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2面：すみだ地域学セミナー、「ボート競技」の世界へ漕ぎ出そう！、

チアダンスでスポーツを応援しよう！
3面：ユートリヤ祭特別展示について、踊りからひもとく韓国文化、

ひきふね図書館よりご案内、ユートリヤで健康な体になろう！
4面：サークルなかま募集、公式YouTubeチャンネル開設のお知らせ、

ご来館のみなさまへ
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地域の魅力を再発見できる、すみだ地域学セミナー。
今回は、“すみだとスポーツ”をテーマに、
墨田区と関わりの深い競技や、スポーツを支える方々をご紹介します。

すみだ地域学セミナー 2020年度

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、施設をご利用および講座にご参加の際には感染対策にご協力をお願いします。
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。

すみだ地域学セミナーの詳細は2面をご覧ください。

A.水都すみだとボート競技の歴史
11月21日（土） 10：00～11:30

C.スポーツ大会を支える人々
～“感動”の裏側にあるストーリー～

11月29日（日） 10：00～11:30

B.待望の総合運動場を大公開！
11月28日（土） 10：00～11：30

D.すみだのボール、世界へ！
スポーツを支えるすみだの企業

12月6日（日） 10：00～11:30

すみだとスポーツ



日　時 11月21日（土）10：00～11：30　 場　所 ドーム　 定　員 80名（抽選）
対　象 どなたでも（ただし、応募多数の場合は墨田区民優先）　
講　師 岩崎 洋三（公益社団法人日本ボート協会

　オリンピックボート選手役員の会 会長）
苅谷 裕子
　（公益社団法人日本ボート協会 スタッフ/
　 寺島中学校 ボート部OG）
赤津 杏奈
　（公益社団法人日本ボート協会 スタッフ/
　 本所中学校 ボート部OG）　他

受講料 200円　 締　切 11月8日（日）　
申込方法 往復はがき　ホームページ

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。

すみだ地域学セミナー 2020年度 
すみだとスポーツ

すみだ地域学セミナー関連講座
すみだゆかりのスポーツ「ボート競技」の世界へ漕ぎ出そう！
元オリンピック選手のトークとローイングマシン体験

11～12月
開催

日　時 11月29日（日）10：00～11：30  場　所 ドーム   定　員 80名（抽選）
対　象 どなたでも（ただし、応募多数の場合は墨田区民優先）　
講　師 鎌田 義次（株式会社セレスポ 常務取締役）

菊地 孝司（株式会社セレスポ 
　生涯スポーツ推進室チーフプランナー）
中澤 英美里（墨田区ハンドボール協会 会長）  他

受講料 200円　 締　切 11月14日（土）　
申込方法 往復はがき　ホームページ

日　時 11月21日（土）13：30～15：00　
場　所 展示ギャラリー　 定　員 20名（抽選）
対　象 どなたでも（ただし、応募多数の場合は墨田区民優先）　
講　師 中野 紘志（リオデジャネイロオリンピック2016 ボート日本代表）

苅谷 裕子（公益社団法人日本ボート協会 スタッフ/寺島中学校 ボート部OG）
赤津 杏奈（公益社団法人日本ボート協会 スタッフ/本所中学校 ボート部OG）　他

受講料 300円（保険料込み）　 締　切 11月8日（日）　
申込方法 往復はがき　ホームページ

C.スポーツ大会を支える人々 ～“感動”の裏側にあるストーリー～
スポーツ大会での選手たちの活躍に、我々はしばしば胸を打たれます。しかし、
その舞台の裏側には、様々な困難に立ち向かいながら、大会を成功に導こうと
する人々がいます。また、スポーツ大会がその地域に招致されることの意味や、
それによりもたらされる“レガシー（遺産）”とは何でしょうか。今回は、スポーツ
大会の感動の裏側にスポットをあてます。

水都すみだゆかりのスポーツである「ボート競技」を、
もっと深く知ることができる講座です。元オリンピア
ンを講師にお招きし、競技はもちろんアスリート生活
についてもお話いただきます。講座内では、実際に
ローイングマシンを漕ぐ体験の時間も設けますので、
ぜひチャレンジしてみてください。さあ、ユートリヤで、
「ボート競技」の世界へ漕ぎ出しましょう！

