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すみだ生涯学習センター
指定管理者 JNすみだ共同事業体

2面：シゴトのチカラ、区民企画プロデュース講座募集
3面：新日本フィルハーモニー交響楽団からのメッセージ、
2020年度ユートリヤ祭延期のお知らせ、
無料動画『健康なからだになろう！アットホーム』公開のお知らせ
4面：サークルなかま募集、ご来館のみなさまへお願い

すみだ生 涯 学 習センター

ユートリヤでできること

新 型 コ ロナウイルス 感 染 症 拡 大 防 止 の 為 休 館して い た ユ ートリヤ が 、6 月1 日より再 開しました！
改 め て、ここユ ートリヤ が み な さま のどのような お 役 に 立 てる の か 、ご 紹 介しま す。
今 まで 利 用して い た 方 も 、ま だ の 方 も 、これ を 機 に ぜ ひ ユ ートリヤ をご 活 用くだ さい 。

施設を使う
舞台を備えたホールから、各種研修室、スタジオ、創作
系諸室まで、様々なお部屋があります。団体・サークル
活動等にご活用ください
（非営利の活動に限ります）
。

講座・イベントに参加する
すみだの魅力を知る すみだ地域学セミナー をはじめとし、多種多様な講
座・イベントを企画しています。つながり・区報・当館ホームページなどで参
加者を募集しています。
また、ユートリヤで活動する団体・サークルの文化祭 ユートリヤ祭 を毎年
開催。みなさまのご参加をお待ちしています！

生涯学習・団体・サークルの

情報を得る

ユートリヤには、区内外の生涯学習情報
が盛りだくさん！生涯学習の情報をお探
しの方、
ご活用ください。
B棟2階 学習相談コーナー
総合受付に併設されている学習相談
コーナーでは、区内で活動している団
体・サークルや人材・指導者の情報提供
など、区民の生涯学習をサポートしてい
ます。この6月から新たに団体・サークル
活動紹介のコルクボードも設けました。

ユートリヤで
ボランティアをする
ユートリヤの事業にかかわってみ
たい方を随時募集しています。何
か始めてみたい方、新しい仲間と
の出会いが欲しい方、お気軽にお
問合せください。

団体・サークル活動紹介のコルクボード

「すみだマナビ」
（冊子・Web版）
団体・サークルや人材・指導者の情報を
集めた冊子「すみだマナビ」
を発行して
おり、5月に最新号が出ました。Web版
も公開していますので、自宅から情報を
検索することもできます。ご利用の際は
「すみだマナビ」で検索、もしくは当館
ホームページのバナーよりアクセスし
てください。

交流する
ユートリヤは地域のハブ拠点となって、人と
人との交流を生み出します。交流のためのス
ペースをぜひご活用ください。

交流ラウンジの展示パネル＆Ａ棟・Ｂ棟1階の展示ケースの利用者募集！
みなさまの作品発表や活動PR等に展示パネル＆展示ケースを無料で貸し出します。
詳しくは、総合受付にて利用申込書をご確認ください。
募集対象 すみだ生涯学習センター利用団体および
「すみだマナビ」
の登録団体・サークル
利用期間 １週間単位を基準として最長４週間
＊利用希望初日の２カ月前から申請可能。空いていれば随時申込受付。
応募者多数
（重複）
のときは抽選
展示パネル

展示ケース

B棟３階 交流ラウンジ
どなたでも利用できる、地域活動や学習活
動の交流の場です。
ちょっとしたミーティ
ングや講座のあとの
語らいの場などにご
利用ください。
４月よ
りWi-Fi（無料）
も設
置しました。
交流ラウンジ

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、施設をご利用の際には感染対策にご協力をお願いします。詳しくは4面をご覧ください。
また、一部掲載内容を変更する可能性がありますこと、あらかじめご了承ください。変更については、随時HP等でお知らせします。

