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東京2020オリンピック
　      ボクシング開催決定！

6 月 26 日に開催された国際オリンピック委
員会 (IOC) の総会にて、東京 2020 オリンピッ
ク競技大会 ( 以下、東京 2020 オリンピック )
でのボクシング競技の開催が、正式に決定しま
した。競技会場は、墨田区にある国技館です。
今回、東京 2020 オリンピック・パラリンピ

ック競技大会組織委員会 ( 以下、組織委員会 )
で、ボクシングのスポーツマネージャーを務め
るブレノ・ポンテスさんと、同じく組織委員会
で広報を務める、競泳オリンピアンの伊藤華英
さんをお迎えし、区長との対談が実現しました。
ボクシングの魅力などが語られた対談の模様は、
4・5面でご紹介します。
[問合せ ]オリンピック・パラリンピック準備室
☎ 5608－ 1445

墨田区長
山本　亨

東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会
広報局広報部
伊藤華英さん

東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会
スポーツ局競技運営部
ボクシングスポーツマネージャー
ブレノ・ポンテスさん

スポーツマネージャ
ーって

どんなことをするの
？

　スポーツマネージャーは、組織委員会での各競技
の運営責任者です。競技ごとに一人が配置されて
います。最高水準の競技環境を整えられるように、
担当競技に関わる計画や準備全般を担っています。
例えば、国内や国際競技連盟との調整、競技用備

品の準備などを行います。
　「私は、リオ 2016 大会
でもボクシングのスポーツ
マネージャーを務めました
が、東京 2020 大会はさら
に良い大会になるよう、ス
タッフ一同頑張ります！」

伊藤華英さんってど
んな方？

どんなことをしてい
るの？

　日本代表競泳選手として世界選手権等で数々のメ
ダルを獲得し、北京 2008 大会、ロンドン 2012
大会に出場しました。
　引退後は、水泳をはじめスポーツの発展・価値向
上のために活躍中です。特に現在は、組織委員会で
広報を務め、東京 2020 大
会開催に向けて精力的に活
動しています。
　「競技開催地を回り、今回
のような対談では司会進行を
務めています。皆さん、よろ
しくお願いいたします！」
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◆2面以降の主な内容
2・3面 ･･････ 雨水利用促進助成制度
4・5面 ･･････ 東京2020オリンピッ
　　　　　     クスペシャル対談
3・6～8面 ･･･ 講座・教室・催し・
　　　　　　  募集
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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

合唱やビッグバンド、吹奏楽など、すみだで活動する様々な音楽団体が日頃の成果を披露します。
近所のお知り合いが演奏しているかもしれません。
[とき]8月18日(日)正午～、8月24日（土）・25日（日）午前11時～ [ところ]すみだトリフォニー
ホール（錦糸1－2－3）　＊大・小ホールとも開催 [入場料]無料 [申込み]当日直接会場へ
尾上 菊之助＆新日本フィルハーモニー交響楽団 二羽の白き鳥「鷺娘」と「白鳥の湖」

あなたの隣の音楽家「すみだ音楽祭2019」

希代の歌舞伎役者 尾上 菊之助が、国内外で広く知られる白い鳥（恋す
る娘）を磨き抜かれた芸で表現します。
[とき]8月27日（火）午後7時～ [ところ]すみだトリフォニーホール（錦
糸1－2－3）[曲目] ▼ 第一部＝舞踊「鷺娘」　 ▼第二部＝チャイコフス
キー／バレエ「白鳥の湖」より [出演]舞踊・語り／尾上 菊之助、指揮
／角田鋼亮、管弦楽／新日本フィルハーモニー交響楽団　＊語り、指揮、
管弦楽は第二部のみ [入場料] ▼ S 席＝9000円　 ▼ A席＝7000円　

▼ B席＝5000円　＊区内在住在勤の方はS席8100円　＊区内在住在
学の小学生～高校生は1000円 [申込み]事前に、トリフォニーホール
チケットセンターへ

水資源を守り、環境にやさしい生活を
雨水利用促進助成制度

雨は有効な水資源です。樹木への散水に、貯
た
め

ておいた雨水を活用すれば、節水対策になります。
また、災害時には生活用水としても利用できます。
区では、区内に雨水タンクを設置する方に、そ
の費用の一部を助成しています。ぜひ、ご活用く
ださい。申請方法等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。
[助成額]下表のとおり [問合せ]環境保全課指導
調査担当☎5608－6210

自転車駐車場をお探しの方へ
みんちゅうSHARE－LIN

放置自転車の解消と自転車の利便性向上を図
るため、アイキューソフィア株式会社と「駐輪場
シェアサービスによる自転車駐車場施設の設置
及び運営に関する協定」を締結しました。これに
より、同社が提供するスマートフォンアプリ「み
んちゅうSHARE－LIN」で自転車を駐輪できる
場所を検索し、利用
することができます。
なお、駅周辺で自転
車を駐輪できる場所
をご提供いただける
方は問合せ先までご
連絡ください。
[ 利用方法 ]AppStoreまたはGooglePlayか
ら「みんちゅうSHARE－LIN」をダウンロード
（右下のコードからも接続可）　＊ユーザー登
録が必要 [費用]利用する駐輪場と利用期間によ
り異なる（詳細はアプリ内で検索）[問
合せ] ▼アイキューソフィア株式会社
☎050－3539－5061　 ▼土木管理
課交通安全担当☎5608－6203

飲み残した薬はありませんか
節
せ つ や く

薬バッグの配布
区内の処方せん薬局で「節薬バッグ」を配布
しています。医療機関から処方された薬で、飲
み切れずに残った薬をこの「節薬バッグ」に入
れて、「お薬手帳」や薬剤情報とともにお近くの
薬局に持参すると、薬剤師がいつまで服用でき
るか確認するほか、薬についての心配や困りご
と等の相談に応じます。ぜひ、ご利用ください。
[費用]無料 [節薬バッ
グを配布している薬局]
問い合わせるか区ホー
ムページを参照 [問合
せ]保健計画課保健計
画 担 当 ☎ 5608 －
1305

誰でも楽しめる！夏のコンサート！

無料で配布しています
墨田区私立幼稚園案内

区内の各私立幼稚園の特色等を紹介する「墨
田区私立幼稚園案内」を無料で配布しています。
[配布場所]子ども施設課（区役所4階）、区民情
報コーナー（区役所1階）、各出張所・図書館・児
童館・保健センター・子育てひろば、社会福祉会
館（東墨田2－7－1）、すみだ女性センター（押上
2－12－7－111）、子育て支援総合センター（京
島1－35－9－103）[問合せ]子ども施設課保育
係☎5608－1253

