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2０２２年（令和4年）１2月号  Vol.231 

生涯学習課  学習館 
問合せ  ☎ 5246-5812 

「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。 

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

台東区生涯学習センターミレニアムホール 

避難訓練コンサート 
東京消防庁音楽隊によるコンサートで

す（７曲程度演奏予定）。 

演奏中に、災害が発生した想定で、避

難訓練をしていただきます。 

避難訓練後は、再び演奏をお楽しみい

ただく来場者参加型訓練です。 

▽演 奏 

東京消防庁音楽隊 

▽日  時  

令和5年1月12日（木）   

開演:午後1時30分（開場:午後１時）  

▽会 場  

生涯学習センター2階 ミレニアムホール 

▽定 員 300名（先着順） 

▽申込方法 

入場無料・自由席 

12月5日（月）～23日（金）、電話、また

は窓口（生涯学習センター５階）まで。 

（受付時間：午前９時～午後５時） 

※定員に達した場合は、受付を終了し

ます。 

 

【主催】台東区教育委員会生涯学習課 

【協力】東京消防庁音楽隊 

    東京消防庁日本堤消防署 

 

 

12月19日から、2年に1度の社会教育

関係団体登録更新の受付が始まります 

（受付終了日：令和5年2月28日）。 

現在、社会教育関係団体に登録されている

団体の登録証（薄緑色）の有効期限は、令

和5年3月31日です。期間中にお手続きがな

い場合は、登録が取り消されますのでご注

意ください。 

登録更新には、登録更新申請書のほか、決

算書・予算書・最新の会員名簿等も必要と

なりますので、お早めにご準備ください。 
※シニアクラブについては、更新窓
口・期間が異なるため、別途ご案内を
送付します。 

●登録更新スケジュール 

 

 

12月初旬  

登録更新のご案内を代表者に発送 

この機会に、団体の運営につ

いて会員の皆さんで点検し

てみましょう！ 

更新申請 受付期間 
12月19日（月）～ 

令和5年2月28日（火） 
※申請方法は、「窓口申請（予約制）」「電子

申請」「郵送申請」「預かり申請」の４種類が

あります。詳しくは、申請書類に同封され

ている案内をご覧ください。 
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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 12月11日、25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。 

 

冬休み映画会    

2022年 最 新 作『それいけ！ 

アンパンマン ドロリンとバケ～る

カーニバル』の上映を行います。 

▽日 時  

12月17日（土）  

①午前10時30分～ ②午後2時～

▽対 象   

小学生以下の子供と保護者 

▽会 場   

生涯学習センターミレニアムホー

ル 

▽定 員 各回200名 
 

▽申込方法 
11月18日午前9時より、こどもとしょしつカウンターに
てチケット配布（先着順）定員になり次第締切。  
※申し込みはご本人に限ります。 

 

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 12月23日（金） 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。 

 

台東区ジュニアオーケストラ 

初級・養成教室ホームコンサート 
子どもたちの心を込めた演奏をお届けします。皆様お誘

い合わせのうえ、ぜひ演奏会にお越しください。 

▽曲目 

各教室生のアンサンブル演奏／「おもちゃの交響曲」よ

り「第１楽章」／アンゲラー ほか  

▽指揮 

横沢 源  

▽日時 

12月18日（日）午前11時開演（午前１０時４０分開場） 

▽対象 どなたでも ※整理券等はございません。 

▽会場 生涯学習センターミレニアムホール 

台東区上野の森ジュニア合唱団 
ウインターコンサート‘２２ 
台東区上野の森ジュニア合唱団ウインターコン
サートを開催します。クリスマスに元気な天使の歌声を
聴きにきてください。 
 
▽曲目 
冬の唱歌／汽車ポッポ／もっと遠い未来のことを／クリスマスソ
ング／Ave Maria／すべては光る／昼顔を踏まないで／ 
「サウンド・オブ・ミュージック」より 私のお気に入り ほか 
▽構成・指揮 川上彌榮子 
▽ピアノ 
寺﨑明日香、小濱有里子   
▽日時 
12月25日（日）午後2時開演 
（午後1時30分開場）  
▽対象  
どなたでも ※事前予約は不要 
▽会場  
生涯学習センターミレニアムホール 

演奏会情報 
【新型コロナウイルス感染症対策について】 

＊当日はマスクの着用と検温をお願いします。 
＊新型コロナウイルス感染拡大により、内容変更または中止・延期となる場合があります。  

生涯学習課  社会教育担当 
 問合せ  ☎ 5246-５８5１ 

ジュニアオーケストラ事務局／上野の森ジュニア合唱団事務局 
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申込みフォーム 

生涯学習課  学習館 
問合せ  ☎ 5246-5811 

▽対象 区内在住か在勤（学）で16歳以上の方 
※（Ｃ）空手サークル体験は小学生と保護者、（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。
※（E）パソコン講座は(有)フォーティへ。 （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。 
▽申込締切【必着】 
（A）〜（D）は12月15日（木）、 （E）パソコン講座は令和5年
1月9日㈷、（E）スマホ講座は12月16日（金） 
※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 

和洋中の基本から！ 男の料理 はじめの一歩（社会教育セン
ター）／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（千束社会教育館）／上野の山をひもとく～「公園」の歴
史を通して～（根岸社会教育館）／経絡リンパマッサージセル
フケア講座（環境ふれあい館ひまわり※申込み・問合せは社
会教育センターへ）／【Zoom】★名画を解説！ 西洋絵画の
歴史と鑑賞のポイント（※問合せは社会教育センターへ） 
(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 

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
（社会教育センター）／初心者のためのおもてなし茶道（千束社
会教育館）／「詩吟」で鍛える腹式呼吸～大きな声と正しいアク
セント～（根岸社会教育館）／ウクレレを弾いて音楽を楽しもう
（今戸社会教育館） 

(Ｃ)学びの仲間体験講座 団体の学びを体験する講座 

あなたが創る根岸ミニ散策（根岸社会教育館）／親子で空手体験
～コミュニケーションも深まる～（今戸社会教育館） 
（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～生物多様性・食文化・性
別・コミュニケーション～（千束社会教育館）／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（今戸社会教育館) 
（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3期 （生涯学習センター ※申込先：有限
会社フォーティ） 
① 【Zoom】PowerPointコース／②Excelコース 
初心者のためのスマホ講座3期 （生涯学習センター）Androidコー
ス／iPhoneコース 
※パソコン講座は㈲フォーティへ申込み（①はメール申込みのみ、②は
メール申込みも可） 
※スマホ講座はどちらかのコースを選んで申込み。1・2期受講者の申込
みは不可。 
※①はオンライン講座のため、教材費は口座振込（振込手数料は受講者
負担） 

◆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３期 
受講者募集  

 
＜番外編＞ 

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） 
自分たちのサークルや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）をダウンロードして編集し
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人（抽選）  
▽申込方法 12月5日より下記の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 社会教育センターHP 
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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     

2022年 12月 
日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

4 5センター休館日 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15図書館休館日 16 17 

18 19センター休館日 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 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） 

センター休館日 1/3まで 

図書館休館日 

（1/2まで） 

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/

