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　千葉県野田市にある茂木本家美術館は、キッコーマン創業家の一
つ、茂木本家十二代当主・茂木七左衞門氏が収集した美術品を展
示しています。本展では、同館が所蔵する錦

にしきえ
絵や摺

すりもの
物など葛飾北

斎や門人たちの作品等116点を展覧します。同館の北斎関連作品
を一挙に公開する初めての機会。特に前期（～10月6日）に展示する
「青富士」と呼ばれる「冨嶽三十六景 凱風快晴」の異

いはん
版は必見です。

［とき］11月4日（振休）までの午前9時半～午後5時半　＊毎週
月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）は休館［ところ］すみだ
北斎美術館（亀沢2－7－2）［入館料］▶一般＝1200円　▶高
校生・大学生・65歳以上の方＝900円　▶ 中学生・障害のあ
る方＝400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☎6658－8936

すみだ北斎美術館企画展　北斎没後170年記念 「茂木本家美術館の北斎名品展」
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大江戸すみだ職人展

ものづくりのまちとして発展してきた墨田区は、今
もなお伝統工芸の宝庫です。江戸時代から現代に続く、
すみだの「伝統の職人技」を間近で見て・聞いて・触れ・
体験することができる「大江戸すみだ職人展」。
　今年も、すみだ北斎美術館で開催します。ぜひ、ご
来場ください。
［問合せ］文化芸術振興課文化行事担当☎5608ー6180

9月20日（金）～23日（祝）の午前10時～午後5時
［ところ］すみだ北斎美術館講座室MARUGEN100（亀沢2－7－2）［入場料］無料

［申込み］期間中、直接会場へ　＊詳細は「大江戸すみだ職人展」のホームページを参照

9月20日～23日
■漆工　安宅 信太郎氏 
■はさみ製造　石田明雄氏
■屏

びょうぶ
風の表装　片岡恭一氏

■江戸表具　前川 治氏、前川十仁氏
■江戸木箸　丸川徳人氏
■袋物　山下雅弘氏
■レザーアート　山中政江氏

職人から直接教えてもらって、オリジナルの工芸品を作ろう！

9月20日・21日のみ
■市松人形　藤村光環氏
■錺
かざり
かんざし　三浦孝之氏

9月22日・23日のみ
■桐たんす　田中英二氏
■市松人形　藤村紫雲氏

見る・聞く
触れる

体験する

職人たちが技を披露する製作実演と作品の展示・販売ブース。
工芸品の製作方法や素材など、実演している職人に話を聞いてみよう！

開催中
併せて行きたい！

9月21日～23日
［受付時間］午前10時～正午、午後2時～4時半　＊希望者多数の場合、待ち時間あり
［ところ］緑町公園（すみだ北斎美術館前）　＊荒天中止

提
ちょうちん
灯描き 

大石智博氏
 ［費用］2500円

まりストラップ
作り
塚田詠春氏  ・塚田真弘氏
 ［費用］1500円

カタカタ人形
作り（21日のみ）
田中英二氏
 ［費用］1000円

蝶
ちょう
のかんざし・

根付作り（22日・23日のみ）
三浦孝之氏
 ［費用］3000円

製作実演・販売

工芸体験

■江戸表具　前川 治氏、前川十仁氏

（21日のみ）

1000円1000円

約60分 約60分 約30分 約40分

↓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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◆2面以降の主な内容
2・3面 ･･････  ウォーキングアプリ「aruku＆」
4面 ･････････ それ、詐欺かも！？
5面 ･････････  がんになっても安心して

暮らすために
3・6～8面 ･･･  講座・教室・催し・募集

毎月 1日・11日・21日発行

NO.1938



ぜひご活用ください
子育て世帯定住促進支援事業

ご活用ください
ウォーキングアプリ「a

あ る く と

ruku＆」
区民の皆さんが〝楽しく歩いて健康づくり〞で
きるよう、無料ウォーキングアプリ「aruku＆」
を導入しました。このアプリでは、日々の歩数を
計測できるほか、ウォーキングコースや区から配
信される健康に関するお知らせなど、様々な情報
を受け取ることができます。また、チームを組ん
で歩数を競ったり、様々な目標を達成したりする
ことで、賞品の抽選に応募することもできます。
「aruku&」を活用し、楽しく健康づくりを実践し
ませんか。
[利用方法]App StoreまたはGoogle Playからア
プリをダウンロード　＊右下のコードを読み取る
ことでもダウンロード画面に接続可[費
用]無料　＊通信料は自己負担[問合せ]
保健計画課健康推進担当☎5608－8514

