
新型コロナウイルス感染症の影響により、一部内容を中止・変更する可能性があります。詳細は随時ＨＰ等でお知らせします。

すみだすみだ××SSDDGGss
「SDGs」とは、“持続可能な開発目標”として17のゴール、169のターゲットから構成された、「SDGs」とは、“持続可能な開発目標”として17のゴール、169のターゲットから構成された、
2030年までに「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい世界をめざす国際目標です。2030年までに「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい世界をめざす国際目標です。

難しい話に聞こえますが、みなさんの生活や企業活動のなかにも関係している身近な存在となっています。難しい話に聞こえますが、みなさんの生活や企業活動のなかにも関係している身近な存在となっています。
すみだでの取組み、また、生涯学習センターでの取組みを紹介します。すみだでの取組み、また、生涯学習センターでの取組みを紹介します。

12月〜2023年1月開催予定！
すみだのSDGsをもっと知ろう！！〜地域学セミナーのお知らせ〜

すみだ生涯学習センターではこんな取組みをしています！

このような活動を「墨田区SDGs宣言」に登録し、継続的に目標達成を目指しています。
B 棟 1 階 展 示 ギャラリー 横に、
館の取組みをパネルにて展示中！

取組み発信中！

すみだ生涯学習センター主催の「すみだ地域学セミナー」は、すみだにクローズアップしたテーマを様々な角度から深
堀していく全4回のセミナー。毎年定期的に開催しています。
今回は「すみだのSDGs」をテーマに、SDGsに積極的に取組んでいる区内の企業や団体からその取組みを伺います。
SDGsの身近な例に触れて、あなたもACTiON！してみませんか？

詳細はすみだ生涯学習センター
のホームページ、チラシ、区報に
てお知らせします。

【セミナーに関する問合せ】
すみだ生涯学習センター事業課　
☎03-5247-2010

事業の実施

地域の「つながり」をつくり、深める
活動をしています

トイレや消防用水、せせらぎに活用
（せせらぎの稼働は夏季のみ）

雨水の利用

ユートリヤ祭をはじめとした活動 
支援、成果発表の場の創出

地域活動・サークル支援

墨田区のSDGs
2030年にむけて墨田区では、「働きがい」を起点にした、「生き
がいのある豊かな暮らし」を理想とし、経済、社会、環境、それぞ
れへの取組みが循環するまちづくりをめざしています。このよ
うな考えが評価され、2021年度、墨田区は「SDGs未来都市」
に加え、その中でも特に先導的な取組みとして毎年度10都市
のみが選ばれる「自治体SDGsモデル事業」に選定されました。
【墨田区のSDGsに関する問い合わせ】
墨田区企画経営室SDGs未来都市政策調整担当　
☎03-5608-6231

すみだ生涯学習センターのSDGｓ
区民のみなさまが地域に愛着と関心を持ち進んで地域づくりを行うために、�
地域・生涯学習活動の支援を通し、すみだの活性化に寄与していきます。

すみだ生涯学習センター情報紙

2022年（令和4年）10月発行
2面：講座案内、主催事業に参加されるみなさまへ
3面：講座案内、2022年度ユートリヤ祭について
4面：サークルなかま集まれ、次号つながり発行について、
ご来館のみなさまへ、講座申込方法
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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。

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。

“ふるさとの味”で文化交流！
ネパールの家庭料理にふれよう

すみだ地域学スペシャル
あなたの知らない 
HOT＆COOLすみだ サウナ・スパ・銭湯

すみだ子ども博士セミナー
すみだのお気に入りを発信！
イラストワークショップ

街の点検！
ユートリヤ周辺のユニバーサル
デザインマップを作ろう

ユートリ夜クラブ2022 
ドームでパフォーマンスアート！

1111月月
開催開催

11月月
開催開催

1212月月
開催開催

11〜111〜1月月
開催開催

11〜211〜2月月
開催開催

すみだ多文化共生交流会のメンバーから、ネパールの
“ふるさとの味”を紹介いただきます。講座内では、ネ
パールの家庭料理を実際に調理し、ネパール料理の魅力
を味わいます。※新型コロナウイルス感染症の感染拡大
状況によっては、内容が変更となる場合がございます。

