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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

ミニ歌謡教室(全2回)　＊1回の
みの参加も可

7月1日(月)・8日(月)午後
2時～4時

社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

内カラオケでワンランクアップする歌唱方法を学ぶ　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

大人のためのすみだ自然観察会
(第2回)「昆虫のふしぎな生態＆
探し方について学ぼう！」

7月6日 (土 )
午前10時 ～
正午

大横川親水公園万華池
(石原4－13地先)周辺

内都市部で見られる昆虫の生態について学ぶ　対区内在住在勤在学の
方　定先着20人　費無料　持筆記用具、水筒、帽子　申6月11日午
前9時から環境保全課緑化推進担当(区役所12階)☎5608－6208へ

すみだ景観フォーラム特別講座
「水都すみだの水のない水辺」

7月7日(日)午前10時～11
時40分

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)

内かつてすみだにあった水路の跡の楽しみ方を学ぶ　定先着30人　
費無料　申事前に催し名、代表者の住所・氏名・電話番号、参加人数を、
直接または電話、ファクス、Ｅメールで都市計画課景観・まちづくり担
当(区役所9階)☎5608－6266・ 5608－6409・ TOSHIKEIKAKU@
city.sumida.lg.jpへ　＊受け付けは7月4日午後5時まで

東京スカイツリー®
周辺の花の植替えボ
ランティアの講習会

7月9日(火)・10日(水)午
前10時～正午　＊いずれも
10分前までに集合

【集合場所】区総合体育
館1階駐車場東側(錦
糸4－15－1)

内東京スカイツリー周辺に設置しているハンギングバスケット等を使
い、花の植替え方法の基本を学ぶ　対区内在住在勤の方　定各日先着
40人　費無料　持手袋、はさみ　申6月11日午前9時から環境保全課
緑化推進担当(区役所12階)☎5608－6208へ

健
康
・
福
祉

ビギナーサポート「トレーニング
がはじめて、久しぶりの方に！」

6月30日(日)までの午前9
時～午後9時のうち30分

スポーツプラザ梅若(墨
田1－4－4)

内トレーナーからマンツーマンでトレーニングマシンの使い方を学ぶ　
対高校生以上　費 1回1620円　申事前にスポーツプラザ梅若
☎5630－8880へ

背骨コンディショニング〝腰痛・
肩こり等でお悩みの方へ〞

6月13日～7月25日の毎週
木曜日午後2時～3時

内肩こりや坐
ざこつ
骨神経痛の改善プログラム　対18歳以上の方　定各回

先着13人　費体験1回1080円　申事前に、スポーツプラザ梅若☎5630－
8880へ　＊内容等の詳細は問い合わせるか、スポーツプラザ梅若のホー
ムページを参照

オレンジカフェ 6月19日 (水 )・20日 (木 )
午後2時～4時

▼6月19日＝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)　 ▼ 6月20日
＝本所地域プラザ(本
所1－13－4)

内認知症の方やその家族、ボランティアなどが気軽に集う　＊個別相
談もあり　対認知症の方・認知症への不安がある方やその介護者
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

こうめ会(認知症家族介護者教
室)

6月25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)

内おむつの正しい選び方を学ぶ　対認知症の方を介護している方など
定先着20人程度　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
タブレット体験教室

6月26日（水）、7月24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－
2NTTドコモ墨田ビル
1階)

内タブレットの操作体験、携帯電話の歴史見学ツアー　対60歳以上
の方　定各回先着3人　費無料　申6月12日午前10時からNTTドコ
モ歴史展示スクエア☎6658－3535へ

第2回さくらんぼの会(認知症家
族介護者教室)

6月28日(金)午後1時～2
時半

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4)

内権利擁護について学ぶ　対認知症の方を介護している方、認知症に
興味がある方など　定先着20人　費無料　申事前に、うめわか高齢
者支援総合センター(シルバープラザ梅若内)☎5630－6541へ

ローズティーの会(同愛認知症
家族会)

6月28日(金)午後1時～3時 同愛記念ホーム(横網
2－1－11)

内参加者同士の悩みの共有・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、認知症や介護に関心がある方　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

高齢者・みんなで楽しむ料理の
会「シニア男性のチャレンジ料
理」

7月1日(月 )
午前10時～
正午

立花ゆうゆう館(立花
6－8－1－102)

