
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。

墨田区文花地域に、情報経営イノベーション専門職大学に続き、
2021年４月に開設する「千葉大学墨田サテライトキャンパス」。

「大学のあるまちづくり」の推進に向けた墨田区と大学との取組みについて、
墨田区企画経営室行政経営担当よりご寄稿いただきました。

【大学誘致のこれまで】
　東京23区の中で唯一、大学が存在しな
かった墨田区では、文花地域の旧すみだ中小
企業センターや旧曳舟中学校・旧西吾嬬小学
校の跡地全体をキャンパスエリアとする大学
誘致を進めてきました。長年の取組みの成果
が実り、2017年３月に国立大学法人千葉大
学、続けて、同年12月に学校法人電子学園と
の包括的連携協定の締結をきっかけに大学
誘致が大きく前進しました。
　ついに昨年（2020年）4月、区内初となる
情報経営イノベーション専門職大学が、旧曳
舟中学校の跡地に開学しました。そしていよ
いよ本年（2021年）4月、改修された旧すみ
だ中小企業センターに「千葉大学墨田サテラ
イトキャンパス」が開設します。

【千葉大学と区の関わり】
　すでに墨田区と千葉大学は、区の課題解決
に向けて、地域に根差した取組みや連携を進
めています。京島地区では、街の活性化や空
き家問題の解消に向けて、空き家となってい
た長屋を改修し、アカデミックハウスとして再
生する「アカデミックハウスプロジェクト」に取
り組んでいます。
　キラキラ橘商店街では、空き店舗を拠点と
して、「こどもの遊び環境のデザイン」の研究
を進めています。さらに、原公園やわんぱく
天国にも活動の場を広げ、墨田区ならではの
子どもの居場所づくりや商店街活性化に関
する取組みを行っています。

【新しいキャンパスについて】
　千葉大学墨田サテライトキャンパスは、「知
の拠点・デザインの中心としての墨田区と千
葉大学の新しい教育研究環境」と位置付け、
千葉大学が有する全１０学部の知見を活かす
ため、千葉大学内に新たに設置される全学教
育研究組織「デザイン・リサーチ・インスティ
テュート」（略称：dri）により、分野横断的に連
携を図っていきます。キャンパス開設後、まず
は、教育・環境・健康などの分野で区の課題解
決に向けた連携を進めていく予定です。
　また、キャンパスの１・２階部分は、「地域開
放スペース」として、地域の方がどなたでも
訪れることができ、大学の研究活動に触れた
り、体感できたりなど、地域と大学が交流でき
る場となりますので、ぜひお気軽にお立ち寄
りください。

【大学とのこれから】
　現在、公・民・学が連携するまちづくり組織
「アーバンデザインセンターすみだ（UDC
すみだ）」の設立に向けて準備を進めており、
その拠点をキャンパスの１階部分に設ける予
定となっています。
　今後、UDCすみだが中心となって、地域、
大学、企業や関係団体などのつながりを強化
し、総合的なまちづくりに取り組みます。そし
て、区の課題解決に向けた様々な分野での
連携や、世代を超えた交流を生み出していき
ます。地域に開かれたキャンパスとして、活気
のあふれる「大学のあるまち すみだ」を目指
していきます。

問合せ：墨田区企画経営室行政経営担当
　　　 TEL:03-5608-6230

区内の学びの場として、大学とすみだ生涯学習センターは、
2021年度以降連携していく予定です。お楽しみに！

キラキラ橘商店街空き店舗での子ども商店街の様子

わんぱく天国での移動式遊具の利用調査

すみだ生涯学習センターでの
千葉大学建築・デザイン学生作品展（2020年）

14旧すみだ中小企業センター改修　実施設計説明書

1-2. ＣＧパース

千葉大学墨田サテライトキャンパス外観CGパース図

地域で学び、
地域と学べるまちづくり

すみだ生涯学習センター情報紙

2021年（令和3年）2月発行
2面：区民企画提案・プロデュース講座
3面：フランス語を習ってみよう！、シゴトのチカラ、すみだ地域学クイズ、

ユートリヤ祭特別展示、ユートリヤで健康な体になろう！、
主催事業へ参加されるみなさまへ、公式YouTube・Twitterのご案内

4面：サークルなかま募集、ご来館のみなさまへ、
全館臨時休館のお知らせ、講座の申込方法
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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。