空前のサウナブームをリードしていると言える「すみだ」。
サウナ・スパ・銭湯…そんなすみだの魅力が今注目を集めています。なぜすみ
だがサウナでアツいのか、すみだのクールなスパ・銭湯の誕生秘話、錦糸町 
娯楽の殿堂の歴史、そしてすみだの銭湯事情などなど様々な角度からお話し
いただきます。

すみだのお気に入りをイラストで紹介してみよう！墨田区在住のイラストレー
ターの先生から、すきなものの魅力を伝えるコツを学びます。完成した作品は
すみだ生涯学習センター館内や、HPに掲載予定。あなたのすみだのお気に入
りを、教えてくださいね。

交通機関からユートリヤまでのアクセスマップを、ユニバーサルデザインの考
え方から作ってみませんか？例えば、駅から施設までの道のりにトイレはある
か、道の傾斜はどれくらいか等の情報を集め、多くの方が見やすいように、ユニ
バーサルカラーやユニバーサルフォントを用いた地図にします。

すみだ生涯学習センターには、直径18メートルの半球型スクリーンのドームがあ
ります。このドームを舞台にパフォーマンス作品を一緒につくりあげましょう。
全国のプラネタリウムやドームでの公演やドーム用映像制作、プラネタリウムコ
ンサート等のプロデュースを行っている、劇団「雑貨団」の小林善紹さんと一緒
に、すみだのドームでパフォーマンスアートを生み出します。そして最終日には
成果発表を行います。

「ダンスや音楽でパフォーマンスしたい人」「アートが好きな人」「イベントの裏方
をやってみたい人」「地域で新しいことはじめたい人」などなど、ぜひご参加くだ
さい！

日　時 11月23日（水・祝） 13：00〜16：00
場　所 すみだ女性センター 第3会議室　 定　員 15名（抽選）
対　象  どなたでも（区民優先・定員に満たない場合区外の方も可）
協　力 特定非営利活動法人すみだ多文化共生交流会　
受講料 1,000円（保険料・材料費）　 締　切 11月14日（月）　
申込方法 往復はがき　ホームページ

日　時 2023年1月29日（日）14：00〜16：00
場　所 ドーム　 定　員 100名（抽選）
対　象  どなたでも（区民優先・定員に満たない場合区外の方も可）
講　師  北田 哲也（天然温泉楽天地スパ副支配人）　 

新保 卓也・新保 朋子（大黒湯・黄金湯・さくら湯）　 
平井 要子（両国湯屋江戸遊）　

受講料 500円　 締　切 12月16日（金）
申込方法 往復はがき　ホームページ

日　時 12月27日（火） 10：30〜15：00　
場　所 創作活動室　 定　員 10名（抽選）
対　象  区内在住・在学の小学4〜6年生（区民優先・

定員に満たない場合区外の方も可）
講　師 AiLeeN／アイリン
受講料 500円（保険料・材料費）　
締　切 12月12日（月）
申込方法 往復はがき　ホームページ

日　時  11月27日（日）、12月4日（日）、18（日）、 
2023年1月22日（日）　14：00〜16：00　全4回

場　所 創作活動室1　他　 定　員 20名（抽選）
対　象  どなたでも（区民優先・定員に満たない場合区外の 

方も可）
講　師  金子 久美子（特定非営利活動法人リーブ・ウィズ・ドリーム 理事長）
受講料 500円（保険料・材料費）　 締　切 11月11日（金）　
申込方法 往復はがき　ホームページ