※各講座ごとの受付となります。ホームページでのお申込みは各講座のお申込み
ページから、往復はがきでのお申込みは、講座名に「地域学セミナー【参加希望講座の
アルファベット】」を記入しお送りください。※手話通訳をご希望の方は、全講座につい
て11月8日（日）までに「手話通訳希望」と記載の上、お申込みください。

すみだ地域学セミナー

プロのダンスユニットにチアダンスを教わって、すみだでスポーツをがんばる人
たちを応援します。ダンス未経験でも大丈夫。表情などチアスピリットに欠かせな
いポイントをふまえて、見る人を元気にするダンスにチャレンジしましょう！
日　時 練習／11月22日（日）、29日（日）、12月6日（日）

　　　低学年クラス（小学1～3年生）13：00～14：30
　　　高学年クラス（小学4～6年生）15：00～17：00
本番／12月12日（土）時間未定 ※プロによる動画の撮影

場　所 展示ギャラリー　 定　員 低学年クラス15名、高学年クラス15名（抽選）
対　象 区内在住在学の小学生
講　師 shems.（ダンスエンターテイメントユニット）　 受講料 300円（保険料込み）
締　切 11月13日（金）　 申込方法 往復はがき　ホームページ
※新型コロナウイルス感染状況次第でオンラインレッスンへの振替等、内容を変更
する場合があります。※感染対策の観点から本番日は無観客を予定しています。　

すみだ子ども博士セミナー　すみだ地域学セミナー関連ワークショップ
チアダンスでスポーツを応援しよう！11～12月

開催

講師プロフィール

ダンスエンターテイメントユニット shems.（シームズ）
チアパフォーマー、アーティスト
の振付やバックダンサー、舞台や
ミュージカル等で個人でも活動す
る3人が集まったダンスユニット。
幅広いジャンルのダンス、高いパ
フォーマンス力で魅了し、shems.
のステージをきっかけにダンスで
表現することの素晴らしさを知って
もらおうと活動中。メンバー：HARUKA、SHIORI.、EMIKA

11月
開催

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

B棟3階交流ラウンジ 展示パネル＆Ａ棟・Ｂ棟1階 展示ケースの利用者募集中！

展示パネル 展示ケース

日　時 11月28日（土）10：00～11：30
場　所 墨田区総合運動場（墨田区堤通2丁目11-1）　 定　員 20名（抽選）
対　象 どなたでも（ただし、応募多数の場合は墨田区民優先）　
講　師 杉田 憲義（フクシ・エンタープライズ墨田 フィールド責任者）
受講料 200円　 締　切 11月13日（金）　
申込方法 往復はがき　ホームページ
※雨天決行（内容変更の可能性があります）
※現地集合・現地解散

B.待望の総合運動場を大公開！
旧鐘淵中学校跡地に2019年12月オープンした、墨田区内初の本格的な陸上
競技場「墨田区総合運動場／フクシ・エンタープライズ墨田フィールド」。
施設職員の解説の元、人工芝インフィールドや405席の観覧席スタンドなどを
体感してみませんか？宿泊可能なセミナーハウスなども見学する特別コース。
貴重な機会をお見逃しなく！

日　時 12月6日（日）10：00～11：30　
場　所 ホール　 定　員 80名（抽選）
対　象 どなたでも（ただし、応募多数の場合は墨田区民優先）　
講　師 柳田 昌作

（ナガセケンコー株式会社 代表取締役社長）
受講料 200円　 締　切 11月20日（金）　
申込方法 往復はがき　ホームページ

D.すみだのボール、世界へ！スポーツを支えるすみだの企業
国内トップシェアの軟式野球ボール「ケンコーボール」や、ソフトボール、ソフトテ
ニスのボール製造販売などを手がける区内の企業「ナガセケンコー」。80年以
上の歴史を持つ企業の歩みや地域との関わりなどを伺い、最新の取組や今後
の展開、オリンピック・パラリンピックへの想いなどをお話いただきます。

A.水都すみだとボート競技の歴史
毎年春に隅田川で行われる早慶レガッタは有名ですが、墨田区とボート競技の
つながりはそれだけではありません。今回の講座では、戦前から現代にいたる
までの、水都すみだとボート競技の歴史をふりかえります。