区民企画提案
プロデュース講座

区民が自らプロデューサーとなって作り上げる「区民企画提案・プロデュース
講座」。今年度は、昨年度に延期となったものもあわせて6つの講座が開催
されます。区民の思いが形になった本講座に、ぜひご参加ください。

区民でつくる、学びの場

体を動かそう！ すみだの知識を深めよう！

昔懐かしい曲や軽快な音楽にのって心と体を
無理なく優しくほぐして伸ばして整えましょう。 
年齢を問わず、ご家族での参加も大歓迎です。

今、大人気の「癒し系優しいヨガ」です。心は
スッキリ、カラダはスリムに…血流を改善し
て「自分を守る免疫力」をアップ。あなたに
合う「おうちヨガ」もわかりやすくアドバイス
します。

障害の有無や年齢を問わず、
区民が一緒に椅子を使ったヨ
ガ体操を楽しむバリアフリー
なヨガ講座です。指導者は障
害者や入院患者向けのヨガ指
導歴がありますので誰でも安
心して参加できます。

立ちながら 椅子に座りながら 音楽で
「わくわくストレッチ」

あなたの不調はなんですか？
心に響く優しいヨガ

～すみだのみんなでヨガしよう～
バリアフリーヨガ

日　時 第1回2月27日（土）
第2回3月6日（土）　
各回10：30～11：30　

場　所 多目的室　 定　員 20名
対　象 区内在住・在勤・在学の方
講　師 上野恭子（自力整体ナビゲーター）　
受講料 500円（全2回）
締　切 先着順で受付中。

定員になり次第締切。
応募状況はお問合せください。

日　時 第1回3月11日（木）　第2回3月18日（木）
第3回3月25日（木）　各回15：00～16：10　

場　所 和室　 定　員 15名（抽選）
対　象 区内在住・在勤・在学で医師から運動を

制限されていない方
講　師 林 真理子（健康運動指導士／

ヨガインストラクター）　
受講料 2,400円（全3回）
締　切 2月28日（日）
申込方法 往復はがき　ホームページ　

日　時 3月28日（日）10:00～12:00　
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 丸山由美（ヨガインストラクター）　
受講料 500円
締　切 3月14日（日）
申込方法 往復はがき　ホームページ　FAX　
※1通につき2名まで申込み可。
　いずれも参加者全員の名前をご記入ください。
※希望者には最寄り駅から会場まで手引きにてご案内します。

2・3月
開催

3月
開催

3月
開催

すみだ検定（通称すみけん）とは、墨田区に関する観光・文化・歴史・産業・
生活などについての、ご当地検定です。
この学習イベントで問題を解いたり、問題づくりに挑戦できます。

すみけん研究学習会　第１次研究生を募集します！
すみだ検定　創って学んで街づくり

日　時 第1回2月27日（土）
第2回3月6日（土）　
第3回3月13日（土）
各回10：00～12：00

場　所 研修室１（新型コロナウイルス感染
状況によりオンライン形式を検討）

定　員 12名
対　象 年齢不問・博識不要  地域を愛する人
講　師 大野田 和弘

（すみだ検定実行委員会 実行委員長）ほか
受講料 原則全日程参加　1,500円（交通費別途）　
締　切 先着順で受付中。定員になり次第締切。

応募状況はお問合せください。

2・3月
開催

提案者
自力整体ナビゲーター
上野 恭子さん

提案者
健康運動指導士／
ヨガインストラクター
林 真理子さん

提案者
ヨガインストラクター
丸山 由美さん

第1回 すみけん模試にチャレンジ「すみけん理解度チェック」
第2回 すみだの秘発見！「すみだ街めぐり＆検定ネタリサーチ」
第3回 すみだ検定を創ろう「問題作成ワークショップ」

今でこそ東京スカイツリー®のある街で知られる墨田区ですが、かつてはど
んな街だったのでしょうか？
1964年の東京オリンピックをきっかけに変わった墨田区の話から、色々な
視点で区民のみなさんが地域に誇りを持てるようなお話をします。

