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＂つながり＂を＂力＂に！
平成31年度予算案を編成しました
　平成31年度予算案は「すみだの＂夢＂実現に向けて、次のステー
ジへ着実に進める予算　＂つながり＂を＂力＂に！」と位置付けて、
編成しました。この予算案は、現在開会中の平成31年第1回区
議会定例会で審議されています。
［問合せ］財政担当‹5608−6232

総額� 1746億9600万円（＋0.3％）
　 ▼一般会計� 1195億1500万円（＋0.2％）

　 ▼国民健康保険特別会計� 268億6200万円（－4.3％）

　 ▼介護保険特別会計� 225億9600万円（＋6.2％）

　 ▼後期高齢者医療特別会計� 57億2300万円（＋3.5％）
＊（　）内は、30年度当初予算と比べた増減率です。

すみだの未来に向けた新たな礎

基本計画に掲げる＂夢＂実現プロジェクト

東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた取組
東京2020大会に向けた気運醸成　2912万2000円

　大会を来年に控え、本区で行われる予定のボクシング競技をより
積極的にPRするとともに、様々な形で区民が大会に関わる機会を
設け、＂オールすみだ＂で盛り上げていきます。

▼漫画「あしたのジョー」を活用した気運醸成

▼競技体験事業

▼ �墨田区オリンピック・パラリンピック地
域協議会の運営

▼区独自ボランティアの活動推進〈新規〉

「暮らし続けたいまち」の実現
周産期母子サポート体制の推進　1208万円　〈新規〉

　安心して子どもを産み育てられるよう、既存の「出産・子育て応援
事業（ゆりかごすみだ）」に加え、「妊娠期から子育て期にわたる切れ目
ない支援」をさらに充実させます。

▼産後ケア事業（宿泊型サービス・アウトリーチ型サービス）

▼新生児聴覚検査費用の助成

学校屋内運動場への空調設備整備　2800万円　〈新規〉
　子どもたちの良好な教育環境の整備と、大規模災害時における防災
拠点としての機能向上を図るため、区立中学校全校の屋内運動場（体
育館）に空調設備を整備します。平成31年夏までに区立中学校2校に、
31年度内に全区立中学校に整備します（区
立小学校は33年度までに整備予定）。

「訪れたいまち」の実現
北十間川・隅田公園観光回遊路整備事業　8億4975万8000円

　公園・道路・高架下・水辺が一体となった賑わい空間を創出すると
ともに、水辺とまちの動線を連続化し、回遊性の向上を促進します。

▼ �コミュニティ道路整備（枕橋
～源森橋、源森橋～小梅橋）

▼隅田公園再整備

▼小梅橋架替え

▼ �河川施設整備等（テラス修景
整備・船着場整備等）

「働き続けたいまち」の実現
事業承継支援等の充実　8053万6000円

　区内中小企業の後継者不足等による廃業や環境問題による区外転出
を防ぎ、区の産業集積を維持するた
めの企業支援を行います。

▼�すみだビジネスサポートセンター
への事業承継支援事業の統合

▼�融資制度の創設（事業承継支援資
金、環境改善資金）　〈新規〉

シティプロモーション戦略
大学のあるまちづくり　10億2516万円

　千葉大学とi専門職大学（仮称）の
誘致により、若者や知的人材を呼び
込み、地域経済の活性化や賑

にぎ
わいの

創出を図ります。また、大学の資源
を活用し、教育環境の向上や国際化
推進、産業振興等に取り組みます。

▼ �旧すみだ中小企業センター改修工
事等

▼千葉大学との連携事業

©高森朝雄・ちばてつや／講談社

日本耳鼻科学会新生児聴覚検査イメージ
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◀大学整備用地エリア（文花一丁目）の
施設配置イメージ
＊構想のため配置は未決定

産後ケア事業 新生児聴覚検査費用助成
《宿泊型サービス》
　「眠れない」など、
悩みが深刻な場合は、
母子が一緒に施設に
宿泊し、24時間のケ
アを受けられます。

　生後間もない赤ちゃんの聞
こえの障害を早期に発見する
ための検査費用を、一部助成
します。

《アウトリーチ型サービス》
　身近に支援者や相談者がいないなど不安
を抱えている方を対象に、専門家が家庭を
訪問し育児指導や相談を行います。

注掲載した事業は、予算案に計上した事業の一部です。予算案の詳細は問い合わせるか、区ホームページをご覧ください。

ボッチャ体験
の様子
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◆2面以降の主な内容
2・3面････子ども予防接種週間
4〜6面････講座・教室・催し・募集
7面･･･････すこやかライフ
8面･･･････つながる･すみだ人

毎月 1日・11日・21日発行
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ぜひご活用ください
子育て世帯定住促進支援事業のご案内

予防接種はお済みですか
子ども予防接種週間

　3月1日（金）～7日（木）は、「子ども予防接種週
間」です。
　4月からの入園・入学に備えて必要な予防接種
を済ませ、病気を未然に防ぎましょう。
　また、MR（麻しん・風しん）予防接種第2期の
接種期限は3月末です。まだ接種が済んでいない
対象者へ、2月上旬に案内はがきをお送りしまし
たので、早めに接種してください。
［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

スポーツ施設開放事業
ナイターソフトテニス

　利用希望団体を募集します。
［開放期間］4月4日～10月31日の毎週木・金曜
日午後7時～9時［開放場所］寺島中学校（八広1－
17－15）［対象］区内在住在勤の10人以上で構成
する団体［費用］無料［申込み］利用希望日が属す
る月の前月の第2水曜日午後7時から寺島中学校
で行う代表者会議で申込み［問合せ］スポーツ振
興課スポーツ振興担当 5608－6312

受講生を募集します
生きがい趣味の教室

［内容・とき等］下表のとおり［対象］区内在住で、
おおむね65才以上の方［費用］無料　＊1月～3月
の自主活動での教材費は自己負担［申込み］事前
に墨田まちづくり公社（京島1－38－11・曳舟
文化センター内） 3616－5254へ　＊受け付
けは3月25日まで

