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1墨田区のお知らせ2018年（平成30年）6月11日

区公式
SNS等

フェイス
ブック ツイッター インスタ

グラム ユーチューブ

水都すみだの発展をめざして
北十間川・隅田公園観光回遊路

　平成31年度の完成をめざし、北十間川周辺エリア（吾妻橋一丁目～向島一丁目）一帯
の整備が始まります。北十間川を中心として公園・道路・鉄道高架下・河川を一体的
に整備することにより、多くの人が集う水辺とまちの賑

にぎ

わい空間を創出していきます。
［問合せ］都市整備課都市整備・河川担当‹5608－6294

北十間川周辺エリアの将来像 ■整備箇所　＊東武鉄道高架下は、東武鉄道株式会社により整備

水辺とまちの賑わい空間の創出

　すみだに色濃く残る、も
のづくりの歴史や伝統、浅
草や東京スカイツリーⓇ等
の見所を抱える観光エリア

強み

　周辺町会・商店会、関係機関、都、区
が協力し、まちと水辺が一体となった、
住みやすく、働きやすく、訪れやすい
まちづくり

挑戦

　水辺の利活用への関心の
高まりや、2年後に迫った
東京2020オリンピック・
パラリンピックの開催

チャンス

　すみだの「強み」と現在訪れている「チャンス」を活
い
かし、目標と

して掲げる「挑戦」を実現することで、住む人、働く人が居心地よ
く生活でき、より多くの人が訪れるまちをめざします。

　イベントにも利用できる観光船用
の船着場や、親水テラスなどを設置
し、水辺の賑わいを創り出します。

北十間川周辺の整備

　広場の舗装・芝生化、桜の丘等の
整備を行い、住む人や働く人、すみ
だを訪れる人が出会い、交流し、憩
える場となる公園をめざします。

隅田公園の再整備
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北十間川水辺活用協議会の設立
　周辺町会・商店会、関
係機関、都とともに、2年
におよぶ勉強会を実施し
た結果、北十間川周辺の
利活用について、より活
発に議論する場が必要と
なりました。このため、平
成30年3月17日、「北十間川水辺活用協議会」を設立しました。

協議会全体で、成功に向けて取り組んでいきます
　　 北十間川水辺活用協議会会長 立岡幸夫さん

　この事業は、「地元に住む皆様が憩える場
所を作ること」「近隣の商店街にメリットが
あること」「観光地としてお客様を集めること」
の3つを実現させないと成功とは言えません。
区民の皆様、おもてなしをする人、関係者の
それぞれがお互いのことを尊重し合い、和
やかに運営していければ、必ずや成功する
と信じています。協議会のメンバーが一丸

となり、成功に向けて事業に取り組んでいきます。
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　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HP

予算の状況

一時借入金

区民負担の概況

■29年度一般会計の主な補正予算
11月補正…26億3454万円の追加 3月補正…9億500万円の減額

▼ ���電子計算組織の管理運営費追加

▼ �財政調整基金積立金追加

▼ �後期高齢者医療特別会計繰出金追加

▼ �自立支援給付事業費追加

▼ �地域型保育事業費追加

▼ �認証保育所事業費追加

▼ �障害児通所支援事業費追加
▼ �私立幼稚園等運営補助事業費追加

▼ �私立保育所保育委託費追加
▼ �保育園管理運営委託等経費追加

▼ �生活保護扶助費追加

▼ �過年度国庫支出金等返還金追加

▼ �職員退職手当追加

▼ �財政調整基金積立金追加

▼ �公共施設整備基金積立金追加

▼ �水と緑のまちづくり基金積立金追加

▼ �すみだ北斎美術館管理運営費追加

▼ �各種事務事業の不用経費の減額

収入・支出の概況

区有財産の現在高

公債の発行残高

　景気が緩やかに回復した平成
29年度下半期は、様々な地域活
性化施策の効果もあり、区の人
口は増加傾向が続いています。
このことから、特別区民税をは
じめとする歳入の一部が前年度
に比べ増加し、区財政は、収入
面において徐々に改善の兆しが
見られています。

　こうした中で、基本計画に掲
げた「＂夢＂実現プロジェクト」を
中心に、重点施策を着実に推進
しました。
　また、私立保育所保育委託費
や心身障害者のための自立支援
給付事業費の追加などを補正予
算で対応した上で、予算に計上
した事務事業を計画的・効率的
に執行しました。

［一般会計］29年10月1日以降、下表の補正を行った結果、最終予算額は
1140億3878万円となりました。
［特別会計］当初予算に必要な補正を行うことにより、最終予算額は、国民
健康保険特別会計が346億8368万円、介護保険特別会計が208億7204
万円、後期高齢者医療特別会計が54億9856万円となりました。

　区の施策を実施するために必要な財源として、区民の皆さんに税や各
種使用料、手数料を負担していただいています。このうち、特別区税の予
算現額と収入額は、下表のとおりです。

　区では、区民の皆さんが納めた税金等がどのように役立てられているの
かをお知らせするために、区の予算と収入・支出の状況を年2回公表して
います。今号では、平成29年度下半期の財政状況をお知らせします。
［問合せ］財政担当‹5608－6232

平成29年度下半期　財 政 状 況

■29年度　区民1人あたりの予算額（一般会計）

1人あたり
42万2655円

一般会計予算額　1140億3878万円
30年4月1日現在の人口　26万9815人

■29年度特別区税の予算現額と収入額（30年3月31日現在）
内訳 予算現額 収入額 収入率

特別区民税 211億2500万円 187億2543万円 88.6%

軽自動車税 1億1900万円 1億� 935万円 91.9%

特別区たばこ税 22億� 800万円 19億6606万円 89.0%

入湯税 1300万円 1362万円 104.8%

合計 234億6500万円 208億1446万円 88.7%
上記の収入額に加え、出納整理期間中（4月1日～ 5月31日）にも収入がありました。

　一時借入金とは、収入と支出の時期の違いにより、事務事業を執行する
上で一時的に資金が不足する場合に、年度内償還を条件として市中銀行
などから借り入れる資金のことです。
　29年度は、この借入れを行う必要がありませんでした。

　平成30年度予算は、「＂すみだ
の夢＂実現に向けた着実な取組」
を進めるとともに、「東京2020
オリンピック・パラリンピック
開催とそのレガシーが＂すみだ＂
の未来の礎となる予算」として
編成しました。この予算を効果
的に執行し、＂すみだの夢＂の実
現に着実に取り組むとともに、
地域力を向上させ、「人� つなが
る�墨田区」の実現をめざします。
　我が国の経済は、緩やかな回
復が続くことが期待されるものの、
海外経済の不確実性や金融資本
市場の変動の影響など、今後の