すみだ生涯学習センター情報紙

つながり

2020年
（令和2年）6月（2）

ー講座紹介！
すみだ生涯学習センタ

すみだ地域学セミナー

2020年度前期すみだ地域学セミナー
テーマ
「すみだとスポーツ」
延期のお知らせ

すみだ生涯学習センターでは多種多様な講座・イベントを行っています。今回ご
紹介する
「すみだ地域学セミナー」
は、歴史、文化、産業、地域等、すみだの魅力
を存分にお伝えし、区民のみなさまにさらに地域への愛着と誇りを持っていた
だくことを目的とする講座です。講師には、テーマに深く関わる人物をお招きし
ます。セミナーで学んだことを腕試しする
「地域学クイズ」
も今後充実していく
予定です！是非チェックしてください。

つながり10号
（2月発行）
にて予告しました上記講座は、新型コロナウイルス
の影響により延期となりました。実施が決まり次第、当館ホームページ等で
お知らせします。

講座の様子をセンターボランティアの講座レポートでお届けします！
の姿がよくわかりました。かつて栄えていた料亭も向島に12軒しかないと聞き、
こ
の文化を維持するために墨田区の資産としてもっと考えるべきと思いました。

2019年度後期のすみだ地域学セミナーでは、
「隅田川アートライフ」
と題し、隅田川流域にまつわる
アート・文化について、4回にわたり開講しました。
第1回：粋を育む花街文化〜向島より
第2回：ひとつのまちを目指して
浅草と東京スカイツリー®をつなぐ
にぎわいの東西軸づくり
第3回： すみゆめ って何でしょう？
第4回：隅田川総舞台化計画

第2回「ひとつのまちを目指して 浅草と東京スカイツリー®をつなぐ
にぎわいの東西軸づくり」 2019年9月28日（土）実施

第1回「粋を育む花街文化〜向島より」 2019年9月21日（土）実施
普段なかなか行く機会のない花街。料亭及び芸者の世界の裏側を垣間見た気がし
て面白かったです。特に向島花街は他の花街に比べ、下町風情と気軽さがあふれ
ていると知りました。とはいっても、なかなか我々にとっては、料亭は手に届くとこ
ろではないかもしれません。それをいかに近づけようかと奮闘している女将さん

すみだ地域学スペシャル

私は17年前に墨田区に移住した関係で、その時の業平橋周辺の歴史に大変興
味を覚えました。
東京スカイツリーの建設プロジェクトが発表されたときには、墨田区全体がその
恩恵を受け、観光的にも商業的にも大きな期待を感じましたが、実際完成した
後に一般的に話題になった、スカイツリー周辺さえも観光客が行かず、まして墨
田区全体に影響を及ぼさない状況に対し、失望を感じたことを覚えています。
本講座を拝聴し、今までの懸念が少し払拭できました。浅草とスカイツリーを結
ぶプロジェクトは、観光客だけでなく、地元住民の憩いの場として大いに期待し
たいと思います。私のような年寄りにとっても仲間と一緒に散歩する絶好の場
となると楽しみにしています。

語ろう！
高校生に自分の仕事を

すみだの語り部プロジェクト

参加社会人大募集！

「若者が地元の仕事に誇りを持つきっかけ」
となり
「地域のリーダー発掘」
と
「未来の地域の担い手を育
む」
プロジェクト
「シゴトのチカラ すみだの語り部プロジェクト」
が昨年からスタート。
「仕事でぶつかった壁」
に
「どう立ち向かったのか」
など、本気で取り組んでいるその仕事について、地
域の高校生に語っていただく社会人を募集します。このプロジェクトは、自身の仕事を振り返り掘り下
げることで、事業や会社の存在意義、地域との関わりを再発見することができ、自分の弱みや強みを
見出すこともできる研修型プロジェクトです。
「伝わる」
コミュニケーション力の向上にもつながるこの
プロジェクトにぜひふるってご応募ください！
2019年度語り部としてプロジェクトにご参加いただいた社会人の方にコメントをいただきました。
（アンケートから一部抜粋しています）
研修サポートの大学生や高校生等、日頃、関わらない年齢層
とコミュニケーションを図るなかで、意思疎通の大切さを学
びました。参加して本当に良かったと、心から言えます。