内容 とき 会場 定員
（先着）

書道 第2・4木曜日 千歳集会所（千歳2
－2－5）

若干名

両国駅前会館（両国
2－20－12－101・
ライオンズマンショ
ン内）

第1・3火曜日 向島言問会館（向島
2－17－11）

横川三丁目集会所
（横川3－12－12）

第2・4火曜日 八広中央集会所（八
広3－14－5）

10人

民謡 第2・4火曜日 向島言問会館（向島
2－17－11）

20人

第1・3金曜日 八広一丁目集会所
（八広1－19－14）

謡曲 第1・3水曜日 千歳集会所（千歳2
－2－5）

詩吟 第2・4水曜日 向島言問会館（向島
2－17－11）

俳句 第1・3木曜日 業平三丁目集会所
（業平3－2－5）

混声合
唱

第1・3水曜日 京島第一集会所（京
島3－3－6）

絵手紙 第1・3水曜日 横川三丁目集会所
（横川3－12－12）

編み物 第2・4月曜日

注  開催期間は4月～平成32年（2020年）3月で、時間はいず
れも午後1時半～3時半です。

お心当たりのある方はお申出を
東京空襲犠牲者名簿登載

　東京空襲の犠牲者を追悼し平和を祈念するた
め、都立横網町公園（横網2－3－25）内の碑に、
「東京空襲犠牲者名簿」を納めています。
　名簿には平成31年3月現在、8万1147人の方々
のお名前が登載されており、毎年追加しています。
お心当たりのある方は、お申し出ください。
［申出先］ ▼ 都生活文化局文化振興部文化事業課
東京空襲犠牲者名簿担当 5388－3141　 ▼東
京都慰霊協会 3623－1200 

ご協力ください
東京都平和の日（3月10日）
の黙とう

　東京大空襲をはじめとする戦災で亡くなられ
た方々を追悼し、世界の恒久平和を願うため、黙
とうにご協力ください。
［とき］3月10日（日）午後2時～（約1分間）［問合せ］
政策担当 5608－6231

募集しています
自衛官募集相談員

　自衛隊では、自衛官を志す方に対してアドバイ
スや情報提供を行う「自衛官募集相談員」を随時
募集しています。現在、区内では9人の方が相談
員として活動しています。ご興味がある方は、ぜ
ひ、お申し込みください。
［申込み］事前に電話連絡のうえ直接、自衛隊東京
地方協力本部江東出張所（江東区亀戸1－8－9岩
上ビル2階） 3685－2002へ［問合せ］安全支援
課安全支援係 5608－6199

　子育て世帯が墨田区に長く住み続けられるよう、
住宅購入費や民間賃貸住宅への転居費を助成し
ます。

　利用する場合は要件等がありますので、必ず事
前にお問い合わせください。
［問合せ］住宅課計画担当 5608－6215

毎月1日は
墨田区防災の日
3月1日の点検項目
グラッときたら
　　　　　火の始末

毎月5日は
すみだ環境の日
3月のエコしぐさ
食べきれる
　　量だけつくる
　　　　　　おもてなし

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

助成制度等 対象 助成内容 助成金額等
三世代同居・
近居住宅取得
支援

中学生以下の
子どもを扶養
する世帯

区内在住の親世帯と同居または近居するた
めに、区内に住宅を取得した場合の購入費の
一部　＊この支援を受けた場合、区と独立行
政法人住宅金融支援機構との事業協力連携
により「フラット35子育て支援型」の利用が
可能

▼新築住宅購入＝50万円　 ▼中
古住宅購入＝30万円　＊「フラッ
ト35子育て支援型」を利用した
場合、借入開始後5年間、フラッ
ト35の借入金利から0.25%（年
利）引下げ

民間賃貸住宅
転居・転入支
援

未就学児を扶
養する世帯

区内で転居する場合や、区内在住の親世帯と
同居または近居するために、区外から転入し
た場合の転居費用の一部

▼引越し費用　 ▼賃貸借契約に
伴う仲介手数料　 ▼賃貸借契約
に伴う礼金　のいずれも12万円
を限度とし、最大36万円

注  上記のほかにも要件があります（詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照）。

【区長から】
　日頃から区の自転車駐車場をご利用いただ
きありがとうございます。京成曳舟駅西臨時
自転車駐車場を廃止することについて、ご不便
をおかけすることになり申し訳ございません。
この場所は本来、区のまちづくり事業用地で
あり、事業が始まるまでの期間、公有地を有効
活用するため臨時に自転車駐車場を設けてい
ました。この度の廃止は、まちづくり事業が開
始されることに伴うものです。ご理解くださ
いますようお願いします。

　今後、区としても、京成曳舟駅周辺において
自転車駐車場としての適切な用地確保のため、
民有地も含めて可能性を探る等、自転車駐車
場を快適にご利用いただけるよう努めていき
ます。
　なお、現在区が管理している曳舟駅に近い
自転車駐車場は、東武曳舟駅の自転車駐車場、
東向島駅の高架下の自転車駐車場となります
ので、ご利用をご検討ください。
［問合せ］広報広聴担当 5608－6221

区に寄せられたご意見から

京成曳舟駅西臨時自転車駐車場が平成31年3
月31日をもって閉鎖されると掲示されていま
した。利用者からすると非常に困ります。毎朝
利用していますが、常に満車状態なので閉鎖す
る意図がわかりかねます。

視覚に障害のある方に発行しています
墨田区のお知らせ「すみだ」点字版・録音版
　視覚に障害のある方へ、墨田区のお知らせ「す
みだ」の点字版と録音版（カセットテープ版、
デイジー版）を無料で郵送しています。
［申込先］ ▼点字版＝広報広聴担当（区役所6階）
5608－6223　 ▼録音版＝すみだ福祉保健

センター（向島3－36－7） 5608－3723

広告 J：COM モバイルのスマートフォンなら月額980円（税別）から！詳しくは専用ダイヤルまで 0120－938－362（9：00～18：00）
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子育て 　　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ぽけっと
（区主催以外）



すみだの情報発信中！SNSで！ スマホ用アプリで！

区では、公式SNSやスマホ用アプリ等を活用し、すみだの様々な情報を発信しています。ぜひ、ご利用ください。
［問合せ］広報広聴担当▶公式SNS等について＝ 5608－6220　▶無料アプリ「マチイロ」について＝ 5608－6223

S
ス キ

UKI S
ス ミ

UMI

区のイベントやまちの話題
等を様々な形式で発信

フェイスブック

区の事業や地域の情報を親
しみやすく紹介

ユーチューブ

「ウィークリーすみだ」等、
区に関する動画が充実

無料アプリ「マチイロ」

墨田区のお知らせ「すみだ」
がアプリで読める

ツイッター

区の様々な情報をタイム
リーに配信

インスタグラム

すみだの様々な魅力を写し
た写真を掲載

ご協力ください
古着、水銀体温計等の回収

　ご家庭で不要になった古着、金属製調理器具、
靴、ぬいぐるみ、食料品、水銀式の体温計・温度
計・血圧計を回収します。
［回収日時］3月16日（土）午前9時～午後2時［回収
場所］みどりコミュニティセンター（緑3－7－3）
［持込方法］水銀製品はケースに入れるか、新聞紙
等に包み、その他はそれぞれ別の袋に入れて当日
直接会場へ　＊車での来場は不可［対象］区内在
住の方　＊事業者を除く　＊水銀製品以外の回
収は、3月17日（日）午前9時～午後2時に八広公
園（八広5－10－14）でも実施［問合せ］すみだ清
掃事務所分室 3613－2228