景気動向には注視が必要です。
　一方、区の財政は、人口増な
どによる特別区民税の増収はみ
られるものの、国による地方消
費税清算基準の見直しや、市町
村民税法人分の一部国税化の影
響等により、将来にわたる区財
政への影響が懸念される状況に
あります。このため、「区民目線」
「選択と集中」による事業の見直
しや再構築により、引き続き行
財政改革の推進を図るとともに、
区政の課題解決に取り組んでい
きますので、ご理解とご協力を
お願いします。

＂すみだの夢＂の実現に向け、
重点施策を着実に推進

＂すみだの夢＂実現に取り組み、オリンピック・
パラリンピックを未来の礎にする予算

支出

収入
都支出金 3万1688円 （7.5%）
都からの負担金・補助金など

 
地方消費税交付金 2万2211円 （5.2%）
地方消費税を原資とした都からの交付金

 
繰入金 1万5074円 （3.6%）
財政調整基金等からの繰入金、特別会計からの
繰入金

 
使用料及び手数料 8061円 （1.9%）
区施設の使用料、各種証明手数料など

 
特別区債 6334円 （1.5%）
施設整備に要する借入金　

 
その他 2万9746円 （7.0%）
地方譲与税、繰越金など

教育費 3万5072円 （8.3%）
幼稚園、小・中学校の運営などの経費
 
土木費 3万2156円 （7.6%）
道路・公園、まちづくり、住宅施策の経費
 
区民生活費 2万3236円 （5.5%）
スポーツ、生涯学習、文化芸術振興などの経費
 
資源環境費 1万4534円 （3.4%）
ごみ収集、環境、リサイクル対策などの経費
 
衛生費 1万4254円 （3.4%）
健診、予防接種、公害保健対策などの経費
 
諸支出金 1万2842円 （3.0%）
特別区債の償還金などの経費
 
産業観光費 6138円 （1.4%）
商工振興策、消費者・勤労者対策、観光振興など
の経費
 
議会費 2438円 （0.6%）
区議会の運営などの経費

予備費 370円 （0.1%）
予算外の支出または予算超過の支出に充てるため
に計上

特別区交付金
14万1062円（33.4%）

特別区税
8万6967円（20.6%）

都区財政調整制度に基づく、
固定資産税等を原資とした
都からの交付金

特別区民税、特別区たばこ税
など

国からの負担金・補助金など

民生費
24万 801円（57.0%）
高齢者・子ども・低所得者
などの福祉の経費

防災対策、広報・広聴、
基金積立などの経費

総務費
4万 814円（9.7%）

国庫支出金
8万1512円（19.3%）

収入・支出ともに（　）内の数字は、一般会計予算額に占める比率です。
一般会計予算額のうち、人件費は188億5070万円（区民1人あたり6万9865円）です。

　30年3月31日現在の区有財産の現在高は、下のグラフのとおりです。

（内訳）
土地（道路を除く75万9955㎡）

870億9567万円

建物（54万8700㎡） 
 1527億8271万円

　
工作物 77億8762万円

　
立木 7億1871万円

商標権 412万円

　
有価証券 26億1500万円

　
出資金 27億8534万円

●物品  116億7512万円
●基金  194億9921万円

合計　2849億6350万円

●公有財産　2537億8917万円

区有財産

　学校施設の整備や、まちづくり事業などの公共施設の整備には、多額の
経費がかかります。このため区は、公債（特別区債）を発行し、その財源を
確保するとともに、公債の償還を通じて現在から将来にわたる区民の皆
さんの世代間における負担の公平化を図っています。
　各年度末における公債の残高は、下のグラフのとおりです。
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　30年3月31日現在の29年度各会計の予算現額と収支の状況は、下表の
とおりです。一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が94.6％、歳出
が85.9％となっています。
　なお、事務処理手続等の関係で3月末日までに執行できなかったものに
ついては、出納整理期間中（4月1日～5月31日）に執行しました。
■29年度予算の収支の状況（30年3月31日現在）

区分 予算現額 収入額 支出額

一般会計 1152億9808万円 1090億1644万円
（94.6%）

990億7642万円
（85.9%）

国民健康保険
特別会計 346億8368万円 299億1606万円

（86.3%）
292億1876万円

（84.2%）

介護保険特別
会計 208億7204万円 201億1378万円

（96.4%）
182億8443万円

（87.6%）

後期高齢者医
療特別会計 54億9856万円 54億5605万円

（99.2%）
54億2398万円

（98.6%）
�予算現額とは、最終予算額に28年度からの繰越分を加えたものです。28年度からの繰越額は、一般
会計で12億5930万円ありました。
�収入額・支出額欄の（　）内の数字は、それぞれ予算現額に対する割合です。
�各会計の収入・支出ともに出納整理期間中（4月1日～ 5月31日）に執行・整理を行い、いずれも予算
計上額をほぼ達成しています。

＊各表・グラフ中の数値は、四捨五入により合計額が合わない場合があります。



募集します
平成30年度すみだの力
応援助成事業

区では、皆さんからの寄付を積み立て、地域の
まちづくり活動に助成する「すみだの力応援基金」
を設置しています。この度、基金からの助成を希
望する事業を募集します。ぜひ、ご応募ください。
なお、助成の可否・金額は、公開プレゼンテー
ション等を経て、審査会での審査に基づき、区が
決定します。

［募集期間］6月21日（木）まで［募集対象事業］地
域の課題や社会的な課題の解決を目的とし、広く
区民を対象とした事業　＊応募方法等の詳細は、
募集要項を参照（募集要項は問合せ先で配布して
いるほか、区ホームページからも出力可）［問合せ］
地域活動推進課地域活動推進担当（区役所14階）
‹5608－6201

安全な食生活のために
夏場の食中毒にご用心

■食品衛生夏期対策事業
区では、夏場における食中毒の発生防止と食の

安全確保を図るため、毎年6月～8月に食品衛生
夏期対策事業を行っています。この事業では、食
中毒を起こしやすい食品の製造・販売施設等を
対象として、立入検査や衛生講習会等を実施しま
すので、ご協力をお願いします。
■魚介類の刺身などによる食中毒予防

