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家族とのふれあいを大切に－家族で楽しめる夏休みのイベントのお知らせ－ 

 区では、平成１２年７月に「すみだ やさしいまち宣言」をし、「人と地域と環境にやさしいまちづくり」を進めてき

ました。宣言５周年にあたる今年は、７月から毎月25日を「すみだ 家庭の日」と定め、やさしいまちづくりをさら

に進めていきます。これは、「家庭」が家族という強い絆で結ばれ、好ましい人間関係をはぐくむ「原点」であり、

やさしいすみだづくりの「出発点」であると考えるからです。まもなく夏休みです。夏休みは、子どもたちにとって

「家庭」で過ごす時間が増え、家族とのふれあいの中で、「やさしさ」や「おもいやり」をもった温もりある心をはぐく

む良い機会です。夏休みに家族そろって楽しめるイベントも次のとおりたくさんあります。家族でいろいろな体験

をし、家族のふれあいを深める夏休みにしてみませんか。 

無料パソコン講座のご案内 

夏休みの宿題や家族旅行などの素敵な記録をつくるために、楽しいパソコン講座を開講します。 

内    容  写真を切り抜くなどの加工し、楽しみながら絵日記風に仕上げる方法を学びます。 

日時と会場  下表のとおり 

対    象  パソコンの基本操作（マウスの操作や文字入力など）のできる小中学生とその保護者を優先とし

ます。ただし、各回とも定員に余裕がある場合には、年齢にかかわらず、どなたでも受講できます

ので、お問合せください。 

定    員  各回先着１５組（親子での参加の場合は１台使用となります。） 

受  講  料  無料 

教  材  費  ５０円（データ持ち帰り用フロッピーディスク代） 

申 込 み  生涯学習課生涯学習推進担当  電話５６０８－６３０９へ 

講座番号 日にち 時 間 会 場 

８０１－１ 午前９：００～１２：００ 

８０１－２ 
８月 １日（日） 

午後１：００～ ４：００ 
すみだ生涯学習センター 

８２１－１ 午前９：００～１２：００ 

８２１－２ 
８月２１日（土） 

午後１：００～ ４：００ 
寺島中学校 

８２２－１ 午前９：００～１２：００ 

８２２－２ 
８月２２日（日） 

午後１：００～ ４：００ 
寺島中学校 

８２４－１ 午前９：００～１２：００ 

８２４－２ 
８月２４日（火） 

午後１：００～ ４：００ 
すみだ生涯学習センター 

８２８－１ 午前９：００～１２：００ 

８２８－２ 
８月２８日（土） 

午後１：００～ ４：００ 
すみだ生涯学習センター 

 



図書館の夏季イベントのご案内 

 日にち 時間 イベント名 備考 

午前10:00～午後3:30 子ども一日図書館員 定員：10人 7月21日(水) 

 午後3:00～ おはなしの時間  

7月28日(水) 午後3:00～ 工作会  

8月 4日(水) 午後3:00～ おはなしの時間  

8月14日(土) 午前11:00～ ふしぎあそびとおはなし会  

8月18日(水) 午後3:00～ おはなしの時間  

8月22日(日) 午前11:00～ 小さい子どものためのおはなし会  

8月25日(水) 午後3:00～ 工作会  

あ 

ず 

ま 

8月27日(金) 午前10:00～午後3:30 子ども一日図書館員 定員：10人 

緑 7月23日(金) 午後2:00～ 人形劇  

八広 
7月28日(水) 

29日(木) 

午後2:30～ 

 

夏のお楽しみ会 

 

人形劇・映画・手品・おはなし等 

 

寺島 7月30日(金) 午後2:00～ 人形劇  

7月22日(木) 午後2:00～ 夏休み子ども会 ペープサート・おはなし・映画 
立花 

8月28日(土) 午後2:00～ 夏休みさよなら子ども会 テーブルシアター・おはなし・映画

★ 布の絵本・図書館ボランティア・児童サービス 紹介と展示 

  「すみだ 家庭の日」のオープニング記念イベントの一つとして、さまざまな布の絵本やおもちゃの展示などを

行います。 

 ※ 布の絵本とは・・・絵本でありながら遊具・教具の働きを兼ね備えたもので、布やフェルト、ひも、ボタンなど

を使って作る絵本です。立体的でパーツの取り外しや遊びが可能で、触って楽しむだけでなく、はずす・むす

ぶなどの日常動作を学習することができます。 
日にち 時 間 会   場 内    容  

7月18日(日)～ 

7月25日(日) 