義務教育を修了していない方へ
中学校卒業程度認定試験

文部科学省では、中学校卒業程度の学力認定試
験を実施しています。合格者には高等学校の入学
資格が与えられます。
[試験日]10月24日（木）[試験会場]東京都教職
員研修センター（文京区本郷1－3－3）[対象]や
むを得ない理由で義務教育を修了していない方
[試験科目]国語、社会、数学、理科、英語 [申込
み]願書等を書留で8月19日～9月6日（消印有
効）に文部科学省生涯学習推進課認定試験第二
係（〒100－8959千代田区霞が関3－2－2）へ　
＊願書は都教育庁地域教育支援部義務教育課小
中学校担当（新宿区西新宿2－8－1都庁第一本
庁舎北塔40階）で配布 [問合せ] ▼ 学務課事務担
当☎5608－6303　 ▼ 文部科学省生涯学習推
進課認定試験第二係☎5253－4111（ 内線
2024・2643）　 ▼都教育庁地域教育支援部義
務教育課小中学校担当☎5320－6752

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、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

緊急医療救護所を開設します
災害時の医療救護活動

区では、大地震等の災害が発生した場合、墨田
区医師会等の協力を得て、傷病者の医療救護活動
を行います。
発災直後から72時間までの「超急性期」には多

数の傷病者が病院に殺到し、病院が機能しなくな
ることが予想されます。そこで、以下の区内7か
所の病院に「緊急医療救護所」を開設し、負傷の
程度で傷病者を振り分け(トリアージ)、重症者
や中等症患者は病院の中で、軽症者は病院敷地内
または近隣の公共施設等で手当てを行います。大
規模災害の発生時に治療や処方が必要な方は、「緊
急医療救護所」が設置される7か所の救急病院に
向かってください。
なお、「超急性期」には、地域の医師等が緊急医

療救護所等での救護活動に当たるため、診療所・
クリニックでの診療は行いません。
[緊急医療救護所設置病院] ▼ 東京曳舟病院(東
向島2－27－1)　 ▼同愛記念病院(横網2－1－
11)　 ▼墨田中央病院(京島3－67－1)　 ▼東京
都済生会向島病院(八広1－5－10)　 ▼中村病院
(八広2－1－1)　 ▼賛育会病院(太平3－20－2)　

▼山田記念病院(石原2－20－1)[問合せ]保健
計画課保健計画担当☎5608－6189

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

種類 対象 助成金額
地中梁

はり
方

式タンク
地下ピットを利
用したタンク

有効貯水量1m3あたり4万
円　＊限度額は100万円

中規模タ
ンク

容量1m3以上 ▼繊維強化プラスチック
製、ステンレス製、コンク
リート製のもの＝容量
1m3あたり12万円　 ▼高
密度ポリエチレン製のも
の＝容量1m3あたり4万
5000円　＊限度額はい
ずれも30万円

小規模タ
ンク

容量1m3未満 購入価格の1/2　＊限度
額は4万円

 小規模タンクの購入価格には、タンク設置にかかる工事
費を含み、消費税は含みません。

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

[ 問合せ ] 障害者福祉課庶務係
☎5608－6217・℻  5608－6423

詳細は、公益社団法人 日本財団の
ホームページをご覧ください。

聴覚障害のある方は、ぜひご利用ください

電話リレーサービス

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

尾上 菊之助

利用できる駐輪場の一例

コード

コード

広告 4Ｋ放送はじめる？それなら、Ｊ：ＣＯＭ！大迫力の4Ｋ画質をアンテナ不要で楽しめます。 詳しくは☎0120－989－989（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
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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

暮
ら
し

わかりやすいはじめての茶道教
室〝表

おもてせんけ
千家〞（全4回）

9月3日～24日の毎週火曜
日午後2時～4時

社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

対区内在住在勤の方　定先着13人　費 1000円　申 8月13日から電
話で社会福祉会館☎3619－1051へ　＊受け付けは8月26日までの午
前9時～午後5時（土・日曜日、振替休日、8月19日を除く）

美顔塾(基本編) 9月5日(木)午前10時半～
午後0時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4）

内季節に合わせたスキンケアとメイクのレッスン　対女性　定先着
10人　費 500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

第3回大人のためのすみだ自然
観察会「土の中の生きものを探
してみよう！」

9月7日（土）午後1時～3時 【集合場所】八広地域プ
ラ ザ ( 八広4－35－
17)

内荒川河川敷で土の中の生きものを調べる　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 8月13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

吾嬬の里で陶芸を楽しもう！（全
6回）

9月8日・22日、10月13日、
11月3日・10日・24日い
ずれも日曜日午前9時半～
午後0時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対 16歳以上　定先着12人　費 1万円（材料費込み）　持作業用エプロ
ン、タオル、雑巾、筆記用具　申事前に八広地域プラザ☎6657－
0471へ　＊受け付けは9月2日までの午前9時～午後8時（8月19日を
除く）

健
康
・
福
祉

食中毒予防パネル展 8月13日（火）～16日（金）の
午前8時半～午後5時　＊初
日は正午～、最終日は午後
3時まで

区役所1階アトリウム 内食中毒予防等に関するパネル展示、パンフレットの配布　費無料　
申期間中、直接会場へ　問生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

第3回さくらんぼの会（認知症家
族介護者教室）「弁護士さんに聞
いてみたい認知症に関するアレ
コレ」

8月23日（金）午後1時～2時半 シルバープラザ梅若（墨
田1－4－4）

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）

8月23日（金）午後1時～3時 同愛記念ホーム（横網2－
1－11）

内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

こうめ会（認知症家族介護者教室）8月27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）

内レビー小体型認知症の方を介護している家族から話を聞く　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

8月28日（水）、9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－
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　定各先着3人　費無料　申 8月13日午前10時からNTTドコモ
歴史展示スクエア☎6658－3535へ

高齢者輪投げ大会 8月30日（金)午後１時半～
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)

対区内在住の60歳以上で老人クラブに未加入の方　＊老人クラブ加入
者の大会への参加は別途募集　定先着10人　費無料　申 8月13日か
ら電話で墨田区老人クラブ連合会事務局☎5608－6167へ　＊受け付
けは月曜日～金曜日の午前10時～午後4時　＊動きやすい服装で参加

高齢者・みん
なで楽しむ料
理の会「豆腐尽
くし」

9月2日 (月 )午前10時～
正午

立花ゆうゆう館(立花
6－8－1－102)