［予防方法］ ▼魚介類の刺身などは、4℃以下の温
度で管理している店で購入する　 ▼購入後は早
く帰宅し、冷蔵庫のよく冷える場所で保存する　

▼丸魚を購入したら、早めに内臓を取り除く　

▼調理や食事の前は十分に手を洗う
■バーベキュー等における食中毒予防

［予防方法］ ▼生肉や生魚は別々のビニール袋に
入れる　 ▼冷蔵が必要な食品はクーラーボック
スに入れ、保冷剤で冷やして保管する　 ▼調理
前や食品に触れた後は十分に手を洗う　 ▼加熱
する食品と加熱しない食品で、別々のまな板や
包丁を使う　 ▼肉・魚などの生ものをつかむ箸
やトングは別に用意する　 ▼肉や魚介類は中心
まで十分に加熱する　 ▼残った食品は廃棄する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
万一、おう吐・下痢など食中毒の疑いがある症

状が現れた場合は、速やかに医療機関で受診の上、
問合せ先へご連絡ください。

［問合せ］生活衛生課食品衛生係‹5608－6943

納税通知書をお送りしました
特別区民税・都民税

平成30年度特別区民税・都民税（普通徴収分）
の納税通知書をお送りしました。第1期分の納期
限は7月2日（月）ですので、税務課（区役所2階）、
各出張所・金融機関・コンビニエンスストア、モ
バイルレジで納期限までに納めてください。
口座振替の場合は7月2日が振替日（引き落と
し日）ですので、前日までに入金してください。
なお、これから口座振替を申し込む方は、第2期
分から引き落としを開始します。また、クレジッ
トカードによる納付ができます。詳細は、区ホー
ムページをご覧ください。

［問合せ］ ▼税額＝税務課課税係‹5608－6135　
▼クレジットカードによる納付方法等＝税務課

税務係‹5608－6133　 ▼納税相談＝税務課納
税係‹5608－6142

保護者の負担を軽減します
私立幼稚園などの保育料等
補助金

区では、私立幼稚園等に通園している子どもの
保護者に、入園料補助金と保育料補助金（就園奨
励費補助金・保護者負担軽減事業費補助金）を交
付しています。詳細は問い合わせるか、区ホーム
ページをご覧ください。

［対象］次の全ての要件を満たす方 ▼平成30年4
月1日以降、区内に住所がある　 ▼24年4月2日
～28年4月1日生まれの幼児を、私立幼稚園や都
知事が認定した幼稚園類似施設（子ども・子育て
支援新制度に移行した幼稚園等を除く）に通園さ
せている　 ▼入園料および保育料を納めている

［補助金額］ ▼入園料補助金＝園児1人につき4万
円　 ▼保育料補助金＝世帯の特別区民税等の所
得割課税額に応じて決定［補助金交付時期］ ▼入
園料補助金＝入園後の最初の保育料補助金に合
算して交付　 ▼保育料補助金＝4か月分まとめて、
年3回（8月下旬・12月下旬・31年3月下旬）交付

［申込み］随時、通園している私立幼稚園等へ［問
合せ］子ども施設課保育係‹5608－1253

手続等をご確認ください
児童手当・児童育成手当

■児童手当・児童育成手当の現況届の提出
児童手当・児童育成手当を受けている方へ、今
月上旬に現況届のご案内をお送りしました。現況
届の提出は、お子さんの養育状況等を確認し、6
月分～翌年5月分の支給の可否を決めるために必
要な手続です。提出がない場合、手当が受けられ
なくなりますので、期間中に子育て支援課（区役
所4階）へ提出してください。児童手当現況届は、
政府が運営するオンラインサービス「マイナポー
タル」のホームページからも提出できます。詳細は、
区ホームページをご覧ください。

［提出期間］6月30日（必着）まで
■6月期分（2月分～5月分）の支給
児童手当・児童育成手当の6月期分を今月中旬
に指定の口座へ振り込みます。個別に振り込みの
通知はしませんので、通帳記入などでご確認くだ
さい。また、6月期分の振り込み後に金融機関・
支店・口座番号を変更する場合は、必ず届出をし
てください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［提出先・届出先・問合せ］子育て支援課児童手
当・医療助成係（区役所4階）‹5608－6160

7月2日（月）が納期限です
固定資産税・都市計画税

（第1期分）
平成30年度固定資産税・都市計画税を、7月2

日（月）までに、納付書裏面に記載の金融機関、コ
ンビニエンスストア等で納めてください。クレジッ
トカード、口座振替、金融機関・郵便局のペイジー
対応のATM等でも納付ができます。

［問合せ］ ▼固定資産税・都市計画税について＝
墨田都税事務所‹3625－5061　 ▼口座振替に
ついて＝都主税局徴収部納税推進課‹3252－
0955、税務課税務係‹5608－6008

ボウフラ対策が重要です
蚊の発生防止対策

　梅雨時から真夏にかけては、蚊の発生が増える
季節です。殺虫剤等で蚊を駆除しても、幼虫（ボ
ウフラ）が生き残っていると、数日でまた蚊が発
生します。蚊は庭や物陰の小さな水たまりに卵を
産み付けます。屋外の植木鉢の受け皿、バケツ、
落ち葉で詰まった雨どい、古タイヤ等にたまった
水を捨てて、ボウフラが生育できる環境をなくし
ましょう。防火水槽など水をためておくものには、
しっかりと蓋をするか防虫網を掛けましょう。

［問合せ］生活衛生課生活環境係‹5608－6939

新たに就任しました
区議会議長・副議長、区議
会議員選出監査委員

5月25日に開かれた平成30年第1回墨田区議
会臨時会で、議長に瀧澤良仁氏、副議長にとも
宣子氏が選出され、同日付で就任しました。
また、区議会議員選出の監査委員に田中邦友氏
が選任同意され、同日付で就任しました。

ご利用ください
すみだ郷土文化資料館の 
地元ボランティアによる展示解説

［とき］ ▼個人＝第2・第3日曜日午後1時～4
時　 ▼団体（20人以上）＝事前申込みによ
り決定［申込み］ ▼ 個人＝当日直接会場へ　

▼ �団体＝展示解説を希望する日の1か月前ま
でに電話で問合せ先へ［問合せ］すみだ郷土
文化資料館（向島2－3－5）‹5619－7034

すみだの魅力を発信する、すみだ子ども
PR大使。ワークショップで動画作り等のコ
ツを学んだ後、それを活

い
かして、すみだまつ

り・こどもまつり等のイベントで活動します。
ぜひ、ご応募ください。

［ワークショップの開催日時（全3回）］ ▼第1
回＝7月21日（土）午後2時～4時　 ▼第2回
＝7月22日（日）午後2時～4時　 ▼第3回＝8
月19日（日）午後1時～5時（すみだ子どもPR
大使の任命式も実施）［ところ］co-lab墨田
亀沢:re-printing（亀沢4－21－3ケイエスビ
ル3階）［対象］区内在住の小学校3年生～6年
生［定員］10人（抽選）［費用］無料［申込み］6
月18日午前9時～7月4日に、すみだ
の魅力発信サイト「S