午前9:00～ 

午後5:00 

すみだリバーサイドホール

・アトリウム 

（墨田区役所１階） 

布の絵本や布のおもちゃの展示・「おはなしの会つくしん

ぼ」の活動紹介やお話の時間で使う道具の展示・墨田区

図書館児童サービスの紹介・手作りおもちゃ体験コーナ

ー「つくってあそぼう」・「おはなしの時間」など 

 

※「おはなしの時間」は、7月22日(木)午前10:30～11:00、7月25日(日)午後1:40～2:00の2回 

※その他にも、布の絵本に関する講演会や講習会を開催します。日程等については、あずま図書館にお問合わせください。

[問合せ]あずま図書館 電話３６１２－６０４８ 
すみだ生涯学習センター 

◎すみだ学習ガーデン 

★こども一芸ひろば 
  知恵・工夫・技術・経験等の「一芸」を持っている方を講師として子どもたちに「一芸」を披露したり、教えたりします。

日にち 時 間 イ  ベ  ン  ト 

7月19日(月) 

 

午後 1:30～ 

     3:30 

 

星空ひろば・パソコンでうちわを作ろう・囲碁・将棋・すみだ郷土かるた・竹とんぼ・スライム・ 

かみトンボ・フラワーアレンジメント・バルーンアートとクロスワードパズル・消しゴム印・ 

抹茶の飲み方・和太鼓・ベーゴマ・こまとけん玉・草笛・笹舟・ぶんぶく茶釜 

[申込み] 当日直接会場へ 

会場・費用等については、すみだ学習ガーデン事務局へお問い合わせください。 
[問合せ]すみだ学習ガーデン事務局 電話５２４７－２００６ 

★夏休み宿題講座 

講座 

番号 
講 座 名 日にち 時  間 会   場 定員 受講料 教材費

S-１ 
ﾊﾟｿｺﾝでｵﾘｼﾞﾅﾙ 

Tｼｬﾂを作ろう 

8月19日(木) 

20日(金) 
午後1:30～3:30 ﾕｰﾄﾘﾔﾒﾃﾞｨｱｺｰﾅｰ 

各 

15人 
350円 500円

S-2 ﾚｲﾝｽﾃｨｯｸ作り 8月19日(木) 午後1:00～3:30 ﾕｰﾄﾘﾔ創作活動室１ 20人 350円 250円

S-3 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ風車を作ろう 8月19日(木) 午後1:30～3:30 ﾕｰﾄﾘﾔ創作活動室2 20人 350円 200円

        



S-4 
かんたんな道具を 

使って絵をかこう 
8月20日(金) 午後1:30～3:30 ﾕｰﾄﾘﾔ創作活動室１ 20人 350円 100円

S-5 
双眼鏡式ﾘｻｲｸﾙ 

        万華鏡作り 
8月20日(金) 午後1:30～3:30 ﾕｰﾄﾘﾔ創作活動室2 20人 350円 300円

S-6 ﾊﾟｸﾊﾟｸ絵本作り 
8月19日(木) 

20日(金)全2回
午後1:30～3:30 ﾕｰﾄﾘﾔ陶芸室 12人 700円 300円

D-7 親子で楽しむ自然観察 8月22日(日) 午前9:30～11:30 
荒川河川敷八広 

水辺公園 

15組 

30人 
1000円 無料 

※ 夏休み宿題講座の申込方法 

   往復はがきに、講座番号・講座名・住所・年齢・連絡先(電話等)を記入して、すみだ学習ガーデン事務局（〒131-0032 墨田区

東向島 2-38-7）まで郵送してください。7 月 29 日(木)必着 [問合せ]すみだ学習ガーデン事務局 電話５２４７－２００６ 

 

