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生涯学習課  学習館 
問合せ  ☎ 5246-5811 

「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。 

生涯学習課では、区民の皆様の生涯にわたる学習を支

援するために、生涯学習に関するさまざまなご相談を受け

つけています。 

Q.どんなことが相談できるの？ 

A. 

生涯学習に関する以下のようなご相談を受けています。 

・主に区内で行われている講座など学習情報の提供 

・生涯学習ガイド（下記二次元コード参照）でのサークル・団体

紹介 

・学びに活用できる区内の施設や団体登録制度、相談窓

口の情報提供 

・サークル・団体を結成するときの支援、サークル・団体運

営の困りごと相談  など 

 

 

 

 

Q.どこで相談できるの？ 

A. 

①電話による相談 

生涯学習課 学習館 ☎５２４６－５８１１ 

平日 午前9時～午後5時  

 

②窓口での相談（生涯学習センター５階） 

生涯学習課 平日 午前9時～午後5時 

NEW!! 

③生涯学習きっかけ相談 

「定年後のために、趣味となるような生涯学習やボラン

ティアを始めたい」 

「生涯学習センターで活動しているサークルに参加したい」 

「これからパソコンを勉強したいと思っているけど、何から

勉強すればいい？」 

――主に、これから何か始めてみたい方を対象とした

相談員による学習相談です。 

自分の考えを相談員に話すことで、改めて自分が学びた

いことに気づくこともあります。 

生涯学習のはじめの一歩を踏み出したい方のきっかけづ

くりをお手伝いします！ 

 

 

 

※予約不要ですが、事前予約していただけるとお待たせ

しません。＜予約☎５２４６－５８１１＞ 

 

 

生涯学習センター１階 情報コーナー 

毎週木曜  

午後1時30分～3時30分  
生涯学習ガイド 

 生涯学習相談 をご活用ください 
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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 
   ジュニアオーケストラ事務局 

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 

8月7日、21日（日）  

午前11時～（15分程度）  

▽対象 

３歳から小学校低学年のお子さま

と保護者 

▽会場    

中央図書館 こどもとしょしつ 

▽定員   

６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  

 

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    

8月23日（火）  

午前11時～（20分程度） 

▽対象  

０歳から３歳のお子さまと保護者 

▽会場   

中央図書館 こどもとしょしつ 

▽定員   

6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 
         問合せ  ☎ 5246-5911 

【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。  

 

 

 

 

 

台東区上野の森ジュニア合唱団 

第31回演奏会 ～30周年の思いをつなぐ歌の集い～
台東区上野の森ジュニア合唱団第31回演奏会を行いま

す。元気な歌声を聴きにきてください。 

▽曲目 

この空へ 歌声を／ありがとう／ちいさい秋みつけた／

赤とんぼ／時間／「サウンドオブミュージック」より  

ドレミの歌／花はいろ／Dona Nobis Pacem／群青 ほか 

▽構成・指揮 

川上彌榮子、池谷佳雄 

▽ピアノ 

寺﨑明日香、小濱有里子   

▽日時 

9月11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 台東区生涯学習センター ミレニアムホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

台東区ジュニアオーケストラ 

第３９回ファミリーコンサート     

台東区ジュニアオーケストラ第39回ファミリーコンサー

トを開催します。台東区ジュニアオーケストラの団員

が、３つに分けたグループごとに演奏をします。 

▽曲目 

【Ａグループ】組曲「カレリア」（シベリウス）／交響

詩「フィンランディア」（シベリウス） 

【Ｂグループ】「アルルの女」第２組曲（ビゼー） 

【Ｃグループ】交響曲９４番 ト長調 「驚愕」より「第２

楽章」（ハイドン）／交響曲９２番 ト長調 「オックス

フォード」（ハイドン）    

▽日時 

９月４日（日）午後１時３０分開演（午後１時開場） 

▽対象 どなたでも ※整理券が必要になります。 

▽会場 浅草公会堂（台東区浅草１－３８－６） 

▽整理券 

入場整理券（無料 自由席）は８月２日（火）より、台

東区生涯学習センター１階受付（第１･第３･第５月曜日

休館）、台東区役所６階⑨番窓口教育委員会庶務課、各

区民事務所・分室・地区センターで配付。   

 

演奏会情報 
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生涯学習課  文化財担当 
問合せ  ☎ 5246-5828 

男女平等推進プラザ 

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

 

 

 

台東区の考古学を学ぼう！ 
 
この講座では、台東区の遺跡を知る
ことによって、考古学が台東区の歴史
にどう関わってくるのかを勉強します。
また、勾玉（まがたま）をつくり、古（い
にしえ）の人々の生活について考えま
す。  
▽講師  

加藤 寛子  （台東区文化財保護調査員） 

▽日時   

１０月１日（土） 

①午前10時30分～正午 

②午後2時～3時30分 

▽対象 区内在住・在学の小学5・6年生 

▽会場  

生涯学習センター5階504教育研修室 

▽定員  

各回２０名（抽選） 

※応募多数の場合は区内在住の方優先 

▽持ち物 

筆記用具。当日は汚れてもいい服装で

お越しください。 

▽申込方法 

下記の二次元コードへ申込み。 

※8月20日より申込開始。 

▽申込締切 ９月１３日（火）   

 

 

 

 

 

女性参画のためのスキルアップ講座 

「コミュニケーションを活性化する

ファシリテーション入門」 

（オンライン受講可）    

ビジネスや地域活動、ＰＴＡ活動等の話

し合いの場で必要となる、コミュニケー

ションを活性化するための技法を実際

に体験し、練習する講座です。 

 「ファシリテーション」は、会議の司会

進行だけではありません。参加者の意

見や考えを引き出し、認識を共有し、相

互理解をサポートする技法です。 

誰もが安心して意見や想いを表明でき

るようになることで、話し合いを活性化

し、意思決定の場への参画促進にもつ

ながります。 

▽講師   

細川 一美氏 

(NPO法人CAPかながわ代表理事/エンパワ

メントセンター認定ファシリテーション講師) 

▽日時   

８月２７日（土） 午前10時～正午  

▽対象 どなたでも  

▽会場   

男女平等推進プラザ403・404企画室

▽定員 ３０人（先着順）    

▽申込方法 

下記の電話番号、または二次元コード

へ申込み。   

☎070-8702-2798（申込専用） 

※午前9時～午後5時（日曜日を除く） 

 

 

 

 

 

▽託児 

会場受講は託児（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８月2０日（土）までに申込み。 
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2022年 9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 敬老の日 20センター休館日 21 22 23 秋分の日 24 

25 26 27 28 29 30  

2022年 8月 
日 月 火 水 木 金 土 

 1 センター休館日 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 山の日 12 13 

14 15センター休館日 16 17 18 図書館休館日 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29センター休館日 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 

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！ 

生涯学習きっかけ相談実施日（午後1時30分～15時30分） 

http://www.city.taito.lg.jp/