平成30年度分の申請はお済みですか
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するお子さんの保
護者に、入園料補助金と保育料補助金（就園奨励
費補助金・保護者補助金）を交付しています。平
成30年度分の申請期限は31年3月15日（金）です
ので、早めに申請してください。詳細はお問い合
わせください。
［問合せ］子ども施設課保育係 5608－1253　
＊「子ども・子育て支援新制度」に移行した幼稚
園（あづま幼稚園・向島文化幼稚園・両国幼稚園）
等は対象外

口座振替が便利です
特別区民税・都民税の納付

　特別区民税・都民税（普通徴収分）の納付は、納
期日に預貯金口座から自動で引き落とされる口
座振替が便利です。ぜひ、ご利用ください。
［申込み］ ▼ 専用はがきを直接または郵送で5月
10日（消印有効）までに　 ▼銀行等のキャッシュ
カードを持って直接、6月13日までに　税務課税
務係（区役所2階） 5608－6133へ　＊キャッ
シュカードでの申込みは口座名義人本人のみ可
（一部、取扱いできない金融機関あり）　＊専用は
がきは申込先、各出張所で配布　＊区内の各金融
機関でも手続可

今号8面に掲載しています
「私の好きな すみだ」写真募集
［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテー
マに区内で撮影した写真と、作品名・撮影
場所・コーナー名・住所・氏名・電話番号を、
直接または郵送、Eメールで、〒130－8640
広報広聴担当（区役所6階） 5608－6223・
OSHIRASE@city.sumida.lg.jpへ　＊写

真は ▼直接・郵送＝A4以下の紙に印刷する
か、jpeg形式でCD-Rに保存 ▼ Eメール＝
jpeg形式で添付（1通あたり3MB以内）［注
意事項］ ▼人物が含まれる写真は、肖像権侵
害等の防止のため、本人（未成年の場合は親
権者）の承諾が必要　 ▼氏名も掲載　 ▼応募
写真は他媒体で使用する場合あり　 ▼応募
写真は一部手直しをする場合あり

毎日、午前9時、正午、午後4時・8時か
ら地上デジタル11チャンネルで放送し
ています（各15分間）。なお、放送終了後、
区ホームページでもご覧いただけます。
［問合せ］広報広聴担当 5608－6220

月の番組表

区政情報番組

キャスター
大久保 涼香さん

区＝こんにちは、区長です 知＝すみだのそこが知りたい 特＝特集 ス＝スキスミニュース
き＝きらっとすみだモダン　レ＝レッツスポーツ in すみだ　葛＝葛飾ふとめ・ぎょろめのスキスミダ！

放映日 午前9時 正午 午後4時 午後8時
3月3日（日）～
9日（土）

区平成31年度予算案

3月10日（日）～
16日（土）

特地域力による防災 区平成31年
度予算案

特地域力による防災 区平成31年
度予算案

3月17日（日）～
23日（土）

ス2月下旬～3月上旬の「SUKI SUMI」投稿について紹介
きクライミングマン&RCAによるすみだモノづくり企業視察

3月24日（日）～
31日（日）

ス2月下旬～3月上旬の「SUKI 
SUMI」投稿について紹介
きクライミングマン&RCAに
よるすみだモノづくり企業視
察

特地域力に
よる防災

ス2月下旬～3月上旬の「SUKI 
SUMI」投稿について紹介
きクライミングマン&RCAに
よるすみだモノづくり企業視
察

特地域力に
よる防災

＊内容が一部変更になる場合があります。ご了承ください。
＊ケーブルテレビへの加入・問合せは、（株）J: COM東京すみだ・台東 0120－999－000へ

広告 平成最後のみつまさ寄席　柳亭市楽VS金時　20日（水）PM6：00／￥3,000　 3631－0294　お土産多数　次回「ときん」5/15
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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暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業・教育

文化・
スポーツ

税金
 トンベイ保国・

区政
その他

子育て ぽけっと
（区主催以外）

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

地域の語り場「ふらっとも」 3月12日（火）午後6時半～8
時

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内地域情報の交換や日頃の悩み相談などを行う交流会　費無料　申当
日直接会場へ　問みどりコミュニティセンター‹5600－5811

税理士による税務相談 3月28日（木）午後1時～4時　
＊原則、毎月第2・4木曜日
に開催（祝日・年末年始・3
月第2木曜日を除く）

すみだ区民相談室（区
役所1階）

申当日直接会場へ　問▶すみだ区民相談室‹5608－1616　▶東京
税理士会本所支部‹3626－1148　▶東京税理士会向島支部‹3614
－8528

 

健
康
・
福
祉

みどりコミュニティカフェ
3月のテーマ「健康体操と歌唱」

3月8日（金）午前10時半～
正午

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内お茶を飲みながら、おしゃべりを楽しむ　対おおむね60歳以上の方　
費 100円（飲食代）　申当日直接会場へ　問みどりコミュニティセン
ター‹5600－5811

みかんの会（認知症家族会） 3月11日（月）午後1時半～3
時半

たちばなホーム（立花3
－10－1）

内介護に関する悩みの共有・情報交換　対認知症の家族を介護して
いる方、介護の経験がある方など　定先着10人　費無料　申事前に、
たちばな高齢者支援総合センター（立花3－2－9・たちばな高齢者在宅
サービスセンター内）‹3617－6511へ

みどりで健康エクササイズ 3月12日～26日の
毎週火曜日午前9時
～正午

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

【プログラム／定員】▶骨盤体操（45分）／各日先着20人　▶ボールエ
クササイズ（45分）／各日先着15人　対20歳以上の方　費各日各プロ
グラム1000円　持タオル　申事前に、みどりコミュニティセンター
‹5600－5811へ　＊複数日の申込可

ぜん息の呼吸リハビリ講演会 3月13日（水）午後2時～4時 すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

対ぜん息疾患がある方　定先着30人　費無料　申事前に電話で保健
計画課保健計画担当‹5608－6190へ

ボランティア説明会 3月14日（木）午前10時～
11時半

すみだボランティアセ
ンター（東向島2－17
－14）

内ボランティア活動の紹介、活動時の注意点の説明等　対ボランティ
ア活動を始めようと考えている方　定先着20人　費無料　申事前に、
すみだボランティアセンター‹3612－2940へ