◎スターガーデン 

★夏の天覧会 プラネタリウムで七夕の星空説明のあと、天体望遠鏡でこと座・わし座など、星空観察をします。 

日にち 時  間 イ  ベ  ン  ト 

８月７日（土） 午後７：００～８：３０ [会 場] プラネタリウム館と第三寺島小学校 

    [対 象] どなたでも（未就学児や小中学生は必ず保護者同伴） 

    [費 用] 無料 

    [申込み] 不要（当日プラネタリウムで受付） 

    [定 員] 先着１４０名 

★夕涼みプラネタリウム 音楽を聴きながら天の川の神秘にせまります。 

日にち 時  間 イ  ベ  ン  ト 

８月 14 日（土） 午後７：００～８：００ [会 場] プラネタリウム館  

    [費 用] １人 ２００円（未就学児はご遠慮ください） 

    [申込み] 不要（当日プラネタリウム受付でチケットをお求めください） 

    [定 員] 先着１４０名 

★プラキッズ 天体望遠鏡のキットを組み立て、月を観察します。 

日にち 時  間 イ  ベ  ン  ト 

８月２１日（土） 午後７：００～８：００ [会 場] ユートリヤ創作活動室 １・２ 

    [対 象] 小学生とその保護者（未就学児はご遠慮ください） 

    [費 用] １人 ２，５００円 

    [申込み] ①電話  ②FAX   ③E メールのいずれか 

         ②③は参加者の氏名、学年、住所、電話番号（保護者の昼間の 

         連絡先）を明記し、スターガーデンまで 

    [定 員] 30 組 60 名（申込多数の場合は抽選。結果と詳細は後日連絡） 

    [締切り] ８月６日（金）必着 

※ 7月21日から8月31日まで夏休み特別投影(太陽系クルーズ)を行います。詳しくは、ユートリヤ・スタ

ーガーデンにお問い合わせください。 

[問合せ]ユートリヤ・スターガーデン 電話5655-2033 FAX5655-2034 

E-mail：stargarden@amber.sakura-catv.ne.jp 

わんぱく天国 

★ほたる鑑賞の夕べと、かぶと虫がもらえるクイズ大会 

 わんぱく天国では、自然に関するクイズ大会を開き、正解者にわんぱく天国で育ったかぶと虫50匹をプレゼントします。

夕べには、稲穂の上を幻想的に飛び交うほたるの鑑賞会を行います。 

内  容 日にち 時 間 備      考 

ほたる鑑賞の夕べ ７月１７日（土） 午後７：００ [会 場] わんぱく天国 

    １８日（日） ～９：００ [対 象] どなたでも    [定 員]  なし 

クイズ大会 ７月１８日（日） 午後３：００～ [費 用] 無料       [申込み] 直接会場へ 

     [問合せ] わんぱく天国 電話３６１２－１４５６ 

 

 

 