日　時 ● 作品製作・稽古　  
 11月17日（木）、12月1日（木）、15日（木）、2023年1月12日（木）、
26日（木）、2月9日（木）、16日（木）　18：45〜20：45

● 作品発表　2月23日（木・祝）※時間未定
場　所 ドーム　 定　員 20名（抽選）
対　象  ダンスや演技、音楽などでパフォーマンス作品を一緒に作り上げたい

方、また裏方として関わりたい方どなたでも（区民優先・定員に満たな
い場合区外の方も可）

講　師 小林 善紹（劇団雑貨団）　 受講料 5,000円（保険料含む）　
締　切 10月28日（金）　 申込方法 往復はがき　ホームページ

前期に引き続き、スマートフォンを日々の生活や地域活動に役立てるための、ミニレクチャーと相談窓口を実施します。
ぜひご参加ください！

ユートリヤ 「スマホまなびの会」ユートリヤ 「スマホまなびの会」に参加しませんか？に参加しませんか？

ミニレクチャーの内容  LINEグループをサークル活動や地域活動に活用しよう！
コミュニケーションツールとして多くのユーザーが使用しているLINEは、グループを作る
ことで複数名で連絡を取ったり、予定を合わせたりすることができます。撮影した写真や 
動画を、グループメンバー全員に送ることも可能です。
サークル活動や地域活動等での連絡手段に役立つ使い方を学びましょう。

講師プロフィール　 
合同会社GadgeTanker（ガジェタンカー）

iU情報経営イノベーション専門職大学
から生まれた大学発ベンチャー。ライ
ブ配信事業、映像制作事業を軸に、ICT
で課題解決のサポートをしている。 講師の米山さん（左） 

と中村さん（右）

参加費無料！

日　時  10月15日（土）、11月19日（土）、12月17日（土）13：00〜14：00　 
※3回とも同じ内容です。

場　所 展示ギャラリー　
定　員  先着順で、各回15名（5組）　※原則3名1組でお申し込みください。2名以下で

の参加を検討される方は、ご相談ください。
対　象  ◦LINEグループをサークル活動や地域活動に活かしたい方 

◦スマートフォンをお持ちの方
申込方法  実施日1週間前までに電話（TEL:03-5247-2010）でお申込ください。 

事前に資料をお送りする場合があります。

ミニレクチャー実施日は、同会場でスマホに関する質問をなん
でも聞ける相談窓口を実施します！

日　時  ミニレクチャー実施日同日　 
14：00〜15：00（最終受付14：45）

場　所 展示ギャラリー　
定　員  先着16名　 対　象  どなたでも

申込方法  予約不要です。当日会場へ直接お越しください。来場
順に対応しますのでお並びいただく場合があります。

1名15分の時間制限があります。空きがあれば再度並んで相談
できます。

※内容は急遽変更となる場合がございます。
※当会では、個人情報や金銭のやり取りが発生する内容はお受けできませんのでご了承ください。

相談窓口も実施します！

©AiLeeN／アイリン
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入場無料

講座名 日時 場所 定員
ヨーガ 
講師：Aja

11月 7日（月）15：30〜16：30
和室 各20名

11月21日（月）15：30〜16：30

太極拳 
講師：弘澤 成美

10月20日（木）13：00〜14：00 展示
ギャラリー
もしくは
多目的室

各20名11月 3日（木）13：00〜14：00
11月24日（木）13：00〜14：00

歌うボイスエクササイズ 
講師：eniwa SENSEI

10月21日（金）15：00〜16：00
ドーム 各20名11月 4日（金）15：00〜16：00

11月18日（金）15：00〜16：00

ボーカルテクニッククラス 
講師：eniwa SENSEI

10月22日（土）10：00〜11：00
ドーム 各20名11月 5日（土）10：00〜11：00

11月19日（土）10：00〜11：00

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 どなたでも
受講料  各回700円。ボーカルテクニッククラスのみ各回800円。希望者のみ楽