株式会社クリエイト・ケア
渡邉 宗貴 さん

自分の仕事の棚卸ができ、また、業種・業界問わ
ず社会人の仕事への取り組みを知って刺激を受
け、自身のモチベーションが上がりました。本来の
業務と合わせての研修はなかなか大変でしたが、
学生に自分の仕事を伝えることによる改めての
理解と、他業種の社会人と仕事観を共有できる機
会はなかなかないので参加をお勧めします。

ベンキョードー株式会社
長谷川 徹 さん

本プログラムに参加することで、自分が生
きてきた人生の振りかえりができ、これか
らの人生を新たな気持ちでチャレンジでき
るようになると思います。恥やプライドを
捨てて、新たな自分を見つけましょう！

丸和繊維工業株式会社
後藤 まなと さん

カリキュラム
2020年7月〜10月頃のうち計6日間
（予定）
・説明会
・自分の仕事を振り返る研修に、異業種・
他エリアの方とともに参加
・区内高校生に向け〝伝えたいこと〟の
ブラッシュアップ研修
・区内高校生に向けたプレゼンテーション

場 所 すみだ生涯学習センター他 ※オンライン開催の可能性があります。
定 員 4名
（定員を超えた場合は選考）
対 象 区内在勤の方
受講料 無料
申込方法 エントリーシートを直接持参、
もしくは郵送、
メールですみだ生涯学習

センター事業課へ送付してください。

※エントリーシートは、
すみだ生涯学習センター館内、
または当館ホームページよ
り出力できます。

問合せ すみだ生涯学習センター

事業課
TEL:03-5247-2010 E-MAIL:info@yutoriya.jp
締 切 7月10日
（金）※締切後定員に達していなければ、随時応募を受付けます。

※変更の可能性があります。

あなたの企画が講座に！ 区民企画提案・プロデュース講座

企画募集のお知らせ

区民プロデューサーとなって自ら講座を企画してみませんか？ユートリヤと一緒に地域の課題解決に向けた講座を実現させましょう。
企画は書類審査〜面接審査を経て３講座程度採択の予定です。
募集講座 概要 テーマ
「地域の課題解決に関するもの」
応募できる方 区内在住・在勤・在学の個人、
またはグループ

講座実施期間
応募受付期間

2021年1月〜3月
（予定）
2020年7月1日
（水）
〜8月31日
（月）

※募集要項など詳細については、6月下旬よりすみだ生涯学習センターホームページ、窓口でご案内します。※講座実施においては、新型コロナウイルス感染症防
止対策へのご配慮をお願いします。詳細は、募集要項をご確認ください。
【問合せ】
すみだ生涯学習センター 事業課 TEL：03-5247-2010
新型コロナウイルス感染症防止の為、一部掲載内容を変更する可能性がありますこと、あらかじめご了承ください。変更については、随時HP等でお知らせします。
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新日本フィルハーモニー交響楽団に

メッセージをいただきました！

すみだトリフォニーホールを活動の拠点とする新日本フィルハーモニー交響楽団。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為外出が制限される中、
新日本フィルの
「テレワーク・オーケストラ」
は大変話題になり、日本中に元気を与えてくれました。
今回は、それらの外出制限期間中の活動や、今後の新たな取り組みについて伺いました。
昨今の新型コロナウイルスの影響で、
私たち新日本フィルハーモニー交響楽団は、
3か月以上に渡って演奏会の中止を余儀な
くされています。オーケストラと言えば、
100名近い演奏者が舞台に上がり、
一つの音楽を紡ぎあげます。また、
客席においても隣

や前後の間隔も決して広くはありません。まずは感染防止を第一にと対策が求められる中で、
演奏会を中止せざるを得ませんでし
た。
しかし、
音楽家は、
演奏を届けることが生業です。演奏会が開けない、
お客さまと顔を合わすことができない、
演奏を届けられな
い、
という状況は大変寂しく、
悔しいものでした。

多くの企業はテレワーク化が進みましたが、
オーケストラは同じ空間で演奏するのが当たり前。
「テレワーク」
とは縁のないもの、
という印象を誰しもが持っていたと思います。