申し込み手続きをご案内します －17年度区立小・中学校の学校選択制度－ 

学校選択制度が４年目を迎えます。本制度は、現在の住所によって学校を指定する「通学区域制度」を維持しなが

ら、区立小・中学校に入学する新１年生を対象に、お子さんや保護者の方が希望する学校を選べるものです。 

通学区域外の学校への入学を希望する場合は、「希望選択票」を提出していただきます。 

 学校選択制度の説明会を下表のとおり開催しますので、ご来場ください。 

■学校選択できる方 

 17年度に墨田区立小・中学校に入学予定の区内在住の新１年生。 

■学校選択の範囲 

 区立小学校全27校・中学校全12校 ※17年４月から現在の隅田小と隅田第二小を統合し、新校「隅田小」が開校し

ます。通学区域は、現在の２校を併せた区域となる予定です。※学校では自転車通学を認めていません。学校を選択

する際は、通学経路の安全性や通学時間を十分に考慮してください。 

■学校選択の手続き 

【希望選択票の配布】９月中旬（予定）に、次のとおり配布します。 

▼来年入学予定の小学新１年生の保護者＝教育委員会から郵送

します。 

▼区立小学校に在籍している６年生の保護者＝在籍小学校から

児童を通じてお渡しします。 

▼区内在住で私立小学校などに通い、区立小学校に在籍していな

い６年生の保護者＝教育委員会から郵送します。 

【希望選択票の提出】通学区域外の小・中学校を希望する場合

は、希望する学校名等を記入して、郵送または直接、教育委員会

事務局学務課（区役所１１階）に提出してください。 

※通学区域内の学校を希望する方は、希望選択票の提出の必要

はありません。 

【提出期限】１１月中旬（予定） 

※日程の詳細は、希望選択票と一緒に配布します。 

学校選択手続の流れ 
 
希望選択票(申込書)の配布 9月中旬(申込開始) 

        ↓  
学 校 公 開  9月中旬～11月中旬 

           ↓ 

希望選択票の提出締切－11月中旬(申込〆切)

※希望者が多数↓ 

の場合は｢抽選｣↓ 

抽 選 の 通 知 書 送 付  

↓ 

公 開 抽 選 の 実 施 

           ↓ 

入 学 通 知 書 の 送 付 

            ↓ 

入                   学   ４月上旬 

 

■受入可能人数 

 学校施設等の状況等により、受入可能人数は異なります。各学校の受入可能人数については、本紙10月号等でお

知らせします。 

■申込み多数の場合 

 入学希望者が受入可能人数を上回り、全員の入学が困難な場合は、通学区域内の児童・生徒を優先し、通学区域

外の希望者を対象に抽選を行います。その場合には、その旨を通知した後、11月下旬に公開抽選を行います。 

 抽選にもれた場合は、現行の通学区域内の学校に通うことになりますが、17年２月末日まで補欠として登録し、希望

校に転出等により辞退者が出た場合は、補欠順位の上位から希望選択校への指定の変更手続きをします。 

 ただし、受入れに余裕がある小・中学校を選ぶこともできます。 

■学校情報の提供 

【学校公開】学校の様子をどなたでもご覧いただけるよ

う、ＰＴＡの協力を得て、10月を中心に行います。公開日

は本紙４月号でお知らせしましたが、９月の「区のお知ら

せ」にも掲載する予定です。 

 この学校公開以外にも、各学校独自に、公開授業や学

校説明会等を実施していますので、それぞれの学校に

お問い合わせください。 

学校選択制度の説明会日程表 
開催日 会場・時間 所在地 電話 

7/24(土) 区役所会議室131(13階) 

午後1:30～3:00 

吾妻橋 

1-23-20

5608- 

6303

7/28(水) 家庭センター・ホール 

午後7:00～8:30 

亀沢 

3-24-2 

3625- 

5177

7/30(金) 曳舟文化ｾﾝﾀｰ･ﾚｸﾎｰﾙ 

午後7:00～8:30 

京島 

1-38-11

3616- 

3951

※当日は直接会場へご来場ください。 

なお、お車でのご来場はご遠慮ください。 

【学校案内パンフレット】希望選択票とともに、各小・中学校の教育方針等の情報を載せた冊子を９月中に作成し、学

校選択の対象者には直接配布、それ以外の必要な方には各小・中学校または学務課を通じて配布します。 

［問合せ］学務課学校事務担当 ☎５６０８―６３０３ 

11月中旬～下旬 

 

11月下旬 

 