内豚肉と酢を使った夏バテ予防の料理を作る　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

「2019夏！体験ボランティア」
説明会

▼ 7月1日(月)午後4時～5
時　 ▼ 7月7日(日)・21日
(日)午前10時～11時・午
後1時半～2時半　 ▼7月22
日 (月 )午前10時 ～11時　
＊いずれも同一内容

▼ 7月1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「2019夏！体験ボランティ
ア」(7月20日～8月31日)についての事前説明会　＊「2019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　定先着200人　費無料　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　＊墨田区社会福祉協議会のホームページ
からも申込可　＊ボランティアの参加には、保険料(300円)等が必要

初心者向け「日常英会話」教室
〝オリンピックに向けてあなたも
挑戦してみましょう！〞(全4回)

7月2日～23日の毎週火曜
日午後1時半～3時半

立花ゆうゆう館(立花
6－8－1－102)

対区内在住で60歳以上の方　定20人(抽選)　費1300円(教材費)　
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

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3日～24日の毎週水曜
日午後5時半～7時半　

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　定30人(抽選)　＊前回未受講者を優先　
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

観葉植物と生花の壁掛け作り教室 7月4日(木)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60歳以上の方　定15人(抽選)　費1800円　持エプロ
ン、はさみ　申6月17日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－
3721へ

こころの病のある方の家族の会
〝家族同士で情報交換しませんか〞

7月17日(水 )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・福祉制度等についての情報
交換　対区内在住で、こころの病のある方の家族　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

食生活講習会「暑い夏こそ！時
短でおいしく！野菜を食べてみ
ませんか？」

7月17日(水)午後1時半～
3時

内野菜を手軽に食べるコツや夏野菜に関する知識、簡単レシピを学ぶ　
＊試食あり　対区内在住在勤の方　定先着25人　費無料　申6月12
日午前8時半から電話で本所保健センター☎3622－9137へ

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

子
育
て
・
教
育

すみだキラキラママのつどい 6月26日(水 )午前10時～
午後3時

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内／定 ▼ベビーヨガ／先着10組　 ▼バランスボールで産後ケア／先
着5組　 ▼肩腰ケア／先着4人　 ▼英国式リフレクソロジー／先着7人　

▼リラクゼーションもみほぐし／先着6人　 ▼足型アート／先着8組　
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・参加者氏名・子どもの年
齢を、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

赤ちゃんとお手てで話そうベビー
サイン

7月9日(火)午前10時半～
正午

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対生後6か月(お座りができる程度)～1歳6か月の乳児とその保護者　
定先着12組　費500円　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　
＊受け付けは6月30日まで(6月17日は休館）

サブ･リーダー講習会(夏期) ▼区内講習＝8月4日(日)・
18日(日)午前9時半～午後
4時　＊受け付けは午前9
時～　 ▼宿泊講習＝8月23
日(金)～26日(月)　＊3泊
4日

▼区内講習＝区役所会
議室131(13階)　 ▼宿
泊講習＝国立那須甲子
青少年自然の家(福島
県西白河郡西郷村大字
真船字村火6－1)
＊往復バスで移動

内社会性やリーダーシップを育むためのグループ活動　対区内在住在
学の小学校5・6年生　定64人(抽選)　費1万円(宿泊費・保険料等
込み)　申申込書を直接または郵送、ファクスで6月17日(必着)までに、
〒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　＊申込書は申込先で配布して
いるほか、区立小学校の児童には学校を通じて配布　＊電子申請も可　
＊ファクスでの申込後は、到着確認のため必ず電話で申込先へ　＊保
護者説明会を7月11日(木)午後6時半～、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)で開催

仕
事
・
産
業

下町4区合同職員採用説明会(Ⅲ
類・経験者対象)　＊墨田・江
東・足立・葛飾の4区合同

6月30日(日) ▼Ⅲ類＝午前9
時45分～午後0時半　＊開
場は午前9時半　 ▼Ⅲ類・
経験者の採用試験に関する
説明会＝午後0時35分～1
時40分　 ▼経験者＝午後1
時50分～4時35分

江東区文化センター
(江東区東陽4－11－3)

内各区ブースにて1回40分の説明会（Ⅲ類・経験者向け各3回実施）等　
＊Ⅲ類・経験者ともに、開始後30分は4区コラボブースでの説明、その
後各区ブースでの説明　対特別区職員採用試験(Ⅲ類・経験者)受験
予定者　費無料　申当日直接会場へ　問職員課人事担当☎5608－
6244