区内に残る木造長屋を単に古くて狭くて危険
要素多い建物としてみるだけではなく、「長屋
文化」として考えてみませんか？建物のみなら
ず人と人とのつながりなど、すみだの長屋か
ら現代の日本で豊かに暮らしていくヒントが
見えてくるような講座です。さらに、すみだの
長屋を、俳句やダジャレなど、あなたらしい言
葉で表現するワークショップも実施します。

みんなが住む「すみだ」って
どんなところ

墨東長屋文化ザワールド

日　時 3月13日（土）14：00～15：30　
場　所 視聴覚室　 定　員 30名(抽選)
対　象 どなたでも　
講　師 小木曽 清三（すみだ史談会 会長）　
受講料 500円　 締　切 3月3日（水）
申込方法 往復はがき　ホームページ　

日　時 3月24日（水）14：00～15：30　
場　所 研修室1　 定　員 12名（抽選）
対　象 区内在住・在勤・在学の方
講　師 後藤 大輝（京島長屋文化連絡会）　
受講料 300円　 締　切 3月10日（水）
申込方法 往復はがき　ホームページ　

3月
開催

3月
開催

提案者
京島長屋文化連絡会
後藤 大輝さん

提案者 すみだ史談会 会長
小木曽 清三さん

提案者
すみだ検定実行委員会 実行委員長
大野田 和弘さん
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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。

講座名 日時 場所 定員

ヨーガ
講師：Aja

3月8日（月）15：00～16：00
和室 各15名

3月29日（月）15：00～16：00

太極拳
講師：弘澤 成美

2月25日（木）13：00～14：00

展示ギャラリー 各15名3月4日（木）13：00～14：00

3月18日（木）13：00～14：00

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）

開催日時未定
※決定次第、ホームページに
　掲載します。

ドーム 各20名

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）

開催日時未定
※決定次第、ホームページに
　掲載します。

ドーム 各20名

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。

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』等を公式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！2・3月

開催

日　時 第1回3月7日（日）　第2回3月14日（日）　
各回10:00～12:00　

場　所 視聴覚室　 定　員 20名（抽選）
対　象 区内在住・在勤・在学の方　
出　演 株式会社バークレーハウス 

フランス語講師
受講料 1,000円（全2回分）
締　切 2月25日（木）

締切後空きがあれば先着受付。
お電話でお問合せください。

申込方法 往復はがき　ホームページ

墨田区とフランス・パリ市7区は、約10年にわたり文化交流を続けていること
を、みなさまご存知でしょうか？
そんなご縁を意識して、パリを身近に感じながら、この機会に初歩からフラン
ス語を学んでみませんか？
海外渡航や観光が難しい状況下ですが、当講座を通して区とゆかりのある
薫り高いフランス・パリの空気を存分に感じてください。

すみだ生涯学習センター
公式YouTubeチャンネルご覧ください！

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）

公式Twitter アカウント：＠yutoriya_info

すみだ生涯学習センターの公式Twitterでは、
施設のお知らせや、講座・イベントの情報などを配信しています。

みなさまのフォローをお待ちしています！

すみだ生涯学習センター主催事業に
参加されるみなさまへ
当館では、当館主催事業の実施に際し、

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ対応を実施してまいります。
みなさまには、大変ご不便をおかけいたしますが、
ご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

詳しくは当館ホームページ
「すみだ生涯学習センター主催事業に参加される皆様へ」をご覧ください。

https://www.yutoriya.jp/event-news/detail/1939/

今年度実施した「すみだ地域学セミナー」各講義の
内容を元にクイズを作成しました。地域学セミナー
に参加した方は学びの振り返りとして、また参加し
ていない方は地域のことを深く知るきっかけとし
て楽しく腕試ししてみませんか？ 今回のジャンルは
「ボート」「野球」「運動場」など。高得点を目指そう！