ス キ ス ミ
UKISUMI」か

ら申込み　＊右のコードを読み取
ることでも申込フォームへの接続可

募集！すみだ子どもPR大使

コード

瀧澤良仁 議長 とも宣子 副議長

田中邦友 監査委員

広告 1010cafeで無料マンション管理相談（予約制） ‹0800-600-2299（平日のみ） 久松マンション管理士事務所
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お済みですか
MR（麻しん・風しん混合）
予防接種

MR予防接種第1期の対象者（1歳の子ども）に
は1歳の誕生月の前月に、第2期の対象者（幼稚園
等の年長児に相当する年齢の子ども）には3月末
に、予防接種予診票等をお送りしています。

麻しん（はしか）は、感染力が非常に強く、かか
ると重篤な肺炎や脳炎を引き起こすこともあり
ます。まだ接種していない場合は、できるだけ早
くMR予防接種を受けましょう。

なお、第1期・第2期の各接種期間内に受ける
ことができなかった場合は、救済措置の対象とな
ることがありますので、お問い合わせください。

［ 費用 ］無料［ 問合 せ ］ ▼ 保健予防課感染症係
‹5608－6191　 ▼向島保健センター‹3611
－6135　 ▼本所保健センター‹3622－9137

トリフォニーホール
公演おすすめ情報

トリフォニーホールチケットセンター
‹5608－1212・錦糸1－2－3

トリフォニーホール・ジュニア・オーケストラ
障がいのある方も、赤ちゃんも、未就学児も…みんなみんな、「ようこそ！誰でもコンサート」

普段、コンサートホールに来る機会が多くな
い方も、コンサートホールでオーケストラの音
楽を楽しめる、約60分のお話付コンサートを
開催します。立ち上がっても大丈夫！ベビー
カー置き場や授乳室もあります。初めてのコン
サートにもぴったりです。ぜひ、お越しください。

［とき］8月6日（月）午前10時～［ところ］すみだト
リフォニーホール（錦糸1－2－3）［曲目］ディズ
ニーメドレー、アンパンマンのマーチなど［出演］
松尾葉子（指揮・お話）、トリフォニーホール・
ジ ュ ニ ア・ オ ー ケ ス ト ラ［ 入場料 ］500円　
＊障がいのある方とその介助者、未就学児は

無料（座席券が必要）［申込み］事前に、トリフォ
ニーホールチケットセンターへ

5墨田区のお知らせ2018年（平成30年）6月11日

 ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

 

暮
ら
し

ようこそ！みどりいきものパー
ク

6月23日（土）午後5時～6時
半

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内 生き物大好き芸人「かにゃ」と一緒に、自然と生き物の大切さなどを
学ぶ　定 先着30人　費 200円　申 事前に、みどりコミュニティセン
ター‹5600－5811へ　＊受け付けは6月22日午後8時まで　

ミニ歌謡教室（全2回） 7月2日（月）・9日（月）午後
2時～4時　＊1回のみの参
加も可

社会福祉会館（東墨田2
－7－1）

内 歌唱指導　対 区内在住在勤の方　定 先着190人　費 無料　申 当日
直接会場へ　問 社会福祉会館‹3619－1051

 

健
康
・
福
祉

6月体幹チェック月間 6月11日（月）～30日（土）の
午前11時～午後8時

スポーツプラザ梅若（墨
田1－4－4）

対 高校生以上　費 1回240円（トレーニングルーム利用料）　持 室内用
の運動靴　＊動きやすい服装で参加　申 期間中、直接会場へ　問 スポー
ツプラザ梅若‹5630－8880　＊トレーニングルームを初めて利用す
る方は、利用登録（無料）が必要

背骨コンディショニング 6月14日（木）～7月7日（土）
の ▼毎週木曜日午後2時～3
時　 ▼毎週土曜日午前11時
～正午

内 肩こりや坐骨神経痛の改善プログラム　対 18歳以上で肩こり・腰
痛等でお悩みの方　定 先着13人　費 1回1080円　申 事前に、スポー
ツプラザ梅若‹5630－8880へ

オレンジカフェ 6月20日（水）午後2時～4時 す み だ 生涯学習 セ ン
ター（東向島2－38－7）

内 認知症や介護について、お茶を飲みながら語
り合う　＊個別相談もあり　対 区内在住で認知
症に関心がある方など　定 各日先着30人　費 無
料　申 当日直接会場へ　問 高齢者福祉課地域支
援係‹5608－6502

6月21日（木）午後2時～4時 みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

ローズティーの会（同愛認知症家
族会）

6月22日（金）午後1時～3時 同愛記念ホーム（横網2
－1－11）

対 認知症の方を介護している方など　定 先着10人　費 無料　申 事前
に同愛高齢者支援総合センター（亀沢2－23－7塚越ビル1階）‹3624
－6541へ

医療連携型認知症家族介護者教
室「中村病院（認知症疾患医療セ
ンター）の職員から認知症につい
て学ぼう」

6月26日（火）午後1時半～3
時半

す み だ 福祉保健 セ ン
ター（向島3－36－7）

内 相談員や薬剤師から認知症検査や薬について学ぶ　定 先着20人　
費 無料　申 事前に、こうめ高齢者支援総合センター（すみだ福祉保健
センター内）‹3625－6541へ

小さな博物館「NTTドコモ歴史
展示スクエア」のシニア向けタ
ブレット教室

6月27日（水）、7月25日（水）
▶午前10時半～正午　▶午
後3時～4時半

NTTドコモ歴史展示ス
クエ ア（ 横網1－9－2 
NTTドコモ墨田ビル1階）

内 タブレット端末の操作体験、携帯電話の歴史見学ツアー　対 60歳
以上の方　定 各先着3人　費 無料　申 6月11日午前10時からNTTド
コモ歴史展示スクエア‹6658－3535へ　