内がんもどき等を作る　対区内在住で60歳以上の方　定15人(抽選)　
費500円(食材費)　申8月16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

第２回セカンドステージセミナー
〝立川志らら氏の落語で楽しみま
しょう〞

9月4日(水)午後2時～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）

【出演】立川 志らら氏（落語家）、加藤弘子氏（理学療法士）、吉岡リサ氏（歌
手）　対おおむね55歳以上の方　定先着200人　費無料　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

庁舎こころの相談窓口（臨時）
「こころの悩みをひとりで抱え
ていませんか」

9月10日 (火 )・11日（水）
午前9時～午後4時　＊正
午～午後1時を除く

すみだ区民相談室（区
役所１階）

内こころの悩みを相談し、保健師と一緒に問題を整理して解決策を考
える　対区内在住の方　費無料　申当日直接会場へ　問保健予防課
精神保健係☎5608－6506

〝友愛〞チャリティ映画会「オケ老
人！」痛快クラシック音楽エンタ
テインメント！ ＊主演：杏

9月11日(水) ▼午前の回＝
午前10時～正午　 ▼午後の
回＝午後１時半～3時半

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

定各回先着50人　費各回900円　＊一部を福祉団体に寄付　申 8月
13日から電話で墨田区老人クラブ連合会事務局☎5608－6167へ　
＊受け付けは月曜日～金曜日の午前10時～午後4時

第3回さくらんぼの会（認知症家

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

広告 毎月お昼の落語会 8/27(火)14時～江戸東京博物館小ホール 木戸銭2000円 三遊亭遊馬☎090－6542－1647
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最新号を発行します
墨田区男女共同参画情報誌
「すずかけ」

　今号の特集は「ゲートキーパー」についてです。
8月中旬から無料で配布しますので、ぜひ、ご覧
ください。
[配布場所]すみだ女性セ
ンター（押上2－12－7－
111）、区民情報コーナー
（区役所1階）、各出張所・
図書館ほか [問合せ]すみ
だ女性センター☎5608ー
1771

届出等が必要です
飲料用自動販売機の設置の
届出と回収容器の設置

空き缶等の再利用を促進し、地域を清潔に保つ
ため、飲料用自動販売機の管理者等には、飲料用
自動販売機の設置の届出と回収容器の設置が義
務付けられています。区へ飲料用自動販売機の設
置を届け出ていない場合や、届出内容に変更が
あった場合は、必ず届け出てください。
届出後は、交付する「届出済証」を自動販売機
の見やすい位置に貼付してください。また、回収
容器を必ず設置してください。
[問合せ]すみだ清掃事務所分室☎3613ー2229

今号の巻頭インタビュー
は、浜口京子氏

毎月1日号に掲載しています
「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　＊応募に関する詳細や注意事項等は、
問い合わせるか、区ホームページ
を参照（右のコードを読み取ること
でも接続可） コード

お知らせ 食中毒予防　表示から 色々わかる よく見よう！　　［問合せ］生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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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

主にこんな違いがあります！
項目 プロボクシング オリンピックのボクシング

競技時間 1R(ラウンド)＝3
分　＊大会によ
り、4R、6R、8R、
10R、12R

3分×3R

ヘッドガード なし ▼女子＝あり　 ▼男子＝なし
計量 競技前日 に 計

量。超過した場
合は数時間後に
再計量の猶予が
ある。

競技初日の総合検診時に出場選手全員
が計量。上限・下限体重共に満たす必要
あり。その後は競技当日の朝に計量(上
限のみ)。いずれの計量も、再計量はなく、
超過・不足した場合は即失格となる。

東京2020オリンピックでボクシング競
技の実施が決定！
地域の方々の応援も大きな力に

伊藤　　　6月26日に行われたIOC総会にて、東京
2020オリンピック
でのボクシング競
技の開催が正式に
決定しました。競
技会場は墨田区に
ある国技館ですが、
今のお気持ちをお
聞かせください。
山本　　　日本ボ
クシング連盟の皆

さんをはじめ、商工会議所や区議会、町会・自治会、
墨田区オリンピック・パラリンピック地域協議会
などの多くの方々にご協力をいただき、署名活動
を行いました。およそ２万3000人の署名が集まり、
ボクシングの墨田区開催を望む想

おも
いを、IOCへ伝

えることができました。それだけに、今回の決定
には非常に大きな喜びがありました。また、こういっ
た取組の中で、地域や関係団体との絆

きずな
が深まった

と思います。開催決定の翌27日には、「オールすみ
だで盛り上げて行こう！」と決起大会を行いました。
ブレノ　　　競技の開催に向けて、地域の皆さん
の応援が追い風になったことは墨田区にとって
も大きな財産ですね。

3分×3ラウンドの戦い
100年以上の歴史、進化し続けるオリンピッ
クスポーツ、ボクシング

伊藤　　　近代オリンピックだけで考えても、
100年以上の歴史があるボクシングですが、ルー
ルはオリンピックが開催される4年サイクルで
少しずつ変更されていますね。東京2020オリン
ピックでのルールを教えてください。
ブレノ ルールの変更はまさに〝Evolution
（進化）〞。スポーツをよりよくしていくために変
更をしていきます。ただ、1対1の同じウェイトク
ラスでの対戦、トーナメント方式での対戦などの
原則はこれまでずっと変わっていません。1ラウ
ンドは3分。1試合あたり3ラウンドで勝敗が決ま
ります。また、ボクシングの日程は、15日間あり
ますが、全ての選手は1日1試合で、勝ち上がっ
ても、同じ日に再度試合をすることはありません。
伊藤　　　〝Evolution〞、これがポイントですね。
勝敗はどのように決まりますか？
ブレノ　　　5人のジャッジによって、ラウンド
ごとに採点されます。3ラウンドが終わった時点で、
その5人の採点による判定で勝敗が決まります。
また、10ポイント・マスト・システムと言って、
各ラウンドで優勢な選手には必ず10点がつけら
れます。
山本　　　男子と女子でルールに違いはあり
ますか？

ブレノ　　　大きな違いはありませんが、女子の
みヘッドガードを使用しますね。
山本　　　それはリオ2016大会からの変更点で
すね。村田諒太選手が優勝したロンドン2012大会
では、男子もヘッドガードを使用していましたよね。
伊藤　　　そうでしたね。日本人として嬉