ウォーターフェア・隅田川レガッタ
（すみだ郷土文化資料館提供）

すみだ生涯学習センター情報紙　つながり  2020年（令和2年） 10月 （2）



講座名 日時 場所 定員
歌うボイスエクササイズ
講師：eniwa SENSEI
（インナーマッスルの強化に
重点をおくクラス）

１１月６日（金）15：00～16：00
ドーム 各20名

１１月２０日（金）15：00～16：00

ボーカルテクニッククラス
講師：eniwa SENSEI
（歌唱技能向上に
重点をおくクラス）

１１月14日（土）10：00～11：00
ドーム 各20名

１１月28日（土）10：00～11：00

ヨーガ
講師：Aja

１１月９日（月）15：00～16：00
和室 各15名

１１月16日（月）15：00～16：00

太極拳
講師：弘澤 成美

１１月１２日（木）13：00～14：00
展示ギャラリー 各15名

１１月２６日（木）13：00～14：00

どなたでも気軽に運動に親しめる講座です。
1回だけでも、複数の講座でも、自由にお申込みいただけます。
対　象 16歳以上の方　
受講料 各回700円。ボーカルテクニッククラスのみ各回1,000円（いずれも保険料込み）

ユートリヤで健康な体になろう！　申込み/問合せ
右記講座の申込みは、総合窓口または電話、ホームページにて先着順で受付けます。
※受講料は窓口にて事前払い制です。一度納入された受講料は、いかなる事由においても返
金はできません。

※講座の詳細は、ホームページやチラシでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、施設をご利用および講座にご参加の際には感染対策にご協力をお願いします。

無料動画「健康なからだになろう！ アットホーム」『ボクシングエクササイズ編』
『美脚エクササイズ編』『美尻トレーニング編』を公式YouTubeチャンネルに
て好評公開中です。ご覧ください！

ユートリヤで
健康な体になろう！11月

開催

ユートリヤ祭特別展示の実施について2020年度
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、延期としていました「2020年度ユートリヤ祭」ですが、登録団体・サークルの活動がま
まならない状況や、感染症拡大防止策をとりながらの実施方法などを検討した結果、下記の方法で「ユートリヤ祭特別展示」とし
て2021年2月に実施します。
【展示部門】従来より規模の縮小と簡素化をしての団体・サークル紹介
【舞台部門】ホールでの実演は実施せず、パネル展示による団体・サークル紹介
今年度は従来の展示部門と舞台部門からなる「活動発表および交流の機会としてのユートリヤ祭」とはなりませんが、区内団体・
サークルの活動支援・活動紹介の機会となればと考えています。今後何か活動をしたいと考えている方、ぴったりの団体・サークル
を探しにぜひお越しください。
場　所 B棟１階　展示ギャラリー　
A日程 2021年2月18日（木）～21日（日）
B日程 2021年2月25日（木）～28日（日）　両日程とも10時～16時

ご不明な点は、すみだ生涯学習センター 事業課（TEL:03-5247-2010）までお問合せください。

区内図書館では、郷土の偉人「勝海舟」などの展示をしています。
多くの苦難に打ち勝った勝海舟の生涯に思いをはせると頑張る力が湧いてきます。
また、毎年１０月２７日から１１月９日までの２週間は「読書週間」です。暑くもなく寒くもなく、過ごしやすい秋は読書にもってこいの季節です。
各館では、「図書館員が選ぶおすすめ本」、「小説の中の音楽」、「本の小包み」、「本のスタンプラリー」などの楽しい展示や企画を行います。
読書好きな方はもちろん、日ごろあまり読書をされない方も、この機会に本との出会いをお楽しみください。
問合せ：ひきふね図書館　TEL ： 03-5655-2350 郷土の偉人「勝海舟」の展示

郷土の偉人展示と「読書週間」をお楽しみください（墨田区立図書館）

韓国伝統舞踊の講師から、踊りの要素である「音楽」「身体」「衣装」などの視点
で韓国文化の奥深さを学びます。見過ごしてしまいそうな、さりげない動き
に込められた意味、思いとは…？それを知れば人気の韓国ドラマもより楽しめ
るはず。海外渡航や観光が難しい状況下、外国の文化を知ることで多文化共
生を考えてみませんか？

踊りからひもとく韓国文化

日　時 11月19日（木）
14：00～15：30

場　所 展示ギャラリー
定　員 20名（抽選）
対　象 区内在住・在勤・在学の方
講　師 金 春江

（韓国伝統舞踊家）
受講料 500円
締　切 11月6日（金）
申込方法 往復はがき　ホームページ
※簡単な振りを習いますので、
　動きやすい服装・履物でお越し下さい。