若者と女性の働き方を応援して
くれる企業に出会える！「すみ
だ合同企業説明会」　＊就職活動
対策セミナーも同日開催

7月4日(木)午後1時～3時
半　＊受け付けは午後0時
半～

シアター1010ギャラ
リーB(足立区千住3－
92千住ミルディス1番
館10階)

対39歳以下の若年求職者、子育て世代等で就職を希望する女性　＊学
生も可　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

合同就職面接会「すみだ・かつし
か就職面接会」　＊シニア(60歳
以上)の就職面接会も同時開催

7月12日(金)午後1時半～4
時　＊受け付けは午後1時～
3時半

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)

内ハローワーク墨田・墨田区・葛飾区による合同就職面接会　＊職業
相談コーナーあり　＊参加企業の求人情報は、6月28日以降にハロー
ワーク墨田のホームページに掲載予定　費無料　持ハローワークから
の紹介状・履歴書 (面接を希望する方のみ )　申当日直接会場へ
問 ▼ハローワーク墨田☎5669－8609　＊電話での問合せの際は、音
声案内の「42#」を選択　 ▼経営支援課経営支援担当☎5608－6185

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

コース型教室「ヨガ教室」「成人
水泳教室(初級・中級・上級)」
の体験

6月30日(日)までの ▼ヨガ
教室＝月・水・金曜日　 ▼成
人水泳教室＝月・木曜日

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対区内在住在勤在学で16歳以上の方　定各教室先着5人　費各教室1回
1080円　申事前に電話で両国屋内プール☎5610－0050へ　＊各教室
の日程などの詳細は電話で申込先へ

特集展示「両国川開大花火の誕
生〝戦前の隅田川花火〞」

6月15日 (土 )～9月29日
(日)の午前9時～午後5時　
＊入館は午後4時半まで　
＊休館日は毎週月曜日(祝
日のときは翌日)・毎月第4
火曜日

すみだ郷土文化資料館
(向島2－3－5)

内隅田川の花火が納涼花火から年に一度の花火大会として定着してい
く過程についての展示　費 ▼個人＝100円　 ▼団体(20人以上)＝80
円　＊中学生以下と身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害
者保健福祉手帳をお持ちの方は無料　申期間中、直接会場へ　問すみ
だ郷土文化資料館☎5619－7034

コース型教室「初心者ヨガ」　月
曜日A・Bコース(全10回)、水
曜日C・D・Hコース(全12回)、
金曜日E・F･Gコース(全12回)

7月1日 ( 月 ) ～9月30日
(月)　＊祝日を除く　＊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)

対区内在住在勤在学で16歳以上の方　定各コース先着30人　費 ▼ A・
Bコース＝各コース1万800円　 ▼ Cコース～Gコース＝各コース1万
2960円　＊体験は1回1080円　申6月12日午前9時から電話で両国
屋内プール☎5610－0050へ

区民スポレクダンスパーティ 7月7日(日)午後6時～8時半 曳舟文化センター(京
島1－38－11)

対区内在住在勤在学の方または墨田区ダンススポーツ連盟に加入して
いる方　費1500円　申電話で6月24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　＊受け付けは午後5
時半～

サマーテニススクール(全12回) 7月23日～8月30日の火・
金曜日(8月23日を除く)と
8月22日(木)のいずれも午
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　対区内在住在学の小・中学生　定 50人程度(抽選)
費6000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14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4日(日) ▼第1部＝午前
7時45分開場　 ▼第2部＝
午後0時15分開場

両国屋内プール(横網
1－8－1)

種 ▼ 第1部＝中学生、高校生　 ▼第2部＝小学生(3年生以上)、一般　
＊詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照　費 ▼小学生(3年生
以上)～高校生＝500円　 ▼一般＝700円　申費用を持って直接、7月
11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

区民体育祭「アクアスロン大会」 8月18日(日)午前9時～
＊受け付けは午前8時半～

東京辰巳国際水泳場
(江東区辰巳2－8－
10)および周辺遊歩道
＊集合場所等は別途通
知

種小学生の部(学年別)、中学生の部(学年別)、一般の部(高校生以上)　
＊小学生は保護者の同伴が必要　定先着200人　費 ▼ 小・中学生＝
2000円　 ▼高校生＝3000円　 ▼大学生以上＝5000円　申費用を郵
便振替(記号番号は00100－4－544076、口座名は墨田アクアスロン
大会)で7月1日～20日に墨田区トライアスロン連合へ　＊通信欄に住
所・氏名・フリガナ・電話番号・学校名・学年・年齢・性別を記入　
問墨田区トライアスロン連合　柳沼憲宏☎3616－6999　＊大会要
項・郵便振替払込票はスポーツ振興課(区役所14階)、区総合体育館(錦
糸4－15－1)、両国屋内プール(横網1－8－1)、スポーツプラザ梅若(墨
田1－4－4)で配布