はなみずき認知症家族会「住宅
改修制度について」

3月16日（土）午後1時半～3
時

八広はなみずき高齢者
支援総合センター（八
広5－18－23・京成
押上線高架下）

対区内在住で、認知症の方を介護している家族等　定先着20人　費無
料　申事前に電話で八広はなみずき高齢者支援総合センター‹3610
－6541へ

「すみだハート・ライン21事業」
「ミニサポート事業」説明会

3月19日（火）▶午前の部＝
午前10時～11時半　▶午
後の部＝午後2時～3時半

▶午前の部＝地域福祉
プラットフォーム　ガ
ランドール（石原4－
11－12）　▶午後の部
＝すみだボランティア
センター（東向島2－
17－14）

対地域活動に関心があり、家事援助などの活動（有償ボランティア）に
協力できる18歳以上の方　＊今すぐ活動できなくても可　定▶午前
の部＝先着10人　▶午後の部＝先着20人　費無料　申事前に電話で、
すみだハート・ライン21事業室‹5608－8102へ　＊協力会員への
登録方法の詳細は申込先へ

むこうじま家族会「座談会〝介護
のことで気になることなど話し
合い交流しましょう〞」

3月19日（火）午後1時半～3
時

介護老人保健施設ベ
レール向島（東向島2－
36－11）

対区内在住で、認知症の方を介護している方　定先着20人　費無料　
申事前に、むこうじま高齢者支援総合センター（ベレール向島内）
‹3618－6541へ

高齢者・障がい者のための無料
法律相談会（相続・遺言・成年後
見制度・借金など）

3月23日（土）午前10時～午
後4時

すみだボランティアセ
ンター（東向島2－17
－14）

内弁護士による相談　定先着15人　費無料　申事前に電話で、すみ
だ福祉サービス権利擁護センター‹5655－2940・ 3612－2944
へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時

中途失聴者・難聴者向け「手話
教室」（全20回）

4月9日～9月17日の火曜日
午後1時半～3時半　＊日程
の詳細は申込先へ

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

内手話の基礎と日常会話等を学ぶ　対区内在住の中途失聴者・難聴
者とその家族　定 15人（抽選）　費 100円　申教室名・住所・氏名・
ファクス番号を、直接または電話、ファクスで3月14日までに、すみだ
福祉保健センター‹5608－3723・ 5608－3720へ　＊定員に満
たない場合は締切日以降も受け付け　＊申込時に磁気ループの希望可

高齢者パワートレーニング教室
（全12回）

4月9日～6月25日の毎週火
曜日午後2時～3時

横川三丁目集会所（横
川3－12－12）

内器具を使わずにできる筋力アップ運動　＊運動強度は強め　対区
内在住の65歳以上で、医師から運動を制限されていない本教室未受講
者　＊ほかにも要件あり（詳細は申込先へ）　定 25人（抽選）　費無料　
持バスタオルまたはヨガマット　申 3月15日までに高齢者福祉課地
域支援係（区役所4階）‹5608－6173へ

〝健康長寿にチャレンジ!〞介護予
防のための「元気もりもり教室」
（各部全16回）

4月10日～9月11日の水曜
日▶第1部＝午後1時半～2
時半　▶第2部＝午後3時～
4時　＊日程の詳細は申込
先へ

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内健康体操（運動強度は▶第1部＝やや弱め　▶第2部＝やや強め）、脳
トレーニング、レクリエーション等　対区内在住の65歳以上で、医師
から運動を制限されていない方　＊初参加者を優先　＊ほかにも要件
あり　定各部30人（抽選）　費無料　持タオル、飲物　申 3月20日ま
でに高齢者福祉課地域支援係（区役所4階）‹5608－6178へ

 

子
育
て
・
教
育

子育て講座「赤ちゃんのための
絵本の読み聞かせとわらべうた」

3月16日（土）午前11時～正
午

横川コミュニティ会館
（横川5－9－1）

内読み聞かせや、わらべうたを親子で楽しむ　対乳幼児とその保護者　
費無料　申当日直接会場へ　問横川コミュニティ会館‹5608－
4500

親子料理×科学教室「科学の力
で中華麺をつくろう！」

3月31日（日）午前10時～午
後0時半

八広地域プラザ（八広4
－35－17）

内中華麺を作りながら、どんな化学反応が起こっているかを学ぶ　対小
学生とその保護者　定先着10組20人　費 1人500円（材料費）　持エ
プロン、三角巾（バンダナ）、布巾　申事前に八広地域プラザ‹6657
－0471へ　＊受け付けは3月25日までの午前9時～午後8時（3月18日
を除く）

 文化
・
ス
ポ
ー
ツ

区総合体育館公開講座「楽しく！
みんなで！スポーツボランティ
ア講座」

3月15日（金）午後7時～9時 区総合体育館（錦糸4－
15－1）

内スポーツイベント等で協働するためのコミュニケーションスキルを
学ぶ　対中学生以上　定先着30人　費無料　申事前に講座名・住所・
氏名・電話番号を、電話またはＥメールで、区総合体育館‹3623－
7273・ sumidagym@n-reco.co.jpへ　＊受け付けは3月12日まで

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

広告 「畳を通して長～いお付き合い」気軽にお電話ください。HPでも…。あなたの町の㈲たたみ工房さいとう 緑四 ‹03－3631－9591

4 墨田区のお知らせ 2019年（平成31年）3月1日



 ＝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

区民体育大会「ソフトボール大
会」

3月17日～5月26日の毎週
日曜日午前8時～午後5時

東墨田一丁目運動広場
（東墨田1－10）

種男子Ａ・Ｂ、女子　対区内在住在勤者で構成する一般社会人チーム　
費1チーム1000円　＊3月16日（土）午後6時半から、東墨田会館（東墨
田2－12－9）で実施する代表者会議で支払（受け付けは午後6時～）　
申電話で3月15日までに墨田区ソフトボール連盟事務局　林 祐一
‹090－5757－3703へ

区民体育大会「クレー射撃大会」 3月17日（日）午前8時半～
午後4時　＊受け付けは午
前7時半～

成田射撃場（千葉県印
西市山田166）

種トラップ、スキート　費 1万円　持銃砲所持許可証、火薬譲受許可
証　申事前に電話で墨田区クレー射撃連盟　森 庄太郎‹090－8770
－6954へ　＊当日会場でも申込可

すみだ少年
少女合唱団
第34回定期
演奏会

3月17日（日）午後2時半～
＊開場は午後1時45分
＊プレ・コンサートは午後
1時55分～

曳舟文化センター（京
島1－38－11）

【曲目】「日本のうた」より5曲、ボブ・チルコット作「A Little Jazz 
Mass」より5曲、ミュージカル「レ・ミゼラブル」より18曲　定先着
580人　費無料　申当日直接会場へ　問文化芸術振興課文化芸術・
国際担当‹5608－6212