うれ
しい

瞬間でしたから、記憶に残っている方も多いの
ではないでしょうか。

今度の相手は右利き？左利き？
戦うスタイルや階級も様々

ブレノ　　　右利きの選手や左利きの選手、背が
高い選手や低い選手など、勝ち上がるたびに様々
な相手と対戦していきます。そのため、1人の選
手が決勝まで進む間に、異なる状況や課題を乗
り越えていく過程を見ることができるのは、魅
力の一つですね。
山本　　　様々な階級がある点も面白そうですね。
ブレノ　　　そうなんです。男子の部、女子の部
で、それぞれ異なる階級を見ることができます。
観戦する方々は、きっとそれぞれ、お気に入りの
戦い方やスタイルの選手・階級を見つけること
ができるのではないでしょうか。
山本　　　非常に楽しみですね。

プロは長距離走、オリンピックは短
距離走
スピード感ある戦いが見どころ

山本　　　ボクシングと一括
くく
りに言っても、プ

ロとオリンピックでは異なる点もあるんですよね。
ブレノ　　　そのとおりです。一番大きな違いは
ラウンド数ですね。プロボクシングは、大会によ
り異なりますが最大で1試合12ラウンドまであ
ります。
伊藤　　　オリンピックの方が1試合あたりの
時間が短いのですね。
ブレノ　　　そうです。オリンピックのボクシン
グは動きが早くて激しい一方で、プロボクシン
グは各ラウンドのエネルギー配分が必要なため、
短距離走と長距離走のような違いがあると言え
ますね。
山本　　　オリンピックでは、その早い動きを
判定するために、ジャッジが5人なんでしょうか。
プロは3人ですよね。
ブレノ　　　そうですね。5人いるということは、

ブレノ・ポンテスさん
東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会スポーツ局競技運営部
ボクシングスポーツマネージャー

山本　亨
墨田区長

伊藤華英さん
東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会広報局広報部

スペシャル対談

オリンピックのボクシング ルールと階級　＊令和元年7月時点
◎ 左右のパンチだけで打ち合い、有効ポイントで勝敗が決まる。
　(攻撃可能範囲は上半身のみ)
◎男子・女子ともに3分×3ラウンド　◎勝ち抜きトーナメント方式

ヘッドガード
(女子のみ)

グローブ

マウス
ピース

カッププロ
テクター

6.1ｍ×6.1ｍのリング
女子

男子

山本　　　

　　　

　　　

　　　

使用する用具

ブレノ　　　

伊藤　　　

ブレノ　　　

　　　

山本　　　

　　　

　　　

ブレノ　　　

　　　

　　　

山本　　　

山本　　　

山本　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

▼男子（8階級）
フライ級 (48～52㎏)

　フェザー級 (52～57㎏)
　ライト級 (57～63㎏)
　ウェルター級 (63～69㎏)
　ミドル級 (69～75㎏)
　ライトヘビー級 (75～81㎏)
　ヘビー級 (81～91㎏)
スーパーヘビー級 (91㎏超)

▼女子（5階級）
フライ級 (48～51㎏)

　フェザー級 (54～57㎏)
　ライト級 (57～60㎏)
　ウェルタ－級 (64～69㎏)
　ミドル級 (69～75㎏)

階級

東京2020オリンピック

グローブグローブ

スペシャル対談
東京2020オリンピック
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東京2020 Let's 55 with すみだ パラリンピック１年前スペシャル
東京2020大会までにオリンピック33競技とパラリンピッ

ク22競技の全55競技を体験する組織委員会の
プロジェクトの一環で、今回はパラリンピック
競技を体験できます！（詳細は、区ホームページ
を参照、右のコードを読み取ることでも接続可)

▼パラリンピック12競技以上の競技体験ブースが出現！
＊   墨田区ブースでは、ボクシング(オリンピック競技)もVR技術で疑似体

　　
験できます。

▼パラリンピアンや東京2020パラリンピックマスコット「ソメイティ」も参加予定！

【とき】8月24日（土）午前10時～午後5時　【ところ】区総合体育館(錦糸4－
15－1　3階メインアリーナ他)　【入場料】無料

みんなで参加しよう！東京2020パラリンピック1年前イベント

組織委員会の皆さんと連携して、「東京2020 
Let's 55 with すみだ パラリンピック1年前ス
ペシャル」と銘打ち、主にパラリンピック競技を
体験できるイベントを墨田区総合体育館で開催
します。そこでは、初めて目にする競技もあると
思います。多くの皆さんに体験してもらい、スポー
ツをもっと身近に感じてもらいたいと思ってい
ます。また、アスリートにも会えますので、その
躍動も感じられると思います。
伊藤　　　そうですよね。パラリンピックの競
技も色々とありますが、同じ競技でも障害によっ
て使う用具やルールが工夫されていて、とても
見ごたえがあると思います。
山本　　　また、これまでにもボクシング自体
をさらにPRするために、実際にボクシングを体
験できる催しを開催したり、区内外から多くの
方が集まるイベントでは、VR(バーチャル・リ
アリティ)技術によるボクシングの疑似体験コー
ナーを設置したりしています。疑似体験コーナー
は大変好評で、今後も開催していく予定です。
ブレノ　　　それはすばらしいですね。オリンピッ
クを契機に、ボクシングというスポーツが墨田
区から世界中に広がっていくと嬉しいです。

日本文化×質の高い選手×熱狂的ファン
国技館をオリンピックの熱気で埋め尽くす

伊藤　　　それでは最後に、東京2020オリンピッ
クに向けての意気込みを聞かせてください。
ブレノ　　　オリンピックのボクシングのクオリ
ティーは過去大会
から高く、東京
2020オリンピッ
クではさらにハイ
クオリティーなも
のを皆さんにお届
けできると思って
います。日本の文
化、質の高い選手、
熱狂的なファン、
この3つが融合することで、国技館がエネルギー
あふれる会場となるのは間違いないでしょう。
山本　　　墨田区も、地域の方々と協力して、世
界中の方々をお迎えしたいと思います。
伊藤　　　東京2020オリンピックが本当に待
ち遠しいですね。本日はどうもありがとうござ
いました。

主にこんな違いがあります！
項目 プロボクシング オリンピックのボクシング

競技時間 1R(ラウンド)＝3
分　＊大会によ
り、4R、6R、8R、
10R、12R

3分×3R

ヘッドガード なし ▼女子＝あり　 ▼男子＝なし
計量 競技前日 に 計

量。超過した場
合は数時間後に
再計量の猶予が
ある。

競技初日の総合検診時に出場選手全員
が計量。上限・下限体重共に満たす必要
あり。その後は競技当日の朝に計量(上
限のみ)。いずれの計量も、再計量はなく、
超過・不足した場合は即失格となる。