詳細はすみだ生涯学習センターホームページ・館内
掲示をご覧ください。

すみだ地域学クイズ
『すみだとスポーツ』に
挑戦してみよう！

墨田区で働く社会人が「仕事でぶつかった壁」に「どうやって立ち向かったのか」などを地域の高校生に
「本気でプレゼン」するこのプロジェクト。今年度ご自身の仕事を掘り下げ・振り返る研修に参加いただ
いたのはものづくりのまちすみだならではガラス産業、アパレル産業の企業から２名。昨年度メンバーと
一緒に2月24日（水）すみだの語り部として高校生に全力授業を行います。今年度の事前研修はオンライ
ン実施となりましたが、「伝わる」プレゼンを目指し試行錯誤してきました。その成果がきっと高校生の胸
に響くことでしょう。

すみだ地域学スペシャル
シゴトのチカラ　すみだの語り部プロジェクト

今後もこのプロジェクトは継続していく予定です。「仕事・働くことって？」と悩んでいる高校生や周囲に
いる先生・保護者の方、「自分の弱みや強みを見出したい」「地域の若者と関わってみたい」社会人のみな
さん、ご興味がありましたらぜひお問い合わせください。

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拡大防止の為、2020年度のユートリヤ祭は区内団体・サークル
の活動紹介をパネル等を通して紹介する特別展示です。
例年のような「活動発表および交流の機会としてのユートリヤ祭」ではありませんが、多く
の団体・サークルに出会えるチャンスです。新しい趣味や活動の場を見つけたい方、ぜひご
来場ください！
A日程 2月18日（木）～21日（日）　 B日程 2月25日（木）～28日（日）

両日程とも10：00～16：00
場　所 B棟1階 展示ギャラリー
問合せ すみだ生涯学習センター 事業課 TEL:03-5247-2010

館内キーワードラリー
すみだ生涯学習センターの
いろいろな場所をまわって
みよう！
日　時 第1回2月20日（土）

第2回2月27日（土）
13：00～15：00

受　付 展示ギャラリー
定　員 各日50名

ワンデープラネタリウム
「冬のダイヤモンドを探せ！」
日　時 2月28日（日）

①11：00～11：30
②13：00～13：30

会　場 B棟4階ドーム
定　員 各回50名
※当日整理券制（ドーム前で配布）
　①10：20～ ②12：20～

同時開催プログラム

東京2020公認プログラム
フランス語を習ってみよう！3月

開催

特別展示 入場
無料

ユートトリヤ祭一歩ずつ前へ、
すみだマナビ

当日参加可能
無料です

パリ市7区に建つエッフェル塔

事業レポート!
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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）

●「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ください！

※次号の「つながり」は令和3年4月以降に発行予定です。
　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
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た
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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

●「絵手紙教室」合同展示
　萩の会・元気モリモリ会
わたしの辛丑・わたしのお雛様／日時：
2月24日（水）〜3月27日（土）9時〜20
時（最終日15時迄）／場所：ユートリヤA
棟1階土鈴展示・B棟3階絵手紙展示／
連絡先☎浅沼03-3622-8125／自粛
中、手を動かし、心を通わせ、喜びから
生まれた展示です。是非ご覧下さい。

●着付けを学びませんか？
日時：毎週木曜10時〜12時／場所：講
師宅（東駒形）／費用：1回1,500円／
入会金：1,000円／連絡先☎田中03-
5608-4451／手結び着付けです。カ
リキュラムはご自分で自由に決められ
ます。丁寧にご指導いたします。

●20～35歳までの学び場
　「まなびスペース」メンバー募集
検定・資格等の自主学習を目的とした
サークル／日時：月2、3回平日夜不定期
／場所：ユートリヤ／費用：月500円／
連絡先 @ てるちゃん405wa1tzer@
gmail.com／twitter：@manabispace

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

2021年3月20日（土・祝）は全館臨時休館です。
電気設備点検の為入館できません。駐車場も終日利用不可となります。

みなさまにはご不便をおかけしますが、ご了承ください。3月21日（日）より開館します。

●トールペイントサークル Link
初心者さん大歓迎！アクリル絵の具で
絵を描きましょう／日時：毎週水曜10
時〜12時・13時〜15時／場所：講師宅
（曳舟駅近く）／費用：2時間2,200円
材料費別途／連絡先☎大澤080-
1100-5040 @ tole.link@gmail.
com／道具は
全て貸出。体験
あり、HPあり。

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。