副首席トロンボーン奏者の山口尚人は暗い状況下、
みなさんに少しでも元気をだしてほしい、
音楽を聴いてほしいという思いか
ら、
有志を集め
「テレワーク・オーケストラ」
を創り上げました。YouTubeで公開された動画
「パプリカ」
は、
200万回以上再生され、
多くの方から
「演奏に感動した」
と感想をいただいたほか、
「普段は遠くの舞台で見えない楽団員の顔が良く見える、
個性が出てい

て楽しい」
と楽しんでいただけたようです。今後、
テレワークによる新たな取り組みも企画しておりますので、
どうぞ楽しみにお待ち
ください。
また、
3月の中旬より、
ふるさと納税型クラウドファンディング
「すみだの夢応援助成事業」
の一環として、
墨田区内の施設や店舗
をお借りして楽団員が演奏する
「すみだの街角から世界へ音楽を！」
という企画での動画を12本、
新日本フィルのチャンネルから配

信しています。
こちらの企画は今年度も続行する計画を立てています。新日本フィルのメンバーの演奏とともに、
墨田区の名所を
全国、
全世界へご紹介できる機会にしていきたいと考えています。
現在、新日本フィルは７月より演奏会を再開できるよう準備しています。
予定していた通りのプログラムを、満席のお客様にお楽しみいただくには

まだ時間がかかりそうですが、
少しずつでも、
お客様に生演奏をお届けでき
る状況が戻ってきていることを嬉しく思います。
皆さまの生活にも様々な変化があったことと思います。新日本フィルも、
新たな可能性にチャレンジしつつ、
コンサートという時間と空間を一同に共
有し、
全身で感じる音楽の素晴らしさを改めて皆さんにお伝えしたいと思い
ます。

©K.MIURA

すみだトリフォニーホールでお待ちしております！

新日本フィルの最新情報は、公式ホームページをご覧ください。https://www.njp.or.jp/

新日本フィル

検索

2020年度ユートリヤ祭延期のお知らせ
2020年11月に開催を予定していたユートリヤ祭ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、延期となりました。開催は2021年2〜3月を予定しております
ので、参加サークル・団体の募集は9月上旬に行う予定です。なお、今後の新型コロナウイルス感染症流行の状況により、開催時期・形式等変更となる可能性があり
ますことご了承ください。

無料動画公開中！
『健康なからだになろう！アットホーム』をご覧ください！
第一弾
「ヨーガ編」
「太極拳編」
をホームページで公開しています。

ご自宅にいることが増え、以前のように運動をする・体を動かすことにさまざまな制約や不自由を
感じておられる方も多いかと思います。すみだ生涯学習センターでは、区民のみなさまに向けて
「ユートリヤで健康な体になろう！」
という健康講座を開催していましたが、その実績を活かして、
自宅で気軽に運動に親しんでいただけるような、
どなたでもトライしやすい動画を作成しました。
第一弾は
「ヨーガ」
そして
「太極拳」
です。それぞれ全4回のシリーズ
で、順次ホームページにて公開していきます。ぜひお気軽にご活用
ください！
検索
https://www.yutoriya.jp/ ユートリヤ
ヨーガ編
太極拳編

7月
開催

ユートリヤで
健康な体になろう！

7月は、
「 歌うボイスエクササイズ」
「ヨーガ」
「 太極拳」の
実施を予定しています。開催が決まり次第、当館ホーム
ページ等にてお知らせしますので、詳細はホームページ
もしくはお電話でご確認ください。
※
「歌うボイスエクササイズ」
はハミングでの実施です。

新型コロナウイルス感染症防止対策のため、通常より定
員を減らして開催します。当日、体調の悪い方、2週間以
内に海外への渡航歴がある方は参加できません。当日は
マスクを着用し、係員の指示に従ってください。

新型コロナウイルス感染症防止の為、一部掲載内容を変更する可能性がありますこと、あらかじめご了承ください。変更については、随時HP等でお知らせします。

サークル な かま集まれ！
わたしたちのサークルで一緒に楽しみませんか

●初めての人のための
大正琴講習会

●本所太極拳クラブ

日時：7月8・22日15時〜／場所：本所
地域プラザ／費用：2回2,000円／連
絡先☎小川080-5003-8667／きれ
いな音色を出す練習から始めて、
童謡
を弾きましょう。ユートリヤにもサーク
ル
「月琴の会」
があります。楽譜が読め
ない、
楽器初めてOK!!