区民体育祭「ダンススポーツ大
会」

3月17日（日）午後6時～8時
半

すみだ産業会館（江東
橋3－9－10）

種ラテン、スタンダード　費 1500円　申電話で3月9日までに墨田区
ダンススポーツ連盟事務局　早川文基‹090－2226－5284へ

バリアフリー映画会 3月23日（土）午後2時～4時 八広図書館（八広5－
10－1－104）

内映画「博士の愛した数式」のバリアフリー版の上映　定先着50人　
費無料　申3月1日午前9時から催し名・氏名・電話番号・ファクス番
号を、直接または電話、ファクスで八広図書館‹3616－0846・ 3616
－0672へ　＊手話通訳を希望する場合は3月10日までに申込みが必要

人生・生きがい、青春、恋愛・結
婚、社会・歴史を考える読書会

3月24日（日）午後2時～4時
半

ひきふね図書館（京島1
－36－5）

内課題図書 第160回芥川賞受賞作品「ニムロッド」（上田岳弘著）・「1R1
分34秒」（町屋良平著）に関する読書会・交流会　定先着20人　費無料　
持課題図書　申催し名・氏名・電話番号を、直接または電話、Ｅメール
で、ひきふね図書館‹5655－2350・ HIKIFUNE@city.sumida.lg.jp
へ　＊詳細は墨田区立図書館のホームページを参照

世界三大仏教遺跡講演会「アン
コールワット・ボロブドゥール・
バガン」

3月30日（土）午後2時～4時 内バガンだけが世界遺産に選ばれていない理由や最新の写真による保
存状況の解説など、世界三大仏教遺跡に関する講演　【講師】黒河内 宏昌
氏（東日本国際大学エジプト考古学研究所教授）　定先着50人　費無
料　申事前に催し名・氏名・電話番号を、直接または電話、Ｅメールで、
ひきふね図書館‹5655－2350・ HIKIFUNE@city.sumida.lg.jpへ　
＊詳細は墨田区立図書館のホームページを参照

区民体育大会「ソフトテニス大
会」

▶中学生の部＝3月31日
（日）　▶一般の部＝4月14
日（日）　＊いずれも午前8
時～午後8時半　＊雨天の
場合はそれぞれ4月7日
（日）・21日（日）に延期

錦糸公園テニスコート
（錦糸4－15－1）ほか

種中学生の部（男子・女子）、一般の部（男子Ａ・Ｂ、壮年Ａ・Ｂ、女子Ａ・
Ｂ）　＊Ａは上級者、Ｂは初中級者　対区内在住在勤在学の方　費1組
3000円　＊高校生は2000円、中学生は1000円　申種別、ペアの住
所・氏名・年齢・学年・電話番号を、直接または郵送、ファクスで▶中
学生の部＝3月14日（必着）までに　▶一般の部＝4月4日（必着）までに　
墨田区ソフトテニス連盟事務局　猪飼直茂（〒131－0041八広2－12
－11）‹080－5415－5461・ 3617－4123へ

第189回すみだ文化講座
三井圭司氏による「初期写真に
見るすみだとその周辺」

3月31日（日）午後2時～4時 ひきふね図書館（京島1
－36－5）

定先着50人　費無料　申事前に講座名・氏名・電話番号・ファクス
番号を、直接または電話、ファクスで、ひきふね図書館‹5655－
2350・ 5655－2351へ　＊手話通訳を希望する場合は3月8日まで
に申込みが必要

区民体育大会
「バレーボール
大会」

▶男子6人制・女子9人制・
家庭婦人＝4月7日（日）　
▶中学生（女子）＝4月14日
（日）　▶男子9人制・女子6
人制＝5月4日（祝）　＊いず
れも午前9時～午後9時

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

種男女別6人制・9人制、家庭婦人、中学生（女子）　費 1チーム7000
円　＊3月26日（火）午後7時から、東京東信用金庫両国本部（両国4－
35－9）で実施する代表者会議で支払　申 3月13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　＊代表者会
議への出席をもって正式申込み

すみだ郷土文化資料館ボラン
ティア養成講座（全10回）

4月13日～6月1日の土曜日
（5月4日を除く）、6月16日
～30日の毎週日曜日　＊い
ずれも午後1時半～3時半

すみだ郷土文化資料館
（向島2－3－5）

内オリエンテーション（概要説明）、墨田区域の歴史（古代～近現代）・
民俗・文化財の講義、展示解説実習など　対区内在住在勤で、原則全
日程参加できる方　＊ボランティア活動を行うには、講座修了後「すみ
だ郷土文化資料館ボランティアの会」への入会が必要　定先着30人　
費 1000円（テキスト代）　申事前に電話で、すみだ郷土文化資料館
‹5619－7034へ　＊毎週月曜日、第4火曜日を除く

区民体育大会「スポーツウエル
ネス吹矢大会」

4月14日（日）午前11時半～
午後4時半　＊受け付けは
午前11時～

スポーツプラザ梅若（墨
田1－4－4）

費 1000円　持スポーツ吹矢の道具一式　申住所、氏名、年齢、段・
級位を、電話またはファクス、Ｅメールで3月31日午後9時までに墨田
区スポーツ吹矢協会　川野浩二‹・ 3610－2081・ k.kouji0209@
themis.ocn.ne.jpへ

区民体育大会「民踊大会」 5月19日（日）午前10時半～
午後4時半　＊受け付けは
午前9時～

曳舟文化センター（京
島1－38－11）

費 1曲3000円　＊3月12日（火）または4月9日（火）の午後6時半～8時
に、二葉小学校（石原2－1－5）で支払　申住所・氏名・曲目・電話番
号・ファクス番号を、電話またはファクスで3月12日～4月9日に墨田
区民踊連盟　髙橋 志津子‹・ 3622－2816へ

 

イ
ベ
ン
ト

27万人の平和メッセージ ▶平和祈念コンサート＝3
月8日（金）正午～午後1時　
▶平和メッセージ展＝3月8
日（金）～24日（日）の午前8
時半～午後9時　＊初日は
午後3時～

区役所1階アトリウム 内▶平和祈念コンサート＝新日本フィルハーモニー交響楽団と広島交
響楽団のメンバーによる弦楽四重奏（J.S.バッハ／主よ、人の望みの喜
びよ等）　＊平和への誓いと祈りが込められた折り鶴で制作した「平和
のオブジェ」のお披露目も実施（オブジェは約1年間展示）　▶平和メッ
セージ展＝区民や著名人が、平和への思いを詩や絵・文章などでつづっ
た「平和メッセージ」の展示　費無料　申期間中、直接会場へ　問文
化芸術振興課文化行事担当‹5608－6181