四角いリングの4つの辺全てにジャッジがいて、
しかもその内の1つには2人配置されていること
になります。それだけ多くの目で早い動きを判
断しているんです。
山本　　　プロとオリンピックで違いはありま
すが、こういった厳しいルールの中で戦う、「ス
ポーツ」ですね。

ボクシング観戦で相撲文化も体感
異なるスポーツ文化の融合も大会の魅力

山本　　　そんなボクシングが国技館で開催され
て、様々な国や地
域から、人々が1
つの場所に集まる
なんて、とてもす
ごいことです。こ
の機会に墨田区の
魅力も知ってもら
えると嬉しいです。
ブレノ　　　そう
ですね。東京2020
オリンピックは、世界中の人に、開催都市の魅力
を伝える機会でもありますね。ボクシングは少
なくとも80の異なる国や地域から選手が集まり
ます。国技館は本来、大相撲の興行のための施設
ですが、ボクシング会場として扉を開けてくださっ
たことで、世界中のボクシングファンの皆さんに、
ます席や櫓

やぐら
など、相撲文化を体感していただく

こともできるのではないでしょうか。
山本　　　ボクシングを観戦しながら、ボクシン
グとは異なる文化も体感できますね。
ブレノ　　　そうです。他のスポーツ文化と融合
し一つのものをつくりあげる点も大会の魅力だ
と思います。

東京2020オリンピックまであと348日
　　　　　　　　　　　　　　　(8月11日現在)
大会ムードを高める様々な催し

伊藤　　　墨田区では、今後、東京2020オリン
ピック開催までに様々なイベントを予定してい
ますね。
山本　　　はい。ボクシングだけでなく、東京
2020大会の成功のために、様々な機関・団体と
連携して、取組を強化していき、ムードを盛り上
げていきたいです。特に、直近では今月24日に、

ついにボクシングの実施が正式決定されました。これは、「オールすみだ」
で、ボクシングの実施のためにいろいろと取り組んだ、私たちの想

おも
いが伝わっ

たのではないかと思います。
　地元である両国の国技館でオリンピック競技が実施されます。身近な場
所で開催される貴重な機会ですし、聖火リレーも区内を走りますので、今

からとても楽しみにし
ています。
　すみだを訪れていた
だく皆さんに、すみだの
魅力や、おもてなしの心
が伝えられるように、み
んなでより一層盛り上
げていきたいと思って
います。

墨田区オリンピック・
パラリンピック地域
協議会
会長　石倉一郎さん

オールすみだで盛り上げましょう！

  　　　      第6回全日本アンダージュニアボクシング王座決定戦・
　  　 　          　第1回全日本ゴールデンキッズ マスボクシング大会
【とき】8月24日（土）午前9時～午後4時　【ところ】区総合体育館(錦糸4－15－1
3階サブアリーナ)　【入場料】無料
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　　　　　　みんなで観戦しよう！日本ボクシング連盟主催の大会
   

6月27日に開催した決起大会の様子
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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）

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

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

うつ予防講演会「気持ちをラク
にするメンタルヘルス講座」

9月12日（木）午後2時～4時 すみだリバーサイド
ホール1階ミニシアター
（区役所に併設）

内ストレスの対処方法を学ぶ 対区内在住在勤の方　定先着30人　
費無料　申8月13日午前8時半から電話で向島保健センター☎3611－
6193へ

ゲートキーパー養成講座「聞く
力を育てる〝大切な人の悩みに気
づいて、受け止める（初級編）〞」

9月12日（木）午後6時半～8
時半

区役所会議室131（13
階）

【講師】西村由紀氏（NPO法人メンタルケア協議会理事・精神保健福
祉士）　対区内在住在勤の方　定先着50人　費無料　申 8月13日
午前8時半から、講座名・氏名・電話番号を、電話またはファクス、
Ｅメールで保健予防課精神保健係☎5608－6506 ・℻  5608－
6507 ・ HOKENYOBOU@city.sumida.lg.jp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〞

9月18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

子
育
て
・
教
育

地域福祉プラットフォーム夏休
みイベント「マルチラックを作っ
てみよう！」

8月20日（火）午後1時半～3
時半

地域福祉 プ ラ ッ ト
フォーム キラキラ茶
家（京島3－49－18）

内本や小物などを収納するマルチラックを作る　対 4歳～中学生　
＊小学校3年生以下は保護者の同伴が必要　定先着20人　費無料　
申事前に電話で墨田区社会福祉協議会☎3614－3900へ

横川コミュニティ会館　おばけ
屋敷

8月24日（土）午後1時半～4
時半　＊受け付けは午後4
時まで

横川コミュニティ会館
（横川5－9－1）

対 18歳以下の方とその保護者　費無料　申当日直接会場へ　問横川
コミュニティ会館☎5608－4500

すみだキラキラママのつどい 8月28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6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7人　 ▼足型アー
ト／先着8人　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)　＊当日会場で支払　申事前に希望
プログラム名・参加者の氏名・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

すみだファミリー・サポート・
センター「サポート会員養成集
中講座」

9月7日（土）午前9時～午後
4時

文花子育てひろば（文
花1－20－3）

内地域の子どもの送迎や預かりをするサポート会員（有償ボランティア）
として必要な知識を学ぶ　対区内在住の20歳以上で子育て支援に理
解と熱意があり、心身ともに健康な方　定先着10人　費無料　＊会
員登録には、各自で普通救命講習（資料代1400円）を受講することが必
要　持筆記用具、エプロン　申事前に電話で、すみだファミリー・サポー
ト・センター☎5608－2020へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前
9時～午後5時

マチナカデミアすみだ連携教室
「ジュニアプログラミング講座
2019〝基礎〞から〝ロボットを動
かす〞まで」（全3回）

9月7日、10月19日、11月
16日いずれも土曜日午後1
時半～3時半

東駒形コミュニティ会
館（東駒形4－14－1）

内スクラッチの基本を学び、ロボットプログラミングを体験する　対全
日程参加できる、本教室未受講の小・中学生　＊小学校1・2年生は保護
者の同伴が必要　定先着12人　費無料　＊パソコンを持参できない方
はレンタル料1回500円が必要　持パソコン、マウス　＊事前に「スク
ラッチ1.4」のインストールが必要　申事前に東駒形コミュニティ会
館☎3623－1141へ

心とからだを整える産後のセル
フケア（全2回）

9月10日（火）・24日（火）午
前10時～11時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内エクササイズ、グループワーク　対 0歳児(9月24日時点)の母親　
＊生後210日までの乳児の同伴可（事前申込みによる対象年齢以外の
子どもの一時保育あり）　定先着12人　費 4000円　＊一時保育は別
途1人1000円　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け
付けは8月31日までの午前9時～午後8時（8月19日を除く）