「2018夏！体験ボランティア」説
明会

▶6月29日（金）午後4時半
～　▶7月1日（日）・22日

（日）午前10時～、午後1時
半～　▶7月24日（火）午前
10時～　＊いずれも1時間
で、同一内容

▶6月29日＝地域福祉
プラットフォーム ガ
ランドール（石原4－
11－12）　▶その他＝
すみだボランティアセ
ンター（東向島2－17
－14）

内 区内施設でボランティア活動を体験する「2018夏！体験ボランティ
ア」（7月21日～8月31日）についての事前説明会　＊「2018夏！体験
ボランティア」の参加には、本説明会への出席が必要　対 区内在住在
勤在学の小学生以上　費 無料　＊「2018夏！体験ボランティア」の参
加には、保険料300円が必要（別途、検便費用などが必要な場合あり）　
申 事前に電話で、すみだボランティアセンター‹3612－2940へ　
＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時半

高齢者食育料理教室「ごちそう
冷やし中華とシフォンケーキを
作りましょう！」

7月2日（月）午後1時半～4
時

立花ゆうゆう館（立花6
－8－1－102）

対 区内在住で60歳以上の男性　定 15人（抽選）　費 500円（食材費）　
申 6月15日までに立花ゆうゆう館‹3613－3911へ　＊受け付けは
午前9時～午後5時

身体障害者向け「iPad体験教室」
（全3回）

7 月 3 日 ～
17日の毎週
火曜日午前
10時～正午

す み だ 福祉保健 セ ン
ター（向島3－36－7）

対 区内在住の18歳以上で ▼上肢・下肢に障害のある方　 ▼内部障害
のある方　定 5人（抽選）　費 100円　申 教室名・住所・氏名・年齢・
ファクス番号を、直接または電話、ファクスで6月17日までに、すみだ
福祉保健センター‹5608－3723・ 5608－3720へ

高齢者歌謡教室「歌は元気の源
大きな声で歌いましょう」（全4
回）

7月4日～8月1日の水曜日
午後5時15分 ～7時15分　
＊7月18日を除く

梅若ゆうゆう館（墨田1
－4－4・シルバープ
ラザ梅若内）

対 区内在住で60歳以上の方　＊前回未受講者を優先　定 30人（抽選）　
費 無料　申 6月15日までに梅若ゆうゆう館‹5630－8630へ　＊受
け付けは午前9時～午後5時

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

お知らせ ハチミツは1歳過ぎから与えましょう ［問合せ］生活衛生課食品衛生係‹5608-6943
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区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

 

健
康
・
福
祉

依存症セミナー 7月11日（水）午後2時～3時
半

向島保健センター（東
向島5－16－2）

対 区内在住の依存症でお困りの方とその家族　定 先着15人　費 無料　
申 事前に電話で向島保健センター‹3611－6193へ

こころの病をもつ方の家族会＂家
族同士で情報交換しませんか＂

7月12日（木）午前10時～正
午

本所保健センター（東
駒形1－6－4）

内 日頃の悩みについての話合いや、病気・福祉制度などについての情
報交換　対 区内在住で、心の病を持つ方の家族　定 先着20人　費 無
料　申 事前に電話で本所保健センター‹3622－9137へ

身体障害者向け「多肉植物の寄
せ植え教室」

7月18日（水）午前10時～正
午

す み だ 福祉保健 セ ン
ター（向島3－36－7）

対 区内在住で身体に障害のある方　 定 15人（抽選）　 費 1800円　
申 教室名・住所・氏名・年齢・ファクス番号を、直接または電話、ファ
クスで6月17日までに、すみだ福祉保健センター‹5608－3723・

5608－3720へ　＊申込時に手話通訳・磁気ループの希望可

認知症予防トレーニング「認ト
レ」

7月18日（水）午後1時半～3
時半

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

内 認知症予防のための身体的トレーニングと知的トレーニング　対 お
おむね55歳以上の方　定 先着40人　費 無料　持 タオル　申 事前に
電話で、てーねん・どすこい倶楽部事務局‹5631－2577へ　＊受け
付けは月曜日～金曜日の午前10時～午後4時　問 高齢者福祉課支援係
‹5608－6168

 

子
育
て
・
教
育

すみだキラキラママのつどい 6月27日（水）午前10時～午
後3時　＊各プログラムの
詳細は申込先へ

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

【プログラム】ベビーヨガ、バランスボールで産後ケア、肩腰ケア等　
対 親子　＊妊婦・母親のみの参加も可　費 各プログラム800円（材料費
込み）　申 事前に参加希望プログラム名・氏名・子どもの年齢を、Ｅメー
ルで、すみだキラキラママのつどい kirakiramamasumida2010@
gmail.comへ　問 みどりコミュニティセンター‹5600－5811

0歳からきける親子コンサート 7月7日（土）午前10時半～
11時20分　＊開場は午前
10時　＊途中の入退場可

八広地域プラザ（八広4
－35－17）

定 先着120人　【入場料】1000円　＊小学生以下は無料　申 6月12日
から八広地域プラザ‹6657－0471へ　＊受け付けは7月6日までの
午前9時～午後8時　＊空きがあれば当日会場でも申込可

「かぶと虫飼育と観察日記のつけ
方」教室＂かぶと虫のオス・メス
各1匹と飼育セットをプレゼン
ト！＂

7月15日（日）・
16日（祝）午前
9時半～11時

対 小学生　＊小学校3年生以下は保護者の同伴が必要　定 各日先着15
人　費 各日1000円（教材費込み）　持 筆記用具　＊汚れても構わない
服装で参加　申 6月12日から八広地域プラザ‹6657－0471へ　＊受
け付けは7月6日までの午前9時～午後8時

吾嬬の里親子陶芸教室（全3回） 7月28日（ 土 ）、8月11日
（祝）・25日（土）午前9時半
～午後0時半

対 5歳～小学生とその保護者　＊子どものみの参加は不可　定 先着6
組12人　費 1組8000円（材料費込み）　持 作業用エプロン、タオル、
雑巾、筆記用具、メモ帳　申 6月12日から八広地域プラザ‹6657－
0471へ　＊受け付けは7月14日までの午前9時～午後8時

「子ども科学教室」6足歩行ロボッ
ト＂ボクサー＂
を作ろう！（全
2回）

8月8日（水）・9日（木）午前
10時～午後5時　＊受け付
けは午前9時半～

区役所会議室131（13
階）

対 区内在住在学の小学校4年生～6年生　＊保護者の見学可　定 40人
（抽選）　＊受講決定者には後日郵送で通知　費 7000円（キット代）　
申 7月8日までに芝浦工業大学公開講座のホームページから申込み　
＊申込受付メールが申込後1週間経過しても届かない場合は、問合せ先
へ　問 経営支援課経営支援担当（区役所14階）‹5608－6185