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

広告 相続寺子屋区民講座（無料）3月5日（火）10時～11時　みどりコミュニティセンター2Ｆ 会議室　‹0120－013－458 事務局
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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暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業・教育

文化・
スポーツ

税金
 トンベイ保国・

区政
その他

子育て ぽけっと
（区主催以外）

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

 

子
育
て
・
教
育

ジュニア・リーダー研修生の募
集

内地域の子どものリーダーをめざし、キャンプやゲーム等
の実習を行う　対区内在住在学で、研修会（毎月1回、土曜
日または日曜日）や宿泊研修（2日～3日、年間3回程度）に
参加できる中学校1・2年生（平成31年4月1日現在）　【研
修期間】4月～高校3年生の3月　定先着40人程度　費無
料　＊保険料・宿泊費など一部自己負担あり

申事前に申込書を直接または郵送、ファクスで、〒130－8640
地域教育支援課地域教育支援担当（区役所11階）‹5608－
6503・ 5608－6411へ　＊受け付けは3月22日（必着）まで　
＊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

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

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

 

イ
ベ
ン
ト

墨堤の桜を愛
め

でるまち歩きガイ
ドツアー

3月30日（土）・31日（日）午
前11時～　＊いずれも1時
間半程度

桜橋、三囲神社、隅田
公園ほか　＊吾妻橋観
光案内所（区役所2階）
に午前10時50分に集
合　＊産業観光プラザ 
すみだ まち処（押上1
－1－2東京ソラマチ®

5階）で解散

内すみだ観光ガイドと共に伝統文化が薫る墨堤を散策する　＊向嶋芸
げい

妓
ぎ

茶屋でのお茶体験あり　定各日先着20人程度　費各日2000円（保
険料・お土産代・お茶代・記念写真代込み）　申事前に希望日、代表者
の住所・氏名・電話番号、参加人数を、はがきまたはファクスで墨田区
観光協会（〒130－0001吾妻橋3－4－5）‹5608－6951・ 5608
－7130へ　＊墨田区観光協会のホームページからも申込可　＊天候
により、コースが変更になる場合あり

ニッポンクラフトビアフェスティ
バルinすみだ

3月30日（土）・31日（日）午
前11時～午後4時

すみだリバーサイド
ホール2階イベント
ホール（区役所に併設）
＊車・自転車での来場
は不可

内音楽演奏等を楽しみながら、すみだのビールを含む全国のクラフト
ビールを試飲する　対 20歳以上の方　定各日先着700人　費各日
3900円　申事前に、ニッポンクラフトビアフェスティバルのホームペー
ジから申込み　問産業振興課産業振興担当‹5608－1437

さくらスポーツフェスティバル　
本物のラグビー選手と触れ合お
う

3月31日（日）午前9時～ 区総合体育館（錦糸4－
15－1）

内現役ラグビー選手との親子タグラグビー体験など　費無料　問区
総合体育館‹3623－7273　＊内容や申込方法等の詳細は後日、墨田
区総合体育館のホームページに掲載

 

区
政
そ
の
他

第127回墨田区都市計画審議会
の傍聴

3月18日（月）午後2時～ 墨田区議会第1委員会
室（区役所17階）

【予定案件】「東京都市計画道路区画街路墨田区画街路第12号線の決定
（墨田区決定）」についてほか　定 10人（抽選）　申住所・氏名・電話番
号を、往復はがきで3月8日（必着）までに、〒130－8640都市計画課
まちづくり支援担当‹5608－1204へ　＊「都市計画審議会傍聴希望」
と明記

 

ぽ
け
っ
と

常設知的財産相談室 月曜日～金曜日の▶午前10
時～正午　▶午後2時～4時

弁理士会館（千代田区
霞が関3－4－2）

内弁理士による特許・意匠・商標の出願など、知的財産権全般に関す
る相談の受け付け　費無料　申事前に電話で日本弁理士会常設知的
財産相談室‹3519－2707へ　＊日本弁理士会関東支部のホームペー
ジからも申込可

桜を観
み

る会 3月29日（金）・30日（土）午
前10時～午後3時

砂町水再生センター
（江東区新砂3－9－1）　
＊車での来場は不可

内砂町水再生センター内でお花見を楽しむ　＊飲酒・ペットの同伴は
不可　費無料　申当日直接会場へ　問砂町水再生センター‹5632
－2180

皮革手芸教室 4月2日～9月28日の火・土
曜日午後1時～4時

東京鞄会館（台東区蔵
前4－16－3）

内小物入れ等の作製　定▶火曜日コース＝先着30人　▶土曜日コー
ス＝先着20人　費各コース月額4000円　＊材料費等は別途自己負担　
申事前に電話で全国皮革振興会‹3865－7457へ

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

広告 丸井錦糸町店5Ｆ　新店 「スマホ修理工房」 割引有4,500円～ バッテリー、パネル交換 ‹03－6659－9023
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すみだ　3月のおすすめイベント

午前10時～午後4時 午前11時～午後4時

［ところ］区役所前うるおい広
場［内容］すみだの特産品や日
本全国のこだわりの農産物・
加工食品などの販売、キッチ
ンカー等の出店［入場料］無料
［申込み］当日直接会場へ［問
合せ］観光課観光担当‹5608
－6500

［ところ］錦糸公園（錦糸4－15
－1）［内容］区内商店街の店舗
によるマルシェ（市場）［入場料］
無料［申込み］当日直接会場へ
［問合せ］▶墨田区商店街連合会
事務局‹080－4004－6661　
▶産業振興課産業振興担当
‹5608－6187

2日（土）・3日（日） 10日（日）

全国の！区内の！こだわりの特産品がいっぱい！全国の！区内の！こだわりの特産品がいっぱい！

THE GREENMARKET SUMIDA
区内商店街の魅力的なお店が大集合！区内商店街の魅力的なお店が大集合！

ソラのねマルシェ



食中毒予防　割り置きの卵で料理しないこと　［問合せ］生活衛生課食品衛生係‹5608－6943お知らせ
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●向島保健センター：〒131－0032　東向島 5－16－2　 3611－6135
●本所保健センター：〒130－0005　東駒形 1－ 6 －4　 3622－9137
●健康・衛生のページ：　https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/