育児講演会「現役保育士さんに
聞く！イライラ育児脱出のヒ
ント」

9月12日（木）午前10時～
11時半　＊一時保育の受け
付けは午前9時半～10時

すみだ生涯学習セン
ター（東向島2－38－7）

対区内在住で就学前の子どもの保護者　定先着30人　費無料　申8月
13日午前8時半から向島保健センター（東向島5－16－2）☎3611－6193
へ　＊事前申込みによる４歳未満の子どもの一時保育あり（先着15人）

仕
事
・
産
業

「いま、墨田の創業支援が熱い！」
創業支援に関するパネル展示・
体験型イベント

▼ パネル展示＝8月20日
(火)～30日（金）　＊最終日
は正午まで　 ▼イベント＝
8月24日（土）・25日（日）午
前10時～午後3時　＊受け
付けは午前9時半～午後2時

区役所1階アトリウム 内内 ▼パネル展示＝創業に役立つ情報や創業支援機関の取組等の展示　

▼創業者によるイベント＝「段ブロックで遊ぼう！」　＊詳細は区ホー
ムページを参照　対創業に興味がある方　定 ▼イベント＝先着10人（1
時間あたり）　費無料　申当日直接会場へ　問 ▼日本政策金融公庫江
東支店☎3631－8171　 ▼経営支援課経営支援担当☎5608－6185

雇用力アップセミナー「会社の
〝雇用力〞を上げて、安定した雇
用につなげよう」

▼ 第1回＝9月10日 (火 )　

▼第2回＝11月18日 (月 )　
＊いずれも午後3時～5時

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)　＊第2回
は未定（詳細は区ホー
ムページを参照）

内 ▼第1回＝有給休暇・残業管理と就業規則の確認ポイントについ
て学ぶ　 ▼第2回＝採用時のマニュアル作成、引き継ぎのポイント、
助成金の情報収集のポイントについて学ぶ　【講師】村田 淳氏(社会
保険労務士・産業カウンセラー)　対区内に事業所がある会社の経
営者・採用担当者等　定各回先着20人　費無料　申事前に会社名・
氏名・年齢・性別・メールアドレス・参加希望回を、Eメールで、ス
ミダデヒトデ増殖プロジェクト事務局 sumida_hitode@haizai.jp
へ　＊Eメールの件名は「雇用力アップセミナー申込み」　問経営支
援課経営支援担当☎5608－6185

シニア生涯ワーキングセミナー 9月18日(水)午後1時半～
4時15分　＊受け付けは午
後1時～

ハローワーク墨田(江
東橋2－19－12)

内今後のライフプランニングや、シニア世代の再就職の現状と考え
方等を学ぶ　対 55歳以上で ▼求職中の方　 ▼これから就職活動を始
めたいと考えている方　定先着30人　費無料　持電卓、筆記用具　
申8月13日から電話で長寿社会文化協会☎5843－7665へ　問 ▼東
京しごとセンターシニアコーナー☎5211－2335　 ▼経営支援課経
営支援担当☎5608－6185

段ブロック作品(船)

広告 介護の世界をのぞいてみよう！江東区主催研修　参加無料　詳細は共創未来メディカルケア(株)☎03－6279－2301
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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

夏が終わる前に苦手克服！「プー
ルプライベートレッスン」

8月31日(土)まで　＊1回
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　費 ▼ 1人＝2500円　 ▼2人1組＝3000円　申事前に
電話で両国屋内プール☎5610－0050へ

お盆特別プログラム（ヨガ・ボク
ササイズ・ダンス系エクササイ
ズなど）

8月12日（振休）～16日（金）　
＊各教室の日程の詳細は問
合せ先へ

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対高校生以上　費各教室1回500円　申当日直接会場へ　＊各教室の
開始30分前から整理券を配布　＊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　問スポーツプラザ梅若☎5630－
8880

区民体育祭「ライフル射撃大会」 ▼ エアーライフルの部＝9
月8日（日）午前9時半～午後
4時　 ▼小口径の部＝9月
30日（月）午前9時半～午後
5時半　＊いずれも受け付
けは午前9時～

▼エアーライフルの部
＝台東リバーサイドス
ポーツセンター（台東
区今戸 1 － 1 － 10）　

▼小口径の部＝千葉県
総合スポーツセンター
（千葉県千葉市若葉区
小間子町４－３）

費各部2000円　申希望の部・住所・氏名・電話番号を、直接または
電話、ファクス、郵便振替で墨田区ライフル射撃連盟事務局　梁瀬敏昭
（向島5－24－11）☎3622－0357・℻  3623－6991へ　＊郵便振替
の口座番号は00170－0－718428、口座名は墨田区ライフル射撃連
盟　【申込期間】 ▼エアーライフルの部＝8月18日～9月1日　 ▼小口径
の部＝9月9日～23日

区民体育祭「ゲートボール大会」 9月18日（水）午前9時～午
後4時　＊受け付けは午前8
時半～　＊雨天の場合は9
月24日（火）に延期

錦糸公園野球場（錦糸
4－15－1）

費 1人500円　＊9月4日（水）午後1時から曳舟文化センター（京島1－
38－11）で実施する代表者会議において、チーム単位で支払　申代表
者の住所・氏名・年齢・電話番号を、電話または郵送で8月20日～9月
3日午後5時（必着）に墨田区ゲートボール連合会　二階堂 次郎（〒131
－0032東向島4－35－10）☎090－7727－6133へ

すみだ地域学セミナー2019年
度後期「隅田川アートライフ」（全
4回）

9月21日・28日、10月12
日・26日いずれも土曜日午
後2時～3時半

すみだ生涯学習セン
ター（東向島2－38－
7）

内「隅田川×アート×文化」をテーマに、これまでを振り返り、未来の
隅田川流域を考える　＊手話通訳あり　定 200人（抽選）　費 400円　
＊区内在住在勤在学の方は300円　申講座名・住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号を、往復はがきで9月6日（必着）までに、すみだ生涯学
習センター事業課（〒131－0032東向島2－38－7）☎5247－2010へ　
＊1通につき2人まで申込可　＊すみだ生涯学習センターのホームペー
ジからも申込可　