自覚症状がない病気の早期発見を
特定健康診査・生活習慣病
予防健康診査など

区内在住の40歳～74歳で、墨田区国民健康保
険に加入している方と、制度上ほかの健康診査を
受ける機会のない方（生活保護受給者等）に、区内
実施医療機関で健康診査を実施しています。対象
者には、5月に受診票をお送りしていますので、
10月31日までに受診してください。なお、期間
終了間際は医療機関が混み合い、受診できないこ
とがありますので、早めに受診しましょう。
また、75歳以上の方の健康診査は11月30日ま
でですので、早めに受診してください。
[問合せ] ▼すみだ けんしんダイヤル☎6667－
1127　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～
午後6時（祝日・年末年始を除く）　 ▼保健計画課
健康推進担当☎5608－8514　＊受診票の紛失
などの問合せは、すみだ けんしんダイヤルへ

助成金申請を受け付けています
東京都共同募金会地域配分
（B配分／令和2年度使用分）

「赤い羽根共同募金運動」に寄せられた募金を、
区内の社会福祉施設・団体等に配分します。
なお、10月1日から街頭などで赤い羽根共同募
金運動が始まりますので、ご協力をお願いします。
[助成対象施設・団体等]申請時点で1年以上活動
し、地域福祉の推進を目的とする事業を行ってい
る区内の社会福祉施設・団体など　＊会社法人、
学校法人および特殊法人が運営する施設は除く[申
請対象事業] ▼備品整備　 ▼小破修理　 ▼研修・
講習会　など[助成額]5万円～30万円　＊助成の
可否・金額は、申請後、配分推薦委員会による審
査を経て決定　＊決定通知以前に実施(購入)す
るものは対象外 [申込み]申請書を郵送で9月30
日(必着)までに東京都共同募金会墨田地区配分
推薦委員会事務局(〒131－0032東向島2－17－
14・墨田区社会福祉協議会内)☎3614－3900へ　
＊申請書は墨田区社会福祉協議会および東京都共
同募金会のホームページから出力可

コード

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

視覚障害のある方が、左のマークのように
白杖を頭上50センチ程度に掲げていたら、
助けを必要としている合図です。進んで声
をかけ支援しましょう。

普及啓発シンボルマーク 白
はくじょう

杖SOSシグナル

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

グループで介護予防を始めませんか
墨田区通いの場支援事業

　地域で自主的に介護予防活動を行う〝通いの場〞
を支援するため、介護予防サポーターが運動器の機
能向上のための体操や運動の指導等(1時間程度・6
回まで)を行います。体操や運動によるグループ活
動をお考えの団体は、ぜひ、お問い合わせください。
[対象]自主的な介護予防活動を行う65歳以上の
方10人以上で構成される団体　＊他にも要件あ
り [費用]無料 [問合せ]高齢者福祉課地域支援係
☎5608－6178　＊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）

移転・設備移設のため業務休止します
屋外体育施設管理事務所八
広支所

屋外体育施設管理事務所八広支所（八広6－35－
1）は改修工事に伴い、現在、仮事務所(八広6－
22－8）で窓口業務を行っています。この度、工
事の完了に伴い、屋外体育施設管理事務所八広支
所へ移転・設備移設を行うため、業務を一時休止
します。ご理解とご協力をお願いします。
[業務休止期間]9月24日（火）～30日（月）　＊屋
外体育施設管理事務所八広支所での業務再開は
10月1日（火）～ [問合せ]スポーツ振興課スポー
ツ施設担当☎5608－6588

9月30日(月)が納期限です
固定資産税・都市計画税

　固定資産税・都市計画税（第２期分）の納期限
は９月30日(月)です。納期限までに、お手元の
納付書裏面に記載されている金融機関、コンビニ
エンスストア等で納めてください。口座振替や、
金融機関・郵便局のペイジー対応のATMのほか、
パソコン等からクレジットカードやインターネッ
トバンキング、モバイルバンキングでも納付する
ことができます。
[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