ジ ュ ニ ア 学芸員4days サ マ ー
ワークショップ「ジュニア学芸
員になって北斎の魅力を伝えよ
う！」（全4回）

8月23日（木）・24日（金）・
26日（日）、9月2日（日）午前
10時～午後4時

すみだ北斎美術館（亀
沢2－7－2）

内 北斎の魅力や、すみだ北斎美術館の豆知識等を学び、最終日に美術
館のジュニア学芸員として来館者を案内する　対 中学生　＊区内在住
在学の方を優先　定 16人（抽選）　費 無料　申 催し名・住所・氏名・学
校名・学年・電話番号を、直接または電話、ファクス、Ｅメールで7月
10日までに地域活動推進課まなび担当（区役所14階）‹5608－6202・

5608－6934・ KATSUDOSUISHIN＠city.sumida.lg.jpへ

 

仕
事
・
産
業

第22回機械要素技術展 6月20日（水）～22日（金）の
午前10時～午後6時　＊最
終日は午後5時まで

東京ビッグサイト（江
東区有明3－11－1）

対 製造業に関わる商談希望者　【入場料】無料　持 招待券　＊招待券
は問合せ先や、すみだビジネスサポートセンター（区役所1階）で配布　
申 招待券を持って、期間中、直接会場へ　問 経営支援課経営支援担当

（区役所14階）‹5608－6184

下町4区合同職員採用説明会（Ⅲ
類・経験者対象）

6月24日（日）▶Ⅲ類＝午前
10時～午後0時25分　▶Ⅲ
類・経験者の採用試験に関
する説明会＝午後0時半～1
時35分　▶経験者＝午後1
時45分～4時10分　＊開場
は午前9時45分

足立区生涯学習 セ ン
タ ー（ 足立区千住5－
13－5）

内 墨田・江東・足立・葛飾区の各ブースに
て、1回約45分の説明会など　対 特別区職
員採用試験（Ⅲ類・経験者）の受験を予定し
ている方　【入場料】無料　申 当日直接会場
へ　問 職員課人事担当‹5608－6244

採用力アップセミナー 7月4日（水）午前10時～正
午　＊受け付けは午前9時
半～

区役所会議室122（12
階）

内 若者の企業の選び方、女性活躍の事例等について学ぶ　対 区内に事
業所がある中小企業の採用担当者　定 先着30人　費 無料　持 筆記用具　
申 事前に、すみだ人材発掘・就労支援プログラム事業運営事務局（株式
会社HRP内）‹3222－1801

仕事情報スペース「若チャレ！」 7月10日（火）午前10時～
11時半　＊受け付けは午前
9時45分～

ハローワーク墨田（江
東橋2－19－12）

内 魅力的な区内企業の求人紹介や企業見学会などの就職支援情報提供、
キャリアカウンセラーによる個別相談　対 39歳以下で就職を希望する
方（学生を含む）　費 無料　持 筆記用具　申 当日直接会場へ　問 すみだ
人材発掘・就労支援プログラム事業運営事務局（株式会社 HRP 内）
‹3222－1801

 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

プールプライベートレッスン 7月9日（月）まで　＊1レッ
スンあたり30分　＊日程の
詳細は申込先へ

両国屋内プール（横網1
－8－1）

対 小学生以上の方　費 ▶1人＝2500円　▶2人＝3000円　申 事前に
電話で両国屋内プール‹5610－0050へ　＊内容等の詳細は問い合わ
せるか、両国屋内プールのホームページを参照

点字用紙でつくるバースデイカー
ド

6月17日（日）午後1時半～3
時半　＊時間内で自由に参
加可

立花図書館（立花6－8
－1－101）

内 点字で自分の名前を書いてバースデイカードを作る　費 無料　申 当
日直接会場へ　問 立花図書館‹3618－2620

「初心者ヨガ」コース型教室 月
曜日（全9回）・水曜日（全12回）・
金曜日（全12回）コース

7月2日（月）～9月26日（水）　
＊各コースの日程の詳細は
申込先へ

両国屋内プール（横網1
－8－1）

対 16歳以上の方　 定 各コース先着30人　 費 ▼ 月曜日＝9720円　

▼水・金曜日＝1万2960円　申 6月11日午前9時から電話で両国屋内
プール‹5610－0050へ　

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

お知らせ 住民票の写し、印鑑登録証明書、区民税・都民税課税（非課税）証明書はコンビニ交付で！［問合せ］窓口課証明係‹5608－6104
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 ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

NHK 関連文化講演会　 特別展
「縄文－1万年の美の鼓動」の見
どころ　＊特別展は7月3日（火）
〜9月2日（日）に東京国立博物館

（台東区上野公園13－9）で開催

7月7日（土）午後2時～3時
半　＊開場は午後1時半

す み だ 生涯学習 セ ン
ター（東向島2－38－7）

【講師】小野塚 拓造氏（東京国立博物館 平常展室研究員）　対 区内在住
在勤在学の方　定 200人（抽選）　費 無料　申 講演会名・住所（区内在
勤在学の方は勤務先または学校の名称も）・氏名（ふりがな）・電話番号を、
往復はがきまたはファクスで6月24日（必着）までに、すみだ生涯学習
センター（〒131－0032東向島2－38－7）‹5247－2010・ 5247
－2011へ　＊1通につき1人のみ申込可

墨田区交響楽団　第66回定期演
奏会（歌劇「劇場支配人」序曲／
モーツァルト、交響曲第104番

「ロンドン」／ハイドン、交響曲
第41番「ジュピター」／モーツァ
ルト

7月8日（日）午後2時～　＊開
場は午後1時半

すみだトリフォニー
ホール（錦糸1－2－3）

【出演】櫻屋敷 滋人（指揮）、墨田区交響楽団（管弦楽）　【入場料】1500
円　＊中学生以下は500円　＊全席自由　申 事前にトリフォニーホー
ルチケットセンター（すみだトリフォニーホール内）‹5608－1212へ　
＊窓口販売は午前11時～午後6時、電話受け付けは午前10時～午後6
時　問 ▶墨田区交響楽団　粟井雅俊‹3626－4187　▶文化芸術振
興課文化芸術・国際担当‹5608－6212

初心者アーチェリー教室（全3回）7月11日（水）午後7時～9
時、7月14日（土）午後3時半
～5時半、7月15日（日）午前
9時15分～11時15分

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

対 区内在住在勤在学で16歳以上の初心者　定 20人（抽選）　費 2000
円　申 住所・氏名・年齢・電話番号を、はがきまたはファクスで6月
30日（必着）までに墨田区アーチェリー協会事務局　岡安俊典（〒130
－0004本所1－31－7）‹3625－1874・ 3625－1860へ