区民体育祭「ハンドボール大会」 9月22日（日）午前9時～午
後5時15分　＊受け付けは
午前8時～　＊雨天の場合
は9月23日（祝）に延期

都立両国高校（江東橋
1－7－14）

種一般男子、高校生男子、中学生男子、女子（一般・高校生・中学生共通）　
費無料　申種別・住所・氏名・年齢（学年）・電話番号・ファクス番号・
メールアドレス・チーム名を、郵送またはファクス、Ｅメールで8月31
日～9月13日午後８時（必着）に墨田区ハンドボール協会事務局　鈴木
愼二（〒133－0056江戸川区南小岩7－22－1－2805）☎090－9306
－1857・℻  3650－4466・ sumida.handball@gmail.comへ

区民体育祭「卓球大会」 9月22日（日）午前9時～午
後6時

区総合体育館(錦糸４－
１５－１)

種男女別・男女混合ダブルス ▼一般　 ▼シニア　 ▼ベテラン　＊両方へ
の申込可　費1種目1チーム2000円　＊高校生以下は1400円　申種別・
ペアの住所・氏名・年齢・電話番号・勤務先の名称および住所（在勤者の
み）を、はがきまたはファクスで8月30日（必着）までに墨田区卓球連盟事
務局　庄司道子（〒130－0014亀沢１－19－7）☎・℻  3626－5070へ

東京2020公認プログラム〝聴く
＆体感！ボクシングの魅力〞

10月20日（日）午後2時～3
時半

すみだ生涯学習セン
ター（東向島2－38－
7）

内駒澤大学ボクシング部コーチによる講演、現役選手によるデモンス
トレーション等　定150人（抽選）　費 400円　＊区内在住在勤在学の
方は300円　申講座名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を、
往復はがきで9月30日（必着）までに、すみだ生涯学習センター事業課
（〒131－0032東向島2－38－7）☎5247－2010へ　＊1通につき2人
まで申込可　＊すみだ生涯学習センターのホームページからも申込可　

イ
ベ
ン
ト

第10回すみだストリートジャズ
フェスティバル＆第2回すみだ
ストリートジャズフェスティバ
ルin曳舟

8月16日（金）～18日（日）　
＊曳舟会場 は8月17日
（土）・18日（日）のみ

錦糸公園（錦糸4－15－
1）、原公園（京島3－44－
14）、キラキラ会館（京島
３－52－８）ほか

費無料　申期間中、直接会場へ　問 ▼ すみだストリートジャズフェ
スティバル実行委員会☎5608－2581　 ▼ SSJF曳舟まちかど実行委
員会 info@hikifunejazz.com　 ▼観光課観光担当☎5608－6500　
＊詳細は、第10回すみだストリートジャズフェスティバル・第2回す
みだストリートジャズフェスティバルin曳舟のホームページを参照

区立中学校全10校の吹奏楽部に
よる演奏会「墨田区中学生の吹
奏楽2019」

8月24日（土）午前11時～午
後2時半　＊開場は午前10
時半

曳舟文化センター（京
島1－38－11）

【曲目】Awayday、A Whole New Worldなど　費無料　申当日直接
会場へ　問曳舟文化センター☎3616－3951

第41回隅田川おどり納涼大会 8月24日（土）・25日（日）午
後5時～9時

区役所前うるおい広場 内すみだ音頭、よさこい踊り、夜店広場（金魚すくい、輪投げ等）　
費無料　申当日直接会場へ　問観光課観光担当☎5608－6500

第38回すみだ錦糸町河内音頭大
盆踊り

8月28日（水）・29日（木）午
後5時半～9時半　＊開場は
午後5時　＊雨天決行

竪川親水公園牡丹橋跡
（江東橋3－1）付近

内大阪の音頭取りの全編生歌・生演奏による大盆踊り　費無料　申当
日直接会場へ　問産業振興課産業振興担当☎5608－6187　＊詳細は、
錦糸町河内音頭実行委員会のホームページを参照

第27回相撲甚句全国大会 8月31日（土）午前10時～午
後5時

江戸東京博物館（横網
1－4－1）

内伝統芸能である相撲甚句の披露　費無料　申当日直接会場へ　
問 ▼一般社団法人日本相撲甚句会☎3635－8834　 ▼観光課観光担当
☎5608－6500

川風で涼みながらオトナの音楽
と冷えたビールを！「吾妻橋フェ
スト2019」

8月31日(土)、9月1日（日）午
前11時～午後8時　＊キッ
ズイベントコーナーは午後5
時半まで

区役所前うるおい広場、
隅田川親水テラス

内音楽の生演奏、飲食ブースの出店、キッズイベントコーナー、プチ
クルーズなど　費無料　＊一部自己負担あり　＊詳細は問い合わせ
るか、区ホームページを参照　申当日直接会場へ　問 ▼ 観光課観光
担当☎5608－6500　 ▼墨田区観光協会☎5608－6951

区
政

そ
の
他

新保健施設等複合施設整備プロ
ポーザルの公開プレゼンテー
ション

8月31日（土）午前10時～
11時

区役所会議室122（12
階）

内新保健施設等複合施設（令和4年度完成予定）の整備に係る事業者選
定プロポーザルの公開プレゼンテーション　申当日直接会場へ　＊立
ち見の場合あり　問公共施設マネジメント担当☎5608－1455

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

お知らせ 食中毒予防　アニサキス、魚に付いている寄生虫　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943  
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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

＝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

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝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

仕
事
・
産
業

墨田区商店街連合会個店応援プ
ロジェクト「すみここ」参加店舗
の募集

内 PR動画「すみここ」に、参加を希望する店舗の募集　　
対ホームページやＳＮＳ等で情報発信を行っている区内
の店舗　【募集数】20店舗（選考）　＊詳細は後日通知　

費 ▼墨田区商店街連合会の加盟店舗＝2000円　 ▼未加盟店舗
＝1万円　申店舗の名称・所在地、代表者の氏名・電話番号を、
Ｅメールで8月30日までに産業振興課産業振興担当☎5608－
6187・ SANGYOU@city.sumida.lg.jpへ

英語 ウ ェ ブ サ イ ト「Oishii 
Sumida Tokyo」掲載店舗の募集

内すみだの食をPRする英語ウェブサイト「Oishii Sumida 
Tokyo」に掲載を希望する店舗の募集　＊店頭掲示用の
「English Menu Available(英語メニュー対応)シール」を
進呈　対英語メニューがある、または英語での商品の説明
がある区内の飲食店・小売店等　【募集数】先着15店舗

費無料　申事前に店舗の名称・所在地、代表者の氏名・電話
番号を、Ｅメールで産業振興課産業振興担当☎5608－6187・
SANGYOU@city.sumida.lg.jpへ　＊申込書類は後日、委