制度名 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新たに同居または近
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）。

コード

子育て世帯の方が墨田区に長く住み続けられるよう、住宅の購入費や民間賃貸住宅への転居費を助
成しています。利用する場合は、転居・転入後3か月以内(転居・転入時点で第一子妊娠中の場合は1年
以内)の申請が必要となるなど、要件がありますので、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

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

音楽はこうして磨かれる！「新日本フィル・公開リハーサル」
本番と同じホールの舞台でリハーサルを行う新日本フィル。日本ではほかにほとんど例のない、
この理想的な音楽環境は、本格的フランチャイズを導入した新日本フィルならではのものです。音
楽監督との共同作業で音楽が変わっていく様を、公開リハーサルでぜひ、体感してみてください。
[とき]10月10日（木）正午～　＊休憩なしの80分程度・途中入退場不可 [ところ]すみだトリフォ
ニーホール（錦糸1－2－3）[曲目（予定）]バルトーク／管弦楽のための協奏曲Sz.116[出演]上岡

敏之（指揮）、新日本フィルハーモニー交響楽団（管
弦楽）[対象]区内在住在勤在学の方 [定員]100人
（抽選）[入場料]無料 [申込み]住所・氏名・年齢・
電話番号・同伴者の有無（1人まで）を、往復はが
きまたはEメールで9月25日（必着）までに、墨田
区文化振興財団公開リハ（10/10）係（〒130－
0013錦糸1－2－3 ） rh@triphony.comへ　
＊区内在勤者は勤務先の名称・所在地、区内在学
者は学校名も明記

わが街すみだのオーケストラ、新日本フィルハーモニー交響楽団

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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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 　　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

2019年（令和元年）9月11日



広告 毎月お昼の落語会 9/25(水)14時開演　江戸東京博物館小ホール 木戸銭2000円　三遊亭遊馬☎090－6542－1647
☎ ＝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

全国一斉不動産街頭無料相談会 10月1日(火 )午前10時～
午後4時　＊受け付けは午
後3時半まで

アルカキット錦糸町前
広場 (JR 錦糸町駅北
口)

内弁護士・税理士・一級建築士等による不動産に関する無料相談
申当日直接会場へ　問 ▼全日本不動産協会東京都本部城東第二支部
☎6658－8526　 ▼住宅課計画担当☎5608－6215

発酵食品シリーズ「フレッシュ
チーズ作りとワインの相性を楽
しむ」

10月10日(木)午前11時～
午後2時

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内乳発酵食品カッテージチーズを作り、ワインとともに楽しむ
対20歳以上の方　定先着24人　費1000円(材料費込み)　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

絵手紙教室(全6回) 10月27日(日)、11月～令
和2年3月の第3日曜日いず
れも午後1時半～3時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対中学生以上　定先着20人　費3000円　申事前に八広地域プラザ
☎6657－0471へ　＊受け付けは10月15日までの午前9時～午後8時
(9月16日を除く)　＊汚れても構わない服装で参加

健
康
・
福
祉

高齢者グラウンドゴルフ大会 9月20日(金)午後1時半～
3時半　＊小雨決行、荒天
の場合は10月2日(水)に延
期

錦糸公園野球場(錦糸
4－15－1)

対区内在住のおおむね60歳以上で、老人クラブ未加入の方　＊老人ク
ラブ加入者の参加は別途実施　定先着10人　費無料　申9月12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　
＊用具の貸出しあり

はなみずき認知症家族会 9月21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)

内訪問看護の役割について学ぶ　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

ボランティア説明会 9月26日(木)午後1時半～
3時

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

Beauty Born 美しい骨を保つ
コツ！

9月26日(木)午後2時～4
時

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内女性の骨・体の変化や口の健康、カルシウムアップの食事とヒント
について学ぶ、骨密度測定など　対区内在住の女性　定先着40人　
費無料　申9月12日午前8時半から電話で向島保健センター☎3611－
6135へ　＊事前申込みによる未就学児の一時保育(先着10人)あり

ローズティーの会(同愛認知症
家族会)

9月27日(金)午後1時～3
時

同愛記念ホーム(横網
2－1－11)