サマーテニススクール（全12回） 7月24日～8月31日の毎週
火・金曜日午後1時15分～
3時45分

錦糸公園テニスコート
（錦糸4－15－1）

種 小・中学生、一般　対 区内在住在勤在学の方　定 ／費 ▶小・中学
生＝60人（抽選）／6000円　▶一般＝15人（抽選）／9000円　＊親子

（小・中学生と一般）での参加は1万2000円　持 硬式テニス用ラケット、
テニスシューズ　申 種別・住所・氏名・年齢・電話番号を、直接また
ははがき、ファクス、Ｅメールで7月15日（必着）までに墨田区庭球協
会事務局　相沢宗良（〒130－0013錦糸1－4－13）‹3622－7454・

3623－0574・ sumida-tennis-ass@snow.ocn.ne.jpへ
区民体育祭

「水泳大会」
8月5日（日）▶第1部（中学
生・高校生）＝午前7時45
分開場　▶第2部（小学生・
一般）＝午後1時開場

両国屋内プール（横網1
－8－1）

種 問い合わせるか、区ホームページを参照　費 ▶小学生～高校生＝
500円　▶一般＝700円　申 費用を持って直接、7月12日までに、ス
ポーツ振興課スポーツ振興担当（区役所14階）‹5608－6312へ　＊小
学生の申込みには保護者の印鑑が必要

 

イ
ベ
ン
ト

とんこま　かっぱ縁日 7月7日（土）午後1時～4時 大横川親水公園平川橋
～ 横川橋（ 河童川原
ゾーン）　＊雨天の場
合は、東駒形コミュニ
ティ会館（東駒形4－
14－1）にて実施

内 子どもから大人まで楽しめるゲーム、模擬店、古本市、フードドライ
ブ等　対 0歳～18歳の子どもとその保護者、地域住民の方　費 ・申 問
合せ先などで配布するチラシ、または問合せ先のホームページを参照　
問 東駒形コミュニティ会館‹3623－1141

BSライブイベントひなたおさむ
コンサート「あなたに贈る星の
シャンソン」

7月7日（土）・8日（日）午後
5時～　＊開場は午後4時半

本所地域プラザ（本所1
－13－4）

定 各日先着100人　費 ▶指定席＝3000円　▶自由席＝2500円　申 事
前に本所地域プラザ‹6658－4601へ　＊受け付けは午前9時～午後
8時

 
区
政
そ
の
他

墨田区都市計画マスタープラン
改定検討委員会の傍聴

6月26日（火）午後2時～ 区役所庁議室（7階） 定 10人（抽選）　申 住所・氏名・電話番号を、往復はがきで6月18日（必
着 ）ま で に、〒130－8640都市計画課都市計画・ 開発調整担当
‹5608－6266へ　＊「都市計画マスタープラン改定検討委員会傍聴
希望」と明記

「墨田区次世代育成支援行動計画
推進協議会」および「墨田区子ど
も・子育て会議」の傍聴

6月26日（火）午後6時半～8
時半　＊両会議を連続して
開催

すみだリバーサイド
ホール1階会議室（区役
所に併設）

内 子ども・子育て支援ニーズ調査の質問項目について等　申 事前に
子育て支援課子育て計画担当（区役所4階）‹5608－6084へ　＊受け
付けは6月22日午後5時まで

「すみだタウンミーティング」
＂ずっと住み続けたいと感じる魅
力のあるまちづくり＂について区
長と直接対話する

7月10日（火）午後7時15分
～　＊1時間程度

区役所会議室122（12
階）

対 区内在住在学の小学生の保護者　費 無料　申 事前に催し名・住所・
氏名・電話番号を、電話またはファクス、Ｅメールで地域活動推進課
まなび担当‹5608－6202・ 5608－6934･ KATSUDOSUISHIN 
@city.sumida.lg.jpへ

東京都共催「外国人おもてなし
語学ボランティア育成講座 セッ
トコース（7月実施分）」（全5回）　
＊講座修了者は都の「外国人お
もてなし語学ボランティア」に
登録

▶7月15日（日）午後1時～4
時半　▶7月16日（祝）午前
10時～正午・午後1時～3
時　▶7月21日（土）午前10
時～正午・午後1時～3時

区役所会議室131（13
階）

対 区内在住在勤在学で15歳以上（中学生不可）の本講座未受講者　
定 36人（抽選）　費 無料　持 筆記用具　申 講座名（7月実施分と明記）・
住所（区内在勤在学者は勤務先・学校の名称および所在地も）・氏名（漢
字・ひらがな・ローマ字）・年齢・性別・電話番号・託児サービス希望
の有無（有の場合は子どもの人数と年齢も）を、はがきまたはファクス、
Ｅメールで6月25日（必着）までに、〒130－8640オリンピック・パラ
リ ン ピ ッ ク 準備室 ‹5608－1445・ 5608－6934・ OLY-
PARA2020＠city.sumida.lg.jpへ　＊抽選結果は7月2日までに通知

（未成年者は受講決定後に保護者の同意書が必要）　＊個人情報は、都
および個人情報に関する契約を締結した運営事業者へ提供

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

 

暮
ら
し

高齢者向け住宅（2人世帯用・単
身用）入居者の募集

【高齢者個室借上げ住宅の募集戸数】▶2人世帯用（2Ｋ・
2DK）＝2戸　▶単身用（1Ｋ・1DK）＝10戸　【シルバー
ピアの募集戸数】▶2人世帯用（2DK）「すみだふれあいセン
ターピア緑」（緑4－35－6）＝1戸　▶単身用（1DK）＝8戸　
対 ▶2人世帯用＝区内に3年以上居住している65歳以上の
方と、その三親等以内の親族で60歳以上の方からなる2人
世帯　▶単身用＝区内に3年以上居住している65歳以上
の方　＊いずれも持ち家がある方は不可

【入居予定者の決定方法】▶高齢者個室借上げ住宅＝募集戸数の2
倍の資格審査対象者を抽選で選定し、資格審査実施後、住宅困窮
度合いが高い方から半数を入居予定者に決定　▶シルバーピア
＝募集戸数と同数の資格審査対象者を抽選で選定後、資格審査
の合格者を入居予定者に決定　持 公的年金の源泉徴収票など、
平成29年中の収入がわかるもの　申 6月27日（水）～29日（金）
の午前9時～午後4時に直接、区役所会議室91（9階）へ　問 住宅
課高齢者住宅担当（区役所9階）‹5608－6214　＊詳細は問合
せ先や各出張所で配布中の募集案内を参照