譜代実費。（いずれも保険料込み）

申込み / 問合せ
右記講座の申込みは、窓口またはホームページ、電話にて先着順で受付
けます。
※受講料は当日会場でお支払いください。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。

右記講座を毎月開催しています。
以降の開催日についてはお気軽にお問合せください。

ユートリヤで健康な体になろう！10・1110・11月月
開催開催

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。

ヨーガ講座 Aja先生

11〜311〜3月月
開催開催

ユートリヤ星空フェスタ2022 プラネタリウム上映会　11月〜3月
季節のテーマによる解説と星空をドームにうつす上映会を毎月 
第3日曜日に実施します！①11時の回、②14時の回は小さなお子様
とそのご家族の方向け、③16時の回は小学校4年生以上を推奨し
ています。子供から大人まで、どんな方でも楽しめる内容です。当館
のドームに足を運んで星空の下ゆったりと癒されてみませんか？

日　時  11月20日（日）、1２月18日（日）、2023年1月15日（日）、 
2月19日（日）、3月19日（日）①11時〜②14時〜③16時〜

場　所 ドーム　 定　員 各回70名（事前申込制先着順）　
対　象 どなたでも　 講　師 表参照　
受講料 大人500円、中学生以下200円　
申込方法 窓口　ホームページ　電話

申込開始日  11月20日 ⇒受付中、12月18日 ⇒11月11日〜、 
1月15日 ⇒12月11日〜、2月19日 ⇒1月11日〜

スケジュール
解説員 ①11時〜 ②14時〜 ③16時〜

11月20日（日） スターガーデン 
スタッフ 秋のお星さまと惑星をみよう 秋の夜長の星空話 

〜火星・木星・土星の最新像〜

12月18日（日） 坪内重樹
（ステラ・マリーノ） いちばんぼしをみつけよう 今夜の星空と2023年の 

天文現象（約60分）
2023年 

1月15日（日）
スターガーデン 

スタッフ
冬のお星さまと赤ちゃん星 

・おじいさん星 冬の星座と星の一生

2023年 
2月19日（日）

坪内重樹
（ステラ・マリーノ） ふゆのおほしさま 冬の星座と冬の天体めぐり 

（約60分）
※1日3回上映。3回目は小学校4年生以上推奨の内容になります。　※1回の上映は約40分です。
※3月19日（日）の詳細はホームページやチラシなどをご覧ください。

ユユーートトリリヤヤ祭
テーマ　「楽しく  つながる  ユートリヤ祭」

２０２2年度

すみだ生涯学習センター「すみだマナビ」に登録している団体・サークルの
成果発表の場「ユートリヤ祭」を今年も実施します。今年の展示部門は例年
の展示に加え、参加団体・サークルによる体験型のワークショップを実施！
また、舞台部門では、団体同士のコラボレーションを行います。他では見られ
ない作品をお見逃しなく！

詳細はすみだ生涯学習センター ホームページをご覧ください。
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。

【展示部門】
場　所 B棟1階展示ギャラリー
A日程 11月3日（木・祝）〜11月6日（日）
B日程  11月10日（木）〜11月13日（日） 

両日とも10：00〜16：00  
（最終日のみ15:00終了）

参加団体  絵手紙、手工芸、地域学習など34団体

【舞台部門】
場　所 B棟2階マスターホール
A日程 11月6日（日）
B日程  11月13日（日）  

両日とも10：00〜17：00頃
参加団体  フラダンス、キッズダンス、  

大正琴など43団体

2022年度ユートリヤ祭実行委員長　小木曽 清三さん
今年は「楽しくつながるユートリヤ祭」がテーマです。
43団体出場の舞台部門ではサークル同士のコラボ、34団体出展の展示部
門では展示に加えワークショップを行います。
人材指導者展や講座受講生のプラネタリウム特別上映も予定しています。
墨田区観光協会の観光プロモーションカーも出張と盛りだくさん。
センター施設長を始めスタッフ・サークル・出場者・参加者がつながり、人情
だけじゃない「すみだ」を展開させていただきます。
誇れる郷土に、すみだに住んでいて良かったと思う祭りになるよう 
実行委員一同、頑張ります。