対認知症の家族を介護している方、介護の経験がある方等　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

認知症普及啓発事業「回想法に
ついて」

9月27日(金)午後2時～3
時半

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内認知症予防が期待される回想法の効果や留意点を学び、実践する　
定先着15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

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

ぜひ、家族でご利用ください
ふれあい入浴デー

9月16日(祝)の敬老の日は「ふれあい入浴デー」
です。にこにこ入浴証をお持ちの方と、その方と
一緒に入場する家族は、区内の公衆浴場を半額で
利用できます。
[費用（通常の入浴料金の半額）] ▼ 12歳以上＝
230円　 ▼6歳～11歳＝90円　 ▼5歳以下＝40
円 [ 問合 せ ]高齢者福祉課支援係☎5608－
6168・℻  5608－6404

［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）　＊応募に関する注意事項等
は、問い合わせるか、区ホームページを参照

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

注 軽減税率対策補助金は、9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払いが完了したものを補助対象としていましたが、9
月30日までにレジの導入・改修に関する契約等の手続が完了しているものも補助対象とするよう、要件が変更されました。

10月1日からスタート！ 消費税・地方消費税の税率10％および軽減税率制度

[とき・内容等]下表のとおり [ところ]東京
スカイツリータウン®４階スカイアリーナ（押
上1－1－2）[費用]無料 [申込み]期間中、直
接会場へ [問合せ]オリンピック・パラリン
ピック準備室☎5608－1445

ラグビーワールドカップ2019™
パブリックビューイング

とき 内容等
9月
20日
(金)

▼午後6時半～＝開会式・ステージイベ
ント　 ▼午後7時45分～＝日本 対 ロシア

9月
21日
（土）

▼午前11時～午後4時＝ラグビー体験イベ
ント　 ▼午後1時45分～＝オーストラリア 
対 フィジー　 ▼午後4時15分～＝フラン
ス 対 アルゼンチン　 ▼午後6時45分～＝
ニュージーランド 対 南アフリカ

9月
22日
（日）

▼午前11時～午後4時＝ラグビー体験イ
ベント　 ▼午後2時15分～＝イタリア　
対 ナミビア　 ▼午後4時45分～＝アイル
ランド 対 スコットランド　 ▼午後7時15
分～＝イングランド 対 トンガ

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

3墨田区のお知らせ

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス
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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！(マイナンバーカードが必要)　窓口課証明係5608－6104お知らせ

すみだ防犯センター職員

　犯人と直接電話で話をしないことが被害に遭
わないための最も有効な対策です。在宅時も留
守番電話設定にし、直接電話には出ずに後で確
認してから、かけなおしましょう。

　呼び出し音が鳴る前に相手に詐欺防止メッ
セージを伝え、通話内容を自動で録音します。

[対象]区内在住でお
おむね65歳以上の方　
＊詳細は問合せ先へ

手口
3還付金詐欺

偽の
カード

＼ ／

犯人と会話しなければ、
だまされない！

ご家族からの申込みも
受け付けています！

区内で発生した犯罪や災害等の情報を、スマー
トフォンやパソコン等のメールアドレスに配信し
ています。[登録方法] ▼ S@sumidaku.mobiに空
メールを送信　＊右のコードを読み取
ることでも送信可　 ▼区ホームページ
内の「すみだ安全・安心メール」のペー
ジから専用フォームに入力し、送信 　　　の携帯

本所警察署　☎5637－0110
向島警察署　☎3616－0110
そのあと、ご家族にも連絡を

子どもの携帯

　高齢者を狙った特殊詐欺の被害が後を絶ちません。
最近は、従来の還付金詐欺等の手口に加え、百貨店・
金融機関などを名乗り、キャッシュカードを封筒に入
れさせ、隙を見て封筒をすり替えて盗む「詐欺盗」とい
う手口が急増しています。この手口を含めると、今年1
月から8月末までの区内の被害は49件、約1億1815万円
に上ります。このような被害に遭わないためにも、日頃
から対応方法を確認しましょう。
「問合せ］安全支援課安全支援係☎5608－6199