11月
開催

すみだ生涯学習センター施設紹介
ドーム

360°のスクリーンを備えた臨場感のある天
球型ドームです。162席の固定客席と前方
に小さな楕円形ステージがあります。
プロジェクターで壁面に映像やスライド
（ＤＶＤ・ブルーレイ・パソコン接続）を映し
出すことが可能です。
マイクや照明などの設備も整っているため、
講演会や映像鑑賞、小規模な演奏会などに
ご利用いただけます。是非ご利用ください！
定　員 162名
ステージ 奥行2m80cm 幅7m50cm

※午前（9：00～12：00）  午後（13：00～16：30）
　夜間（17：30～21：00）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為利用に
制限がある場合があります。詳しくはお問合せく
ださい。
問合せ ： すみだ生涯学習センター 受付
TEL ： 03-5247-2001

午前 午後/夜間
区民料金 6,500円 7,600円
区民外料金 9,750円 11,400円
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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
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■�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

TEL：03-5247-2001（代表）　FAX：03-5247-2005　
ホームページ : https://www.yutoriya.jp/

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）

〒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）

●チャイム・フィオーレが贈る
　クリスマスコンサート（無料）
バレエの名曲を楽しむ/日時：12月1日
（火）開演17：30/場所：ユートリヤ　
ホール/募集：先着60名/応募：往復葉
書に〒住所・氏名・TELを記し〒131-
0031墨田1-4-5-604フィオーレ宛（1
枚1名）締切1１月５日/問合せ☎成田
090-4841-8869/坪井香野（Pf）・上
原千穂（Vn）・横井詩織（バレエ）

●初心者のための大正琴講習会
日時：11月11日、25日15時45分〜／
場所：本所地域プラザ／費用：2回2,000
円／連絡先☎小川080-5003-8667／
楽器でメロディーを奏でてみたい方、き
れいな音色を出す練習から始めて童
謡・唱歌を弾きましょう。ユートリヤにも
サークル「月琴の会」があります。

●大正琴を楽しむ会の会員募集！！
日時：第2・4木曜日13時半〜15時／場
所：ユートリヤ講習室／費用：月3,300円
（初回教本代2,000円）／連絡先☎小宮
090-9371-7300

●初めてのウクレレ体験レッスン
ウクレレ・リーフ・クラブ／日時：11月6
日、20日13時15分〜／場所：ユートリ
ヤ／費用：2回2,000円／連絡先☎小
川080-5094-8668／今癒しの楽器と
して注目を集めているウクレレ。ポロロ
ンとその音を実感してみてください。
虜になりますよ。楽器お貸しします。

●社交ダンスサークル　グレース
ダンス愛好者男女募集。学び直しの
方も可／日時：毎週木曜日月4回17時
半〜20時45分／場所：今年12月まで
すみだ生涯学習センター、来年1月7
日からはすみだ女性センター／費用：
月3,500円／入会金：2,000円／連絡
先☎安田090-3699-5266／見学お
試し可。直接会場へ！

●「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。

●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。

イベント・サークル・学習情報のご案内にご利用下さい！

※「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
  TEL:03-5247-2010　FAX:03-5247-2005

※�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

�

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 でのお申込み（一部講座のみ）

左記の内容を電話でご連絡ください。
TEL：03-5247-2010
すみだ生涯学習センター 事業課

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 でのお申込み ホームページ でのお申込み

往信用（裏）返信用（表）

講座名 ○○○○○

郵便番号

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）

63円
切手

返信

郵便番号

ふりがな

すみだ生涯学習センター
講座受講希望

あ
な
た
の
住
所

あ
な
た
の
お
名
前

往信用（表） 返信用（裏）

63円
切手

往信

墨田区東向島2-38-7

ここは

白紙のまま

131−0032

すみだ生涯学習センター
事業課 行

往復はがきは締切日必着

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

※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。

注
意
事
項

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。

ご自宅等からでも楽しんでいただけるコンテンツを配信中です。
ぜひチェックしてみてくださいね！

チャンネル登録もよろしくお願いします。

すみだ生涯学習センター
公式YouTubeチャンネル

開設しました！

チャンネル名：
すみだ生涯学習センター公式YouTubeチャンネル

（墨田区生涯学習センター）