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ＝選考方法

お知らせ 粗大ごみ収集の申し込みは「粗大ごみ受付センター」のホームページが便利です。［問合せ］すみだ清掃事務所‹5608－6922
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 ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HP

北斎名品コレクション⑰

[問合せ]文化芸術振興課文化芸術・国際担当  ‹5608－6115  　http://hokusai-museum.jp

すみだ北斎美術館に収蔵されている北斎の名品をご紹介します。
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（大判錦絵）

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

 

暮
ら
し

すみだ自然
環境サポー
ターの募集

内 生きものの調査や自然環境保全活動等　【活動回数】年
15回程度　＊希望日のみの参加も可　【活動場所】大横川
親水公園、荒川河川敷等　対 区内在住在勤在学の中学生
以上　

申 随時、環境保全課緑化推進担当（区役所12階）‹5608－6208
へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（祝日を
除く）　＊詳細は申込先へ

 

仕
事
・
産
業

墨田区社会福祉事業団の非常勤
職員（看護師、介助員、入浴介助
員、生活支援員）の募集

【内容／対象／募集数】▶看護師＝通所介護・機能訓練事業
における看護・介護業務、機能訓練補助、送迎バス添乗等
／正看護師または准看護師の免許を有する方／1人　▶介
助員＝高齢者デイサービス施設における介助業務等／ヘ
ルパー2級以上の資格を有する方、または介護職員初任者
研修等を修了した方／2人　▶入浴介助員＝高齢者デイ
サービス施設における入浴介助業務／1人　▶生活支援員
＝障害者生活介護施設における、重度の障害者への生活支
援業務等／ヘルパー2級以上の資格を有する方、または介
護職員初任者研修等を修了した方／1人

選 書類選考および面接　申 履歴書を直接または郵送で7月1日
（必着）までに墨田区社会福祉事業団（〒131－0033向島3－36
－7）‹5608－3719へ　＊応募する職種を明記　＊詳細は、問
い合わせるか、墨田区社会福祉事業団のホームページを参照

 

イ
ベ
ン
ト

第43回すみだまつり・第48回
こどもまつりポスターデザイン
画の募集

対 区内在住在学の小学生～高校生または18歳までの方　
【規格】Ｂ4判の用紙を横長になる向きで使用　＊作品内に
は題名を入れない　＊作品の下部から縦4cm幅の余白を
設ける　選「小学生」、「中学生・高校生」の部門ごとに数
点の入賞作を選び、その中から大賞を1点、優秀賞を1点、
入賞を数点選定

申 作品の裏面に住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・作品
の題名・学校名（学年）を記入し、直接または郵送で7月27日（消
印有効）までに、すみだまつり実行委員会事務局（〒130－8640
区役所14階文化芸術振興課内）‹5608－6181へ　＊大賞には
2万円分、優秀賞には1万円分、入賞には3000円分の図書カード
を贈呈するほか、応募者全員に参加賞を進呈

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ＝選考方法
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　長野県にある中央アルプス木曽駒ケ岳の西の
麓
ふもと

に、古くから知られる小さな滝があります。
江戸時代中期に選ばれた木曽八景の一つにも数
えられており、修

しゅ
験
げん

道
どう

の霊場でもある小野の滝
です。この滝は、葛飾北斎による「北斎漫画」や
歌川広重・ 渓斎英泉 の 合作 に よ る「 中山道
六十九次」にも描かれています。絵の中では滝

たき

壺
つぼ

のすぐ右に不動堂、左に祠
ほこら

が描かれています
が、現在はその小さな祠が残っている程度です。
明治の終わりに滝の真上に鉄道が敷かれ、また
滝の脇まで国道が整備されたため、描かれた当時とは周辺の雰囲気は大
分変わってしまい、滝の存在に気付く人も減りました。しかし、滝自体
は昔と変らず、途絶えることのない水量と20m余りの落差で、訪れる旅
人に爽快感を与え続けています。

　猫と人との理想郷を描いた漫画「アタゴオル」シリーズで知られる、
ますむらひろし氏。同じくますむら氏の作品である「アタゴオル×北斎」
は、漫画「アタゴオル」に登場するキャラクターが北斎の浮世絵に入り
込んだ異色の作品です。本展では、その「アタゴオル×北斎」を中心に、

「アタゴオル」シリーズの漫画原稿やイラスト作品、そしてますむら氏
のイメージの源泉となった北斎の作品の一部を紹介します。

［とき］6月26日（火）～8月26日（日）の午前9時半～午後5時半　＊入館は
午後5時まで　＊休館日を除
く［ところ］すみだ北斎美術館

（亀沢2－7－2）［入館料］ ▼一
般＝1000円　 ▼ 高校生・大
学生・65歳以上の方＝700円　

▼ 中学生・障害のある方＝
300円　＊団体割引あり［申込
み］期間中、直接会場へ［問合
せ］すみだ北斎美術館‹5777
－8600（ハローダイヤル）

すみだ北斎美術館企画展
ますむらひろしの北斎展　A

ア タ ゴ オ ル
TAGOAL×H

ホ ク サ イ
OKUSAI

ますむらひろし≪尾州不二見原（冨嶽三十六景）≫
2010年発表 ©ますむら・ひろし

区報をつくろう！　墨田区報ジュニアレポーター募集！
　墨田区のお知らせ「すみだ」（本紙）の10月11日号の
特集面を作成するジュニアレポーターを募集してい
ます。取材をして、すみだのことをもっと深く知り、
それをたくさんの方に発信しましょう。今年はどんな
記事になるか、読者の皆さんもお楽しみに！

［対象］区内在住在学の中学生で、夏休み期間中に取材
や原稿作成等のため、2・3回程度参加できる方［募集
数］5人程度（抽選）［申込み］申込書を直接または郵送、
ファクスで6月30日（必着）までに、〒130－8640広
報広聴担当（区役所6階）‹5608－6223・ 5608－
6406へ　＊申込書は申込先で配布しているほか、区
ホームページからも出力可

◆7月25日（水）午後　＊2時間程度
　顔合わせ・テーマ決定「どんな紙面にするか話し合おう」
◆7月30日（月）〜8月20日（月）のうち1日
　取材「まちへ出て取材し、内容をまとめよう」
◆8月22日（水）
　レイアウト「紙面のレイアウトを作ろう」
◆9月21日（金）〜10月1日（月）
　Ｅメール等を使用した、自宅での1・2回のレイアウト修正

◆　　10月11日（木）発行

詳しくは、学校を通し
て配布したチラシ兼申
込書をご覧ください！

スケジュール（予定）
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