墨田区観光協会の観光プロモーション
カー「すみーくる」がきます！
11月3日（木・祝）、5日（土）、6日（日）、10日（木）、12（土）、13（日）

星空フェスタ＠ユートリヤ祭　星空フェスタ＠ユートリヤ祭　
～講座受講生によるプラネタリウム上映～～講座受講生によるプラネタリウム上映～

＊ 出場団体・サークル名、タイムスケジュールなどは、すみだ生涯学習センターの 
ホームページ・パンフレットをご覧ください。　

＊ 出場サークルや順番など急遽変更となる場合がございます。ご了承ください。

『人材指導者展』＆ワークショップ『人材指導者展』＆ワークショップ
すみだマナビに登録している人材指導者が、普段の活動を紹介
する体験型ワークショップを実施します。実際の体験を通して、
新しい趣味を見つけてみませんか？
日程は、ホームページやパンフレットをご覧ください。

ユートリヤ祭オープニング記念として、昨年度の講座「ユートリヤ夜クラブ／みんなで星
空イベントをつくろう」と今年度の講座「子どもすみだ博士セミナー／プラネタリウム上
映会スタッフ１日体験」の受講生がプラネタリウム上映にチャレンジします。講座での学
びをいかしてユートリヤ祭を盛り上げます。ぜひご覧ください！
11月3日（木・祝）　 1回目：13：00〜13：30　２回目：15：00〜15：30

場　所 B棟４階ドーム ※受講生（小学生含む）による上映となります。
運営協力 スターガーデン　 定　員 各回50名(先着順)　
受講料 無料　 申込方法 ホームページで10月22日（土）9時より

同時開催イベント

すみだ生涯学習センター情報紙　つながり（3） 2022年（令和4年） 10月



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

■ 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！

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。※掲載の公演および講
座に参加するにあたり頂いた個人情報は、取得目的の範囲内で利用し、これらの目的以外では
利用しません。利用する場合は、事前に確認または同意を求めます。※締切後定員に達してい
なければ、随時応募を受付けます。※本紙における区民とは、墨田区内在住在勤在学の方です。

注
意
事
項

※ 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、 

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情報紙
「つながり」発行時期変更のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、2022 年度のつながり
発行は、下記の通り変更となりました。

※ 2022 年度の発行回数は 4 回です。

5月13日、7月15日、5月13日、7月15日、10月14日、2023年10月14日、2023年
2月15日 発行予定2月15日 発行予定

すみだ生涯学習センター
ホームページ▶

サークルなかま集まれ！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

●�向島太極拳クラブ
日時：月曜日19時〜20時半／場所：墨
田中学校剣道場／費用：月2,500円／
連絡先☎佐藤090-7818-1396／
ゆっくりとした動きがいつの間にか基
礎体力に変わります。体験見学歓迎。

●�写真撮影会フォトクラブすみだ
日時：第2土曜日・時間は都度調整／場所：
ユートリヤ／費用：月1,500円／連絡先☎
遠藤090-3347-2490（13時〜14時）／
高齢者によるデジカメ写真撮影会です。

●�一緒にかごを編みませんか？
日時：第1・3木曜日9時半〜12時／場所：
すみだ保健センター／会費：月3,000円／
連絡先☎萩原090-6938-5019※60歳
以上の方／籐を使いかごを編んでいる
サークルです。基礎のかごからバッグ、アク
セサリーなど手作りしています。さくら会

●�男の料理教室「すみだ食遊会」
日時：第2火曜日9時〜13時／場所：八広
地域プラザ吾妻の里／費用：月2,000円
※入会金なし／連絡先☎浅井携帯080-
9404-3044／料理を通じて親睦、親交
を深めている男性のサークルです。初め
ての方もお気軽においでください。料理
は楽しいですよ。お待ちしています。