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ
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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 ☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

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

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)

【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】 ▼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し、資格審査
の合格者を入居予定者に決定　申6月26日(水)～28日(金)の
午前9時～午後4時に直接、区役所会議室91(9階)へ　＊公的年
金の源泉徴収票など、平成30年中の収入が分かるものを持参　
問住宅課居住支援担当(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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

第44回すみだまつり・第49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　＊作品の下部に縦４cm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

申作品の裏面に作品の題名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電
話番号・学校名(学年)を記入し、直接または郵送で7月26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・文化芸術振興課文化行事担当内)☎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、応募者全員に記念品を進呈

第20代すみだ親善大使の募集 対次の全ての要件を満たす方 ▼区内在住在勤在学で平成
31年4月1日現在18歳～34歳である(パート・アルバイ
トは不可)　 ▼１年を通じて区の公式行事や地域のイベン
ト(年20回程度・謝礼あり)に参加し、PR活動等に協力で
きる　 ▼現在、他の地域の親善大使等に就任していない　
＊性別、国籍、既婚・未婚の別は不問　【募集数】3人
選選考会を9月1日(日)に実施　＊応募人数が30人を超
えた場合は書類選考を行い、結果を通知

申応募用紙を直接または郵送で8月16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
芸術振興課文化行事担当内)☎5608－6181へ　＊応募用紙は、
申込先、各出張所・図書館などで配布しているほか、区ホームペー
ジからも出力可　＊認定式等を10月5日(土)・6日(日)の「すみ
だまつり・こどもまつり」で実施

＝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

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

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。ぜひ、ご応募ください。
［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28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

スケジュール
◆7月24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29日（月）～8月19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23日（金）予定
　レイアウト「紙面のレイアウトを作ろう」
◆9月25日（水）～10月2日（水）
　自宅での1・2回のレイアウト修正
◆10月11日(金)発行！

普段でき
ない体験

が

できてよ
かった！

他の中学校の友達ができた！

このチラシ(申込書)は
区内の中学生に配布し
たよ！チェックしてね！

1墨田区のお知らせ

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

2019年（令和元年）5月21日

↓2桁月の発行日はここから
　（X：143.35mm）

↓1桁月の発行日はここから
　（X：151.35mm）
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日本美術の宝庫として知られるフリーア美術館(アメリカ合衆国・ワ
シントンD.C.)は、所蔵品の門外不出を貫いており、そのコレクション
を現地以外で鑑賞することはできません。本展はキヤノン・京都文化協
会が推進する「綴プロジェクト」(文化財未来継承プロジェクト)の協力
を得て、フリーア美術館の作品群から北斎の肉筆画13点を選抜し、高精
細複製画を制作し、本館収蔵作品と併せて展示します。最新鋭のデジタ
ル技術と北斎オリジナル作品の競演により、北斎芸術の真髄に迫ります。
[ところ]すみだ北斎美術館(亀沢2－7－2)[とき]6月25日(火)～8
月25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 [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　＊同観覧券にて、観覧日当日に限り、
常設展も観覧可　＊詳細はすみだ北斎美術館の
ホームページを参照 [問合せ]すみだ北斎美術館
☎6658－8936

すみだ北斎美術館企画展
「綴
つづり
プロジェクト」 高精細複製画で綴

つづ
る スミソニアン協会

フリーア美術館の北斎展
北斎名品コレクション㉖

本展に関連する北斎の作品をご紹介します。

玉川六景図(六曲一双 紙本着色)　フリーア美術館所蔵
北斎が数え年で74歳の時に描いたこの作品は、和歌に詠まれた6つの

玉川(京都、大阪、和歌山、滋賀、東京、宮城)を指す六玉川を題材として
います。現在、所蔵されている屏

びょうぶ
風の仕立ては、写真のように右隻(右の

6扇)に人物、左隻(左の6扇)に風景となっていますが、もともとは人物
と風景を一対として構成されていたと考えられています。本展では、「綴
プロジェクト」の協力により制作した本作の高精細複製画を、様々な資
料や研究などにより発見された当時の構成順(人物と風景の一対)に改
めて展示します。この作品は本展の会期中通してご覧いただけますので、
ぜひ、会場へお越しください。