●新規オープン
錦糸町フラダンスサークル
〈マカナ〉

初心者大募集！正統派フラを楽しく学
ぼう／日時：月2回隔週火曜日10:30〜
11:45／場所：すみだパークプレイス
(横川1-1-10)／費用：月4,000円／連
絡先☎鎌倉090-2556-6816／年代
別クラス・お子様連れOK／ユートリヤ
祭などイベント多数。体験・見学無料。

●社交ダンスサークル
グレース

ダンス経験者・再トライの方もOK。感
染対策の上12月パーティー目標に練
習／日時：毎週木曜日月4回17時半〜
20時45分／場所：すみだ女性セン
ター ／ 費 用：月3 , 5 0 0 円 ／ 入 会 金：
2,000円／連絡先☎安田090-36995266／中・上級レベル別。女性歓迎！
見学お試し可。直接会場へ

●初めてのウクレレ体験講習会

楊家太極拳／日時：毎週水曜日19時
〜21時／場所：両国中学校体育館格
技室／費用：月2,000円／入会金：な
し／連絡先☎柳田090-1058-7802
／見学、体験、入会、常時気楽に出来
ます。健康を目標に仲良く、
楽しく稽古
しています。体験して下さい。

●絵手紙教室

ウクレレ・リーフ・クラブ／日時
（場所）
：
①7月6・20日15時半〜
（ユートリヤ）
②
7月12・26日11時〜
（立花ゆうゆう館）
／費用：2,000円／連絡先☎小川0805094-8668／ポロロンと癒しの音の
体験をしてみませんか。きっと虜になり
ますよ。
ウクレレはお貸しします。

元気モリモリ会

新会員募集／日時：毎月第1日曜9時半
〜11時半／場所：ユートリヤ創作活動
室2／費用：3ヶ月毎5,000円／連絡先
☎浅沼03-3622-8125／テキストを基
に男性講師の指導で、
日曜朝の脳トレ
バツグン。初心者、
男性大歓迎‼見方、
思考力が目覚める貴重な時間です。

●ひなどりマンドリン教室

マンドリンで合奏を楽しみませんか。
／日時：毎月第1・3木曜日13：15〜
15：15／場所：ユートリヤ／費用：月
3,000円／入会金：なし／連絡先☎川
畑03-3612-6505 @ mumitaku@
gmail.com／初心者の方でも先生が
優しく指導して下さいます。

●着付け教室

ゆずり葉

日時：月3回木曜日
（昼）
14時〜16時
又は（夜）18時半〜20時半／場所：
ユートリヤ茶室／費用：9回で7,500
円／入会金：2,000円／連絡先☎生
井090-6162-3535☎飯塚0903506-9197／初心者歓迎！見学可。
着物帯小物は無料でお貸し致します。
一緒に楽しく着付けを学びましょう♪

●土曜クラブ

軽運動各種あり。エアロビックス、ダンベ
ル、
ヨガ、
リズムステップ／日時：毎週土曜
日19時〜21時まで／場所：区立言問小
学校講堂／費用：月2,000円／連絡先☎
森坂03-3622-1838／ちょっと頑張って
自分のペースで元気になりましょう。

※掲載内容に関してはそれぞれの連絡先に直接お問い合わせください。

☎＝電話（連絡先）

@

＝Ｅメール

イベント・サークル・学習情報のご案内にご利用ください！
●「つながり」
では墨田区内で生涯学習活動をしている団
体・サークルの会員募集をはじめ、イベントや学習会など
の掲載情報をお待ちしております。みなさんの活動情報
の発信にお役立て下さい。
●その内容や活動については、
すみだ生涯学習センターは一
切責任を負いません。個人または団体が営利を目的に運
営している場合など、
掲載をお断りすることがあります。
※
「つながり」
は年6回、偶数月の20日頃に発行します。
情報掲載問合せ先／すみだ生涯学習センター 事業課