●�ガールスカウト東京都第121団
～体験受付中！～

日時：日曜日（月2回）／場所：墨田区内（野
外活動は区外もあり）／費用：月約3,000
円／連絡先 @@ 篠田girl121shinoda@
gmail.com／年長さんから高
校生のスカウトが活動中。年代
に応じた様々なプログラムを楽
しんでいます。Facebookで活
動内容をご覧いただけます。

▲ 詳しくは
こちら

●�柳心舘緑支部　親子空手教室
日時：日曜日10時〜11時半、土曜日17
時半〜19時／場所：みどりコミュニティセ
ンター／費用：入会金4,000円、月4,000
円、親子入会の場合親は月会費免除。兄
弟姉妹割引有。／連絡先：HP　柳心舘東
京圏で検索／対象：小学生以上・初心者。
未就学児は保護者同伴。無料体験有。

●�ビーズで楽しく脳トレ　ビー
ズアクセサリーを作ってみよう

日時：11月12日・11月26日10時〜12
時 ／ 場 所：ユートリヤ／ 費 用：2 回
5,000円（材料費込）／連絡先☎青木
080-5457-9792／アクセサリー作り
は考えながら両手を動かして作る事か
ら脳トレ効果が期待されています。楽
しくアクセサリーを作りながら一緒に
脳トレしませんか？

●�年末恒例！！冬休みの宿題� �
「書き初め」教室

日時：12月28日9時〜17時各回90分
10名ずつ／場所：ユートリヤ／費用：
2,000円／連絡先☎國武080-1173 
-4201／毎年ご好評頂いています。
書き初めの宿題を年内に終わらせて
スッキリした気持ちで新年を迎えませ
んか？書道師範がご指導するので安
心です。小学生・中学生も可。

●�墨田スクエアダンスの会
日時：土曜日13時〜15時半・不定期・月2
回／費用：月1,000円／連絡先☎山本
090-4055-1661軽快な音楽リズムにあ
わせみんなで歩いてみましょう。楽しい時
間が待っています。無料体験会10月15・
29日、11月12日初心者・経験者大歓迎。

●�江戸百景を歩く隅田川向島
コースと北十間川コース

日時：隅田川向島コース10月29日・北
十間川コースコース11月12日各日と
もユートリヤ講習室Aに午後1時半集合

（各先着20名）／費用：各回
1,000円／参加申込先☎渡部
080-6511-5701または @@

yuta.8892@gmail.comまで

●�楊家太極拳　本所太極拳クラブ��
～楊家老架式、簡化24式、陳氏式～

日時：水曜日19時〜21時／場所：両国
中学校体育館3階格技室／費用：月
2,000円／連絡先☎柳田090-1058-
7802／体験・見学・質疑応答常時でき
ます。老若男女どなたでも体調に合せ
る稽古。呼吸も取り入れる楽々太極拳。

●�社交ダンス『グレース』会員募集　
12月15日ダンス・パーティ

日時：木曜日（月4回）18時〜20時10分／
場所：すみだ女性センター／費用：月5,000
円／入会費2,000円／連絡先☎安田
090-3699-5266／見学お試し
は直接会場へ。12月15日（木）
18：00〜曳舟文化センターにて
パーティ。参加者歓迎。要予約。

●�痛い・キツイ・○○のポーズが無
いルーシー整体ヨガ（骨格矯正）

日時：水曜日13時半〜14時半（月4回）
／場所：ユートリヤ／費用：月4,000円／
連絡先☎吉野070-1499-2266ショー
トメールか留守電で。無料体験有。体の
固い人・未経験者・安心して出来ます。
他講座との特典あり。50代〜70代以上
の女性が参加中。血流・免疫力もUP！