 あなたのカードが
不正に使われています。

被害に遭わないためには…

○○百貨店職員を名
乗る犯人　＊警察官
や金融庁職員を名乗
ることもあり）

あなたのカードが不正
に使われています。
これから銀行職員をお宅
に向かわせますね。

え～！そんなぁ。

確認してチェックをしよう！

数日後…

封筒に「割り印」をしましょう！
印鑑を持ってきてください。

ご家族の方へ

この封筒に「キャッシュカー
ド」と「暗証番号のメモ」を入
れて保管してください。

ATM

わっ！偽物だ～！

犯行に気づいたとき
には、すでに犯人が盗
んだカードで現金を
引き出した後…

キャッシュカードは絶対に渡さない

還付金があります。ATMでの
お手続きをお願いします！

自動通話録音機を活用しよう
　家族を装った突然の電話にもあわてず対処
できるように、あらかじめ家族や身近な方との
合言葉を決めましょう。

無料で貸し出して
います！

常に留守番電話を設定しよう

家族の合言葉を決めておこう

暗証番号は絶対に教えない

　日頃から、家族の間で連絡を取り合うことが、
大切です。「すみだ安全・安心メール」をご家族
の方が登録していただき、その情報をご両親に
教えてあげることも詐欺被害の防止につなが
ります。

すみだ安全・安心メールの
登録方法はこちら

ATMで還付金が
戻ることは絶対に
ありません！

電話の相手は、本当
にあなたの家族で
すか？区役所職員・

税務署員をかたり

本日中にお手続きの必要が
あります

手口
2

最近は、「ワタシワタシ詐欺」の被害も発生中！電話の相手が女
性だからと安心しないことが大事。

手口
1

  キャッシュカードすり替え（詐欺盗）

撮影協力：本所・向島警察署員の方々

銀行職員を名乗
る犯人　＊女性
の場合もあり

    オレオレ詐欺
オレだよ！
風邪で声がおかしい

会社のお金を
使いこんでしまった…

○○百貨店から聞
いてますよ。

印鑑を取りに行くすきに、
犯人は封筒の中身を偽物の
カードにすり替えている

偽の
カード

携帯番号が変わった！

子どもをかたり

＼ ＼ ＼

＼

＼

＼

合言葉、覚えてる？合言葉、覚えてる？

最近、変な電話なかった？最近、変な電話なかった？

元気？

墨田区でこんな犯罪があったみたい墨田区でこんな犯罪があったみたい
だよ。気を付けてね！だよ。気を付けてね！

すみだ防犯センター職員
コード

もしも怪しい電話があったら…

問合せ

ご両親の

好きな食べ物は？

昔飼ってたペット

の名前は？

好きな言葉や

四字熟語は？

家族の合言葉の確認をしよう

合言葉

「防犯のため、この通
話は録音されます。」

下のカードを切りとり、
今すぐ電話の近くの見え
るところに貼ってください。

「骨断捨離引き受け」ご遺骨を粉にし、堆肥と混ぜ森へ肥料として還元。ご遺骨が緑の源となるお助けをします。合同会社森林トラスト☎047－387－0128広告
　　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

それ、
詐欺かも!?

1 2
3 4
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☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

お知らせ 食中毒予防　にぎりめし ラップを使って 握りましょう　［問合せ］生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

体験 相談　　その他

講演会 ワークショップ

がんになっても安心して暮らすために
　区では、9月の「がん征圧月間」と10月の「乳がん月間」に合わせて、区民の皆さんにがんのことを広く知っ
ていただくため、「がん対策アクション＆ピンクリボンinすみだ2019」を開催します。がんを知り、がんになっ
ても自分らしく暮らし続けるために、家族や友人など大切な人と一緒に、ぜひ、ご来場ください。