都内の医療機関情報案内
（24時間案内）

●都医療機関案内サービス「ひまわり」　5272－0303・    5285－8080
●東京消防庁「救急相談センター」

▲

携帯・PHS・プッシュ回線　♯7119　

▲

23区ダイヤル回線　3212－2323

墨田区の医療・健康情報

 ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

■骨密度検診・がん検診等
検診名 とき・受付時間 ところ 内容・対象・定員・費用 申込み

＊一部を除き、区ホームページから電子申請も可
骨密度検診 3月25日（月）午前9時

～
本所保健セン
ター

［内容］超音波検査［対象］区内在住で、20・25・30・35・
40・45・50・55・60・65・70歳の女性［定員］先着80
人［費用］無料　＊骨粗しょう症で治療中・経過観察中の
方は受診不可

事前 に 電話 で、す み だ け ん し ん ダ イ ヤ ル
‹6667－1127へ　＊受け付けは3月18日ま
で　＊電子申請は不可

胃がん検診（検診
車実施分）

毎月1回 ～3回（ 午前
中）

すみだ福祉保
健センター

［内容］バリウムによる胃部エックス線検査［対象］区内在住
で40歳以上の方［費用］無料

随時、電話 で、す み だ け ん し ん ダ イ ヤ ル
‹6667－1127へ　＊受け付けは ▼乳がん検
診（検診車実施分）＝3月7日まで　 ▼大腸がん
検診・肺がん検診＝3月15日まで　＊乳がん
検診（検診車実施分）は、検診会場および日程の
選択可（詳細は、すみだ けんしんダイヤルへ）

子宮頸
けい
がん・乳が

んセット検診
東京都予防医学協会検
診実施日　＊両方の検
診を同日に実施

東京都予防医
学協会（ 新宿
区市谷砂土原
町）

［内容］ ▼子宮頸がん検診＝視診、頸部細胞診　 ▼乳がん検
診＝視触診、マンモグラフィ［対象］区内在住で40歳以上の
女性　＊授乳中の方、卒乳後6か月を経過していない方、
豊胸手術を受けた方、ペースメーカーを装着している方は
受診不可［費用］無料

子宮頸
けい
が ん 検診

（医療機関実施分）
実施医療機関診療日 区内実施医療

機関
［内容］視診、頸部細胞診［対象］区内在住で20歳以上の女
性　＊妊娠中または出産後の方は受診の可否を主治医に
相談［費用］無料

乳がん検診（医療
機関実施分）

区内実施医療
機関等

［内容］視触診、マンモグラフィ［対象］区内在住で40歳以上
の女性　＊授乳中の方、卒乳後6か月を経過していない方、
豊胸手術を受けた方、ペースメーカーを装着している方は
受診不可［費用］無料乳がん検診（検診

車実施分）
毎月2回～4回 区内施設3か

所
大腸がん検診 3月31日（日）までの実

施医療機関診療日
区内実施医療
機関

［内容］便潜血検査（検便）［対象］区内在住で40歳以上の方　
＊今年度、区の実施する健康診査と同時に大腸がん検診を
受けた方は受診不可［費用］400円　＊生活保護受給者等
は無料

肺がん検診 ［内容］胸部エックス線検査、喀
かく

痰
たん

細胞診　＊喀痰細胞診は、
50歳以上で、喫煙指数（1日の喫煙本数×年数）が600以上
の方にのみ実施［対象］区内在住で40歳以上の方　＊今年
度、区の実施する健康診査と同時に肺がん検診を受けた方
は受診不可［費用］無料

肝炎ウイルス検診 実施医療機関診療日 ［内容］血液検査［対象］区内在住の16歳以上で、原則、過去
に肝炎ウイルス検診を受診したことがない方［費用］無料

随時、電話 で、す み だ け ん し ん ダ イ ヤ ル
‹6667－1127へ　＊電子申請は不可

注「胃がん検診（検診車実施分）」と「子宮頸がん・乳がんセット検診」は、東京都予防医学協会が受診日時を指定して、受診日の2週間前～1週間前に受診票を送付します。なお、申込状況により、受診
日が3か月以上先になる場合があります。体調その他やむを得ない理由により、指定日時での受診が困難な場合は、受診日時を変更できることもありますので、直接、東京都予防医学
協会（‹3269－1134）にお申し出ください。

注 各種がん検診は、検診の対象部位において、手術後の方、治療中または経過観察中の方は、原則、受診できません。「胃がん検診」、「乳がん検診」、「肺がん検診」は、妊娠中または妊娠
の可能性がある方も受診できません。また、問診結果等により、受診できない場合があります。なお、自覚症状がある方は、検診を待たずに、すぐに医療機関で診察を受けてください。

注 電子申請のページには、右のコードをスマートフォン等で読み取ることでも接続できます（「墨田区」を選択し、検診名で検索）。
注 検査の結果、精密検査が必要と判定された場合は、必ず精密検査を受けましょう。なお、精密検査等の二次検査は保険診療（有料）になります。 コード

＊対象はいずれも平成30年度（平成30年4月1日～31年3月31日）中に誕生日を迎え、対象年齢となる方
＊健康診査・各検診等は年度内に各1回のみ（子宮頸

けい
がん検診・乳がん検診は2年度に各1回のみ）受診可

■歯科・整形外科応急診療医院（3月）
とき 医院名 ところ・電話番号

3日（日） たむら歯科 墨田1－15－15ライオンズプラザ東向島101　‹6657－1889
東京曳舟病院（整形外科） 東向島2－27－1　‹5655－1120

10日（日） うが歯科医院 緑2－19－3T＆Kビル1階　‹5600－3654
はせがわクリニック（整形外科）向島3－39－6　‹5637－1701

17日（日） 仲井歯科医院 東向島1－32－7　‹3611－1898
大山整形外科 京島3－34－7　‹3613－7577

21日（祝） 大島歯科医院 石原2－17－3　‹3622－3580
24日（日） 紀デンタルクリニック 東向島3－2－13イナバビル1階　‹5655－5655

両国整形外科クリニック 両国4－37－6－4　‹5669－7773
31日（日） 岡田歯科医院 両国2－10－5東繊ビル2階　‹3632－0118

岡野整形外科 両国3－20－8　‹3631－1088
注 いずれも診療時間は午前9時～午後5時です。健康保険証や医療証等を必ずお持ちください。
注 歯科の受診については、事前に電話で予約のうえ、ご来院ください。

休
日
等
の
急
病
の
と
き
に
は

■墨田区休日応急診療所
受付時間 ところ・電話番号 診療科目

午前9時～
午後9時半

すみだ福祉保健センター
（向島3－36－7）内
‹5608－3700

内科、小児科

注 診療日は、日曜日・祝日・年末年始です。健康保険証や医療
証等を必ずお持ちください。

■すみだ平日夜間救急こどもクリニック
受付時間 ところ・電話番号 診療科目

午後7時～
9時45分

同愛記念病院（横網2－1
－11）救急外来内
‹3625－1231

小児科
（15歳以下の
急病患者）

注 診療日は月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）です。健康
保険証や医療証等を必ずお持ちください。なお、駐車場は有
料です。