●掲載料金
①テキストのみの掲載1,000円／75文字以内、
1,500円／120文字以内
②テキスト＋写真の掲載2,000円／75文字＋写真、
2,500円／120文字＋写真
●申込みは随時承っております
（先着順）
。ただし、各号申込
みの受付期間を設けておりますので、締切日等、詳細に
ついてはお問合せください。

TEL:03-5247-2010

FAX:03-5247-2005

すみだ生涯学習センターへご来館のみなさまへ
当館では、新型コロナウイルス感染症防止対策を行い、
「新しい生活様式」
に応じた万全の態勢で運営してまいります。
ご利用者様には何かとご不便をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【安全にご利用いただく為にご協力をお願いいたします】※詳しくは当館ホームページ「利用者へのお願い」をご確認ください。
〇ご来館の際はマスクを着用していただき、咳エチケットにご協力をお願いいたします。
〇手指消毒液・せっけんを設置しております。ご来館の際には手指消毒および手洗いにご協力をお願いいたします。
〇体調が優れない場合や発熱がある場合などはご来館をお控えください。
〇人との距離を2m(最低1m)以上空けることを意識してご活動ください。

すみだ生 涯学 習センター講 座（イベント） 申込 み／問 合せ
往 復はがき
往信用（表）

63円
切手

131−0032

63円
切手

返信

郵便番号

現在、往復はがきで
ここは
申込みを受付けている
講座（イベント）
は
白紙のまま
ございません。

往信用（裏）
すみだ生涯学習センター
講座受講希望
講座名 ○○○○○
郵便番号
ふりがな

住所・お名前
年齢（学年）
・電話番号
※区内在勤（勤務先）
※区内在学（学校名）

ホームページ でのお申込み

すみだ生涯学習センターホームページ（https://www.yutoriya.jp/）
の申込みフォームから、必要事項を入力して送信してください。
電話・FAX でのお申込み
（一部講座のみ）

左記の内容を電話またはFAXでご連絡ください。
TEL：03-5247-2010 FAX：03-5247-2005
すみだ生涯学習センター 事業課
注意事項

すみだ生涯学習センター
事業課 行

返信用（表）

あなたの住所

墨田区東向島2-38-7

返信用（裏）

あなたのお名前

往信

往復はがきは締切日必着

でのお申込み

※締切は講座ごとに異なります。講座の紹介欄をご確認ください。※申込み
に注意書きがない講座については、はがき・ホームページともに申込1通に
つき1名まで。※応募者多数の場合は抽選
（先着申込以外）
。抽選結果は後日
通知します。※締切後定員に達していなければ、随時応募を受付けます。

問合せ／ すみだ生涯学習センター 事業課 9：00〜17：00
TEL：03 5247 2010 FAX：03-5247-2005

すみだ生涯学習センター情報紙「つながり」 発行：すみだ生涯学習センター
〒131‑0032
墨田区東向島2‑38‑7

すみだ生涯学習センター（ユートリヤ）

開館時間 ： 9：00〜21：00
休 館 日 ： 毎月第4月曜日
（祝日または振替休日にあたる場合は翌日）、年末年始（12月29日〜1月3日）

TEL：03‑5247‑2001
（代表） FAX：03‑5247‑2005
ホームページ : https://www.yutoriya.jp/
■ 東 武 線「 曳 舟 」または「 東 向 島 」
・京 成 線「 京 成 曳 舟 」下 車 徒 歩 約５分
■ 都 営 バ ス「 東 向 島 広 小 路 」下 車 徒 歩 約２分
■ 区 内 循 環 バ ス（ 北 西 部 ル ート）
「 東 京 都 済 生 会 向 島 病 院 入 口 」または「 曳 舟 文 化 センタ ー 」下 車 徒 歩 約５分