がん対策アクション＆ピンクリボンinすみだ2019

墨田区ピンクリボン
イメージキャラクター
すももちゃん

9月30日（月）～10月4日（金）の午前9時～午後4時 ＊初日は午後1時～
［入場料］無料　［問合せ］保健計画課健康推進担当（区役所5階）☎5608－8514

＊詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照

 バスタイムにアロマの香りで乳がんセルフ
チェック

［とき］9月30日（月）午後1時～3時、10月1日（火）・4日（金）午
前10時～午後0時半・午後1時半～3時

治療中のカバーメイク体験
［とき］9月30日（月）午後1時～4時、10月1日（火）～4日（金）の
午前11時～午後4時

一酸化炭素濃度測定
［とき］9月30日（月）・10月2日（水）午後1時～3時

がんの治療にかかる費用とその備えについて
［とき］9月30日（月）午後1時～4時、10月1日（火）～4日（金）の
正午～午後4時

訪問看護何でも相談
[とき］10月1日（火）～3日（木）の午前10時～午後1時

がん化学療法時の生活 服薬相談・禁煙相談
［とき］10月1日（火）～3日（木）の午前10時～午後4時

医療用ウィッグ相談＆体験
［とき］10月1日（火）・3日（木）・4日（金）午前11時～午後3時

すみだ花体操
［とき］10月1日（火）午後0時15分～35分

出張 がん相談支援センター
［とき］10月2日（水）午後1時～4時、10月4日（金）正午～午後4時

肺年齢測定体験会
［とき］10月3日（木）午前10時～正午、午後1時～4時

乳がんモデル
［とき］10月3日（木）午後1時～4時

あなたもピンクリボンアドバイザーとして活躍し
よう！

［とき］9月30日（月）午後2時～3時 [講師]髙木 富美子氏（認定NPO
法人乳房健康研究会常務理事）［定員］先着40人 [申込み]事前に問合
せ先へ

タバコＱ＆Ａ（受動喫煙を中心に）
［とき］10月2日（水）午後2時～3時［定員］先着40人 [講師]福井一人
氏（墨田区医師会副会長）[申込み]事前に問合せ先へ

がんの専門家と気楽に話そう！病気・生活の事な
どあれこれ

［とき］10月3日（木）午後6時～8時 [講師]廣瀬祐子氏（きぼうの虹看
護師）［定員］先着40人［申込み］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、きぼうの虹事務局☎3626－
2317・ 3626－2318・ fresca-mike@r3.dion.ne.jpへ

子宮がん、卵巣がんについて全ての女性に知って
おいて欲しいこと

［とき］10月1日（火）午後3時～4時 [講師]松本陽子氏（都立墨東病院
婦人科医長）［定員］先着50人 [申込み]申込み不要／当日直接会場へ

がんとスピリチュアルケア〝こころもきちんと元
気にする方法〞

［とき］10月2日（水）午後1時半～3時 [講師]玉置妙憂氏（大慈学苑看
護師・僧侶）［定員］先着50人 [申込み]事前に問合せ先へ

大好きなすみだで最期まで〝ひとりぐらしでも、が
んになっても〞

［とき］10月3日（木）午後2時～3時半 [講師]川越 厚氏（医療法人社団
パリアン クリニック川越院長）［定員］先着50人 [申込み]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、
NPO法人在宅ホスピスボランティアきぼう☎5669－8302・
℻  5669－8310・ info@volunteer-kibou.orgへ

がんの早期発見と最先端放射線治療
［とき］10月４日（金）午後1時～3時 [講師]大石朝子氏（新百合ヶ丘
総合病院予防医学センター）［定員］先着50人 [申込み]事前に問合
せ先へ

がん相談会　がんサロンSAKURA
［とき］9月14日（土）～　＊詳細は問合せ先へ
がん対策＆ピンクリボン展 in ひきふね図書館
［とき］9月18日（水）までの開館時間中 [ところ]ひきふね図書館（京島1－36－5）
ピンクリボンイベント in オリナス
［とき］10月19日（土）午前10時～午後4時 [ところ]オリナスモール1階エントリー
コート（太平4－1－2）

オレンジバルーンプロジェクト in 墨東
［とき］10月5日（土）～11日（金）[ところ]都
立墨東病院1階ロビーほか（江東橋4－23－
15）[内容]パネル展示、出張図書館　＊10
月8日（火)午前10時～午後2時には、個別相
談やスキンケア体験、ウィッグの試着体験等
のイベントを実施

がん脳転移になっても、自分らしく生きる
［とき］10月3日（木）午後1時半～4時半 [講師]林 基弘氏（東京女子医
科大学病院ガンマナイフ室室長）［定員］先着100人 [申込み]事前に
問合せ先へ

