラブ＜たんＱ＞・なぜなぜクラブ）を複数申し込む 
ことはできますが、受講できるのは１講座のみです。 
※対象の学年については、令和5年度の学年になりますので、お申込みの際ご注意ください。 
▽申込方法 電子申請。右記の二次元コードを読取り、３月24日（金）までに申請してください。 

台東区少年少女発明クラブ  
令和5年度 クラブ員 募集！ 
 
活動内容   
①ものづくりの基礎を学ぶ 
木工・電気工作を中心に、プラスチック・紙・金属な
どを使った作品をつくります。活動をとおして「創造
力」を磨きます。 

②作品展への出品に向けた作品づくり 
ものづくりの基礎を生かして、発展的な活動をしま
す。「東京都児童生徒発明くふう展」「全国少年少
女チャレンジ創造コンテスト」等に向けて、創造力
豊かな作品を完成させます。  
土曜日コース  
毎月第１・３土曜日14：00～16：00 
日曜日午前コース  
毎月第１・３日曜日 10：00～12：00 
日曜日午後コース  
毎月第１・３日曜日 14：00～16：00 
▽対象  
区内在住・在学の小学３年～中学３年 
▽会場  
生涯学習センター３階創造の部屋他 
▽年 会 費  
３，０００円（傷害保険料・教材費） 

▽募集人数  
各コース 32名※応募多数の場合は抽選 
▽申込方法  
下記の二次元バーコードから電子申請。 
 
 
 
 
 
 
▽申込締切  
電子申請：３月２4日（金）午後５時まで。 
※ １人１コースのみ応募できます。 

 

糸のこ盤にも挑戦！ 

プログラミング学習 

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  
3月12日、26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 8組程度（1組3名まで）  
▽申込方法 当日先着順 
       

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  
3月23日（木）  
午前11時～ 20分程度  
▽対 象  
０歳から３歳までの子供と保護者 
▽会 場 中央図書館こどもとしょしつ 
▽定 員 8組程度（1組3名まで）  
▽申込方法 当日先着順 
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2023年 4月 
日 月 火 水 木 金 土 

      1 

2 3 センター休館日 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17センター休館日 18 19 20図書館休館日 21 22 

23 24 25 26 27 28 29昭和の日 

30       

          2023年 3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 

12 13 14 15 16図書館休館日 17 18 

19 20センター休館日 21 春分の日 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
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                            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） 

        ※4月は予定 
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/