12月下旬 



小学校の教科書採択が実施されます 

小・中学校で使用される教科書を決める「採択」は、その学校を設置する区市町村教育委員会で実施することになっ

ています。16年度は、17年度から20年度に小学校で使用される教科書の採択年度にあたります。 

区では、教科書調査委員会を設置し、各社より発行される教科書の内容を詳細に調査し、その調査結果や学校ごと

の調査結果、区民からの意見などをもとに教科書選定審議会で協議を重ね、その審議結果を教育委員会に答申する

ことにしています。 

教育委員会では、その答申結果等をもとに、８月中に、墨田区の地域や児童の実態を踏まえ、「確かな学力」を育成

し、「生きる力」をはぐくむという学習指導要領のねらいにふさわしい教科書の採択を実施します。 

採択の結果は、本紙10月号でお知らせします。 ［問合せ］指導室 電話５６０８―６３０７ 

「学習内容の定着に関する調査」を実施しました －墨田区立小学校教育研究会－ 

墨田区立小学校の教員で組織する小学校教育研究会では、５月２４日から６月３日までの期間、全小学校６年生を

対象に、教師の手作りによる「学習内容の定着に関する調査」を実施しました。 

この調査は、小学校教育研究会が教育委員会からの委託を受け、国語と算数の二教科の学習内容の定着の様子

を調査したものです。調査問題は、国語、算数を専門に研究している教師が知恵を出し合い、小学校でこれだけは確

実に身に付けてほしいという願いを込めて作成したものです。 

各学校では、この調査結果をもとに、現在の学習内容の到達状況や定着しない原因等を把握し、さらに分析や考察

を重ねたうえで、指導方法の改善や工夫、指導計画の見直し等、次の指導の手立てに活かしていきます。 

［問合せ］指導室 電話５６０８―６３０７ 

冷房化しました －全区立小中学校の普通教室－ 

近年、夏季の教室が高温化し、授業効率の低下につながっています。このような状況に対応するため、昨年度、全中

学校の３年生の普通教室と八広小学校の普通教室を冷房化しました。今年度は、残りの全ての小中学校の普通教室

を冷房化し、学習環境の整備を図りました。 ［問合せ］庶務課施設担当 電話５６０８―６３１３ 

有料になりました －すみだ生涯学習センター本館駐車場－ 

７月１日からすみだ生涯学習センター本館の駐車場は有料になりました。30分以内の使用の場合は無料ですが、30分を超える使用の

場合は、最初の30分を除き、30分ごとに１００円になります。 

［問合せ］すみだ生涯学習センター 電話５２４７―２００１ 

勉強室としてご利用ください －すみだ中小企業センターの２階講習室－ 

 すみだ中小企業センターの２階講習室を、次の期間、中学生以上の方の勉強室として開放します。ぜひご利用くださ

い。[期間]７月17日（土）から８月31日（火）午前９時から午後５時。図書館の休館日やすみだ中小企業センターで使用

する日は利用できません。 [問合せ]あずま図書館 電話３６１２―６０４８  

ぜひ参加・体験してください －墨田区総合防災訓練－ 

区では、９月１日に東京都、台東区及び荒川区との合同で、総合防災訓練を実施します。当日は、近隣の小中学校

の児童・生徒や地域の皆さんがメイン会場となる都立東白鬚公園まで実際に避難をしたり、起震車・はしご車の乗車

体験等ができる区民参加型・体験型の訓練を実施します。訓練で体験したことは、いざというときに必ず役に立ちま

す。この機会に、ぜひお子さんとともに訓練会場にお越しください。そして、この訓練体験を生かし、保護者の方々はも

とより、子どもたちの防災意識を高めてください。 

[とき]９月１日(水）午前７時半～午後１時 ＊区民参加型・体験型の訓練は、午前９時頃（予定）から  [ところ]墨田区

庁舎及び白鬚東周辺を中心とする区内全域 ＊区民参加型・体験型の訓練は、主に都立東白鬚公園で実施します。

[費用]無料 [問合せ]防災課防災係 電話５６０８―６２０６ 

教 育 委 員 会 の 動 き （ ４ 月 ～ ６ 月 ）  

教育委員会は、５人の委員で組織され、教育行政の基本的な施策の決定と重要な案件の処理を行っています。

会議は、原則として毎月第１及び第３木曜日に定例会を、また必要に応じて臨時会を開催します。 

 ４月～６月は、定例会を６回開催し、14件の議案を審議し、19件の報告を受けました。 

   主な議案 

 

●墨田区青少年委員の委嘱について 

●すみだ生涯学習センター条例施行規則の一部改正について 

●墨田区文化財保護審議会委員の委嘱について 

主な報告 ●平成16年度教育委員会事務局の主要課題について 

●すみだ生涯学習センターの教育相談室の出張相談について 