展示・体験・相談ブース

講演会・ワークショップ

その他関連イベント

1階会議室 1階ミニシアター

40代女性
（昨年度参加）

60代男性
（昨年度参加）

少しでもタバコ
を減らして、健
康に過ごしたい
と思った。

とてもためになり
ました。自己検診
やってみようと思
います！

2階イベントホール

[ところ]区役所1階アトリウム

[ところ]すみだリバーサイドホール（区役所に併設）

[ところ]区役所・その他



粗大ごみ収集の申込みは「粗大ごみ受付センター」のホームページが便利です。　粗大ごみ受付センター☎5296－7000お知らせ

　　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

祉
福
・
康
健

健康づくり教室「初心者向けポー
ル＆リズム体操教室」(全6回)

10月2日～11月6日の毎週
水曜日 ▼1時半コース＝午後
1時半～2時50分　 ▼ 3時
コース＝午後3時～4時20分

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7）

対区内在住在勤の20歳以上で、医師から運動を制限されていない方　
定各コース15人(抽選)　費無料　申9月21日までに、すみだ福祉保
健センター☎5608－3729へ

初心者向け高齢者陶芸教室(全5
回)

10月4日・11日・18日、
11月1日・8日いずれも金
曜日午後1時半～3時半

対区内在住で60歳以上の方　定15人(抽選)　費800円　持エプロン、
雑巾　申9月17日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

高齢者・みんなで楽しむ料理の
会「キッシュ風オムレツと手作
りホワイトソースのスープ」

10月7日(月)午前10時～
正午

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15人 (抽選)　費500円 (食材費)　
申9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

墨田区介護予防サポーター養成
講座「リーダー養成プログラム」

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)

内介護予防の専門的な知識などを学ぶ　対区内在住在勤で、講座修了
後、区が開催する介護予防事業や地域の自主グループで、体操指導等
のボランティアに協力できる方　費無料　問高齢者福祉課地域支援係
☎5608－6178・℻  5608－6404

▼事前説明会 10月7日(月)午後2時～4
時

申事前に住所・氏名・年齢・電話番号を、電話またはファクスで問合
せ先へ

▼本講座(全4回) 10月21日～11月18日の月
曜日午前10時～午後4時　
＊11月4日を除く

定先着20人　＊申込みには、事前説明会への参加が必要(申込書を配
布)　＊カリキュラムの詳細は区ホームページを参照(左のコードを読
み取ることでも接続可)

誰でも出来るやさしいヨガ・健
康体操(全8回)

10月7日・14日、11月4日・
11日、12月2日・23日、令
和2年1月13日・27日いず
れも月曜日午後7時～8時半

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内運動が苦手でも気軽に参加できるヨガ・健康体操　対16歳以上の
方　定先着20人　費8000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

お手軽「腸活」はじめよう！腸エ
クササイズと腸内環境を整える
お食事

10月9日(水)午後2時～4
時

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

対区内在住在勤でおおむね55歳までの女性　定先着30人　費無料　
申9月12日午前8時半から電話で本所保健センター☎3622－9137へ　
＊事前申込みによる3か月～3歳11か月の子どもの一時保育あり(先着
15人)

頭の体操ゲーム教室(全5回) 10月11日・25日、11月8
日・22日・29日いずれも
金曜日午前10時～正午

梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内)

内頭と体を使うゲームを楽しむ　対区内在住で60歳以上の方　定20
人(抽選)　＊初参加者を優先　費無料　持筆記用具　申9月11日～
17日の午前9時～午後5時に梅若ゆうゆう館☎5630－8630へ

高齢者福祉大会「講演会・作品
展へようこそ！」

10月16日(水)～20日(日)
の午前9時～午後9時　＊初
日は午後5時～、最終日は
午後1時まで　＊友愛ボラ
ンティア講演会は10月18
日(金)午後1時半～3時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内作品展、友愛ボランティア講演会　対／定 ▼友愛ボランティア講演
会＝区内在住の60歳以上で老人クラブ未加入の方(老人クラブ加入者
の参加募集は別途実施)／先着20人　費無料　申 ▼作品展＝期間中、
直接会場へ　 ▼友愛ボランティア講演会＝9月12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

歯科医師による口
こうくう
腔ケア講習会

「健康長寿はオーラルフレイルの
予防から」

10月18日(金)午後2時～3
時半

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)