簡単！便利！すみだ けんしんダイヤルのご利用を
●がん検診、骨密度検診、肝炎ウイルス検診の申込み・受診票再発行・問合せ
●40歳以上の健康診査、成人・後期高齢者歯科健康診査の受診票再発行・問合せ
●若年区民健康診査・小規模事業所健診の申込み・問合せ

　‹6667－1127
［受付時間］月曜日～金曜日の午前9時～午後6時(祝日・年末年始を除く）
＊番号をお確かめの上、かけ間違いのないようご注意ください。
＊午前9時～10時半頃、休み明け、月初めは大変混み合います。
＊聴覚障害のある方等は、 5690－9661へ

午後6時まで受け付けています

■3月の健康相談窓口� ＊育児相談以外は要予約

種別 向島保健センター 本所保健センター
健康相談 月曜日～金曜日　＊電話での相談も可

＊保健師・栄養士・歯科衛生士等が対応
育児相談 【受付日時】4日（月）・18

日（月）午前9時～10時
【受付日時】4日（月）午前
9時～10時

心の健康相談 13日（水）・27日（水） 27日（水）
依存症相談 13日（水） －
思春期相談 － 13日（水）
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　　ホームページを参照する場合は、「墨田区　＂記事のタイトル＂」で検索HP

次回登場してくださるのは・・・

オーケストラが息づくまち すみだ
去る2月24日、すみだの早春を飾るビッグ

イベント「国技館5000人の第九コンサート」
が今年も盛大に開催されました。このコンサー
トで感動的な演奏を披露しているのが「新日
本フィルハーモニー交響楽団」です。
同楽団と本区は、昭和63年7月に日本初の

本格的なフランチャイズ提携を行い、今年度
30周年の節目のシーズンを迎えています。同
楽団は、すみだトリフォニーホールを拠点に
リハーサルとコンサートを行いながら、区内
の小・中学校や福祉施設等での演奏会、「ト
リフォニーホール・ジュニア・オーケストラ」
の指導など積極的な活動を展開し、我がまち
のオーケストラとして親しまれています。
今月2日からは、すみだトリフォニーホー

ルにおいて、恒例の「すみだ平和祈念音楽祭」
が開催されます。同ホール開館以来行われて
いるこの音楽祭。平和への祈りを込めた演奏
が、例年にも増して多くの皆さんの心に響く
ことを願っています。
さて、今号1面では平成31年度予算案につ
いて掲載しています。現在、区議会でご審議
いただいているこの予算案は、東京2020オ
リンピック・パラリンピックに向けた取組、
子ども・子育て支援の充実、事業承継支援等
の充実など、現状の課題を解決し、本区が持
続的に発展していくための様々な施策を盛り
込んでいます。
将来にわたり誰もが安心して活

い
き活きと暮

らせるまちを区民の皆さんと共に創造し、す

みだの＂夢＂実現に向けて、次のステージへの
飛躍につなげていきたいと考えていますので、
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

墨田区長

山 本　亨

昔は、うちの周りも全部個人商店で、ずいぶん
賑
にぎ
わっていました。どこもそうですが、大型スー

パーの影響や自身の高齢化もあって、みんな店を
閉めてしまうんですよね。時代に合わせて、店づ
くりや品物の売り方を変えていこうといろんな
策を考えました。そんな中、「宅配もやってみよう」
と考えついたのがきっかけです。宅配は、お客さ
んが自ら野菜を品定めできるわけではないので、
非常に神経を使います。お客さんとのつながりを

大切にし、常にいい野菜を届けることを心掛けて
きました。
野菜を届けている近くの保育園の子どもたちは、

「おじちゃんありがとう」と、よく遊びに来てくれ
るんですよ。子どもたちからもらった絵や手紙は
宝物で、店に大切に飾ってあります。相手のこと
を思って自分が仕入れた野菜で、こうやって喜ん
でくれていると思うと、非常にやりがいを感じま
すね。

Q. すみだで現在の活動を始めたきっかけは何ですか？

やっぱり下町人情あふれるところですかね。そ
してみんな顔が知れています。道を通れば、挨拶
してくれる。人がとても温かいまちです。
うちがこれまで青果店を続けてくることがで
きたのも、やっぱりそんな温かい人たちのおかげ

ですね。地元の人たちがみんな「やめないで」と
言ってくれるんですよ。だから、その期待にはな
るべく長く応えていきたいです。人とのつながり
を、これからもずっと大事にしていきたいと思っ
ています。

Q. 波木井さんは、すみだのどんなところが好きですか？

　すみだを愛し、すみだで活躍する方をリレー形式で紹介する「つながる すみだ人」。
お話を伺った方に次の方を紹介していただき、すみだを愛する人をつないでいきます。
第9回は、業平在住の波木井 信之さんです。業平で50年以上続く青果店の2代目と
して、地域の方へ自ら新鮮な野菜を届けるなど、真心とアイディアで多くの方に愛
され続けています。

業平で、創業50年以上の青果店を経営してい
ます。現在は、店舗での販売に加え、区内の保育
園や小学校等にも新鮮な野菜を配達しています。
父から店を継いだのは8年ほど前ですが、仕事は
これまでこの八百屋一筋、すみだに根ざした商売
を心掛けています。
私の父は非常におおらかな人で、町内会をはじ

め地域に貢献してきました。若い頃から自由に経
営に携わらせてくれたので、私が店舗での販売だ
けでなく野菜の宅配を始めたときも、反対するこ
となく見守ってくれていました。

Q. 波木井さんは現在、すみだでどのような活動をしていますか？

波木井 信之さん（業平在住）

すみだの ＂夢＂ 実現に向けて、次のステージへ着実に進
める、平成 31年度予算案を発表しました

　波木井さんとは同じ
町内会で、防災訓練や
小学生の登校時の旗振
りなどで活躍する古姓
政廣さんです。

［問合せ］広報広聴担当
‹5608－6223

▼ �店頭には、信之さ
んのお母さんが毎
朝作る、おそう菜
がたくさん。「こ
の間のかぼちゃ
の煮付け、おいし
かったよ。」と常
連さんが声をかけ
ます。

▲ �近所の保育園の園
児から贈られた絵
や手紙は大切に飾
られています。

私の好きな すみだ

　本コーナーへの写真を随
時募集しています。詳細は、
今号3面をご覧ください。

今月の1枚
「春の足音　河津桜」
【撮影】川北理絵さん

［ 問合 せ ］広報広聴担当
‹5608−6223
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