託事業者が訪問のうえ配付

立川児童館（立川1－5－2）、東
向島児童館（東向島6－6－12）、
東向島児童館分館（京島1－44－
21）指定管理者の募集

内施設の維持管理、児童厚生施設としての児童館事業、地
域子育て支援拠点事業（連携型）、利用者支援事業（基本型）
および放課後児童健全育成事業（学童クラブ事業）の運営
などを行う事業者の募集　【指定期間】令和2年4月1日～7
年3月31日（5年間）

申応募意向確認書をＥメールで8月23日までに子育て政策課児
童館担当（区役所４階）☎5608－6195・ KOSEISAKU@city.
sumida.lg.jpへ　＊詳細は、区ホームページから出力できる募集
要項を参照

文
化
・
ス
ポ
ー

ツ

「国技館5000人の第九コンサー
ト」参加者の募集

【コンサートの日時／場所】令和2年2月23日（日）午後2時
開演／国技館（横網1－3－28）　【出演】大友直人（指揮）　
ほか　【練習の日程／会場】9月以降、毎月6回程度（自由参
加）／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）ほか　【募集数】先着5000人　費 ▼個人（関東1
都６県に在住）＝9500円　 ▼個人（関東1都６県以外に在
住）＝7500円　 ▼団体（5人以上）＝1人7500円　 ▼小学
生～高校生＝4000円

申詳細は募集案内を参照　＊募集案内は問合せ先で配布してい
るほか、「国技館5000人の第九コンサート」のホームページから
も出力可　＊受け付けは11月15日まで　問国技館すみだ第九
を歌う会事務局（区役所1階）☎5608－1611　＊問合せの受け
付けは月曜日～金曜日の午前10時～午後5時（祝日・振替休日を
除く）

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

ぽ
け
っ
と

相続寺子屋区民講座「もめない
ための相続の基礎」

9月3日 (火）午前10時～
正午

みどりコミュニティセ
ンター（緑３－７－３）

定先着15人　費無料　申当日直接会場へ　問相続寺子屋東京事務局
☎090－9014－8106

都立墨田川高等学校公開講座
「墨田再発見 学んでみる歴史・
文化」（全5回）

10月13日・27日、11月3
日・17日、12月1日いずれ
も日曜日午前10時～正午

都立墨田川高等学校
（東向島3－34－14）

内区内の各地域の歴史や文化を学ぶ　対都内在住在勤の成人　定 20
人（抽選）　費 1000円　＊別途、交通費・向島百花園入場料が必要　
申講座名・郵便番号・住所・氏名・年齢・性別・電話番号を、往復はが
きで9月10日（必着）までに、都立墨田川高等学校（〒131－0032東向島
3－34－14）☎3611－2125へ　＊返信用はがき宛名面に申込者の郵便
番号・住所・氏名を明記　＊都教育委員会のホームページからも申込可

国語学者　金田一 秀穂氏講演会
「心地よい日本語のお話」

10月25日（金）午後2時半～4
時半

東京都江戸東京博物館
大ホール（横網1－4－
1）

対都内在住の方　費無料　申住所・氏名・年齢・性別・電話番号・参
加人数を、往復はがきで8月31日（必着）までに、公益財団法人東京税務協
会事業部（〒164－0001中野区中野4－6－15）☎3228－7994へ　＊1
枚につき2人まで申込可　＊東京税務協会のホームページからも申込可

横根山星空観察・ハイキング 10月26日（土）～27日（日）
＊1泊2日　＊午後3時に集合

【集合場所】鹿沼市役所
粕尾コミュニティセン
ター（栃木県鹿沼市中
粕尾273－2）

対小学生以上でハイキング初級者コースを歩ける方　定先着16人　
費 ▼中学生以上＝6300円　 ▼小学生＝4200円　＊宿泊費・食事代・
入浴料込み　＊その他交通費等別途自己負担あり　持帽子、飲物、宿
泊に必要なもの　申事前に催し名、住所、参加者全員の氏名・年齢、
電話番号を、電話またはファクスで鹿沼市粕尾コミュニティセンター
☎0289－63－8366・℻  0289－83－0566へ

　すみだ北斎美術館の開館を機にスタートしたアートプロジェクト「すみゆめ」。
これは、「北斎」と「隅田川」をテーマとして行われるあらゆる表現活動を通して、
区民やアーティストが繋

つな
がっていくプロジェクトです。4回目となる今年は、下表

のとおり15のプロジェクト企画を行いますので、ぜひ、お越しください。　＊日時
や企画等の詳細は、「すみゆめ」のホームページにて随時更新　＊企画名称・内容・
日時等が変更となる場合あり

アートプロジェクト「隅田川 森羅万象 墨に夢」（すみゆめ）
プロジェクト企画・実施スケジュール

「『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」を8月25日（日）まで開催中！
 すみだ北斎美術館で現在開催中の「フリーア美術館の北斎展」の開催期
間も残りわずかとなりました。アメリカ（ワシントンD.C.）のフリーア美
術館が所蔵する北斎作品（本展での展示は高精細複製画）を、これだけの
規模で展示する機会はもう来ないかもしれません。前期展示でご覧になっ

たという方も、「年始まわりの遊女図」等、後期のみ展
示される作品もありますので、ぜひ、ご覧ください。
［とき］8月25日（日）までの午前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　＊団体割引等、各
種割引あり　＊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

9月 10月 11月 12月

9月1日～30日　
9月28日・29日　江戸に浸かる。 咲く・跳ねる・感じる 笑みに夢

10月6日　NICOSシマシマ百鬼夜行

10月中旬　声の橋を架けよう！ヤッホー隅田川

11月17日　ちびっこ寄席（子供のための落語教室）
12月頃　アンダーカレント

12月7日～14日　EAST MEETS EAST「日本/韓国のこころの歌」
12月14日・15日　墨田区民ミュージカル「HOKUSAI ラプソディア」

11月23日・24日　大人も一緒に遊ぼう！　動物・おばけ・いろんなずぼんぼ

11月下旬　列柱の詩

11月頃　点字物語「天の尺」

9月1日～12月25日　両国橋アートセンター2019

11月19日～12月15日「連鎖的共同体」向島国際デザインワークショップ2019

▲葛飾北斎「年始まわりの遊女図」 高精細複製画　原画 フリーア美術館蔵　Facsimiles of 
works in the collection of the Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, 
Washington, D.C. :Purchase ̶ Charles Lang Freer Endowment, F1954.119

10月5日・19日・11月頃　北斎祭り

21日・22日

みんなで作ろう 六間ロール

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

Washington, D.C. :Purchase ̶ Charles Lang Freer Endowment, F1954.119 12月13～15日　夢劇アンソロジーイースト・すみだストーリー
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