内口腔機能の低下による全身への影響や、自宅でできる口腔機能向上
のための体操などを学ぶ　対区内在住で65歳以上の方　費無料
定／申 ▼ 10月18日＝先着30人／事前に八広はなみずき高齢者支援総
合センター☎3610－6541へ　＊受け付けは10月8日まで　 ▼10月
24日＝先着24人／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　＊受け付けは10月12日まで

10月24日(木)午後2時～3
時半

介護老人保健施設ベ
レール向島7階(東向
島2－36－11)

神経の病気 健診と相談 10月20日(日 )午前9時～
午後3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)

内 ▼専門医による健診　 ▼歯科医師・薬剤師・保健師・リハビリ専門
員等による各種相談　対区内在住で体の震えやしびれ・麻

ま ひ
痺、転びや

すい、力が入りにくい、むせやすい、食事が飲み込みにくい等の自覚症
状がある方　定先着50人　費無料　申事前に電話で墨田区医師会
☎3612－3882へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前10時～午後4
時　問保健計画課保健計画担当☎5608－6189

こころの病をもつ方の家族の会 10月24日(木)午後1時半～
3時半　

向島保健センター(東
向島5－16－2)

対区内在住で、こころの病をもつ方の家族　定先着20人　費無料　
申9月12日午前8時半から電話で向島保健センター☎3611－6193へ

依存症状でお困りの方のための
相談「ファミリーメンタル相談」

10月30日(水)午後　＊時
間の詳細は申込先へ

内家族関係等の悩みを専門医に相談する　対区内在住の方　費無料　
申9月12日午前8時半から電話で向島保健センター☎3611－6193へ

要介護状態にならないために「ま
るごと若がえり教室(やさしめ
コース)」(全12回)

11月6日～令和2年1月29
日の水曜日午後2時～3時半　
＊2年1月1日を除く

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111）

内筋力アップ運動、栄養バランス・口
こうくう
腔ケアの講義など　対基本チェッ

クリストで事業対象者と判定された方、介護保険の要介護認定で要支
援1・2と認定された方　＊ほかにも要件あり　定 先着10人
費4800円　申事前に各高齢者支援総合センターへ　＊受け付けは10
月11日まで　問高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

育
教
・
て
育
子

すみだキラキラママのつどい(ベ
ビーヨガ・ママヨガ、英国式リフ
レクソロジー、クリスタルボール
セラピー、足型アート、離乳食相
談＆出

だ し
汁のミニ講座、子どもの

占星術・新しい私に出会う占星
術、ロゼット作り等8プログラム)

9月25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)

対親子　＊妊婦・母親のみの参加も可　費1プログラム800円(材料
費込み)　＊当日会場で支払　申事前に参加希望プログラム名・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　＊プログラムの内容や定員の詳細は申
込先または問合せ先へ

ママのゆったりタイム 10月3日 ( 木 )、11月7日
(木)午前10時～11時15分　
＊保育の受け付けは午前9
時半～9時45分

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内子育てなどの悩みを語り合う　対区内在住の乳幼児の母親　定各
日先着10人　費無料　申事前に向島保健センター☎3611－6193
へ　＊事前申込みによる未就学児の一時保育あり

赤ちゃんとお手てで話そうベビー
サイン

10月8日(火)午前10時半～
正午

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対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10月3日までの午前9時～午後8時(9月16日を除く)

コード

＝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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  住民票の写し、印鑑登録証明書等、区に本籍がある方の一部の戸籍証明書はコンビニ交付で！（マイナンバーカードが必要）　窓口課証明係☎5608－6104お知らせ
☎ ＝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

仕
事
・
産
業

すみだ障害者就労支援フェア ▼就職者パネル展・就職相
談会＝9月26日(木)～28日
(土)の午前9時～午後4時　

▼すみだゆめたまカップ＝
9月28日(土)午後1時～4時

すみだリバーサイド
ホール1階ギャラリー・
会議室(区役所に併設)

内就職者パネル展(就労移行の訓練紹介コーナーもあり)、障害者就職
相談会、就労訓練等の成果を発揮する技能競技会「すみだゆめたまカッ
プ」　対障害のある方、障害のある方の雇用に関心がある企業の
方等　費無料　申期間中、直接会場へ　問すみだ障害者就労支援総
合センター☎5600－2004・℻  5600－3280

創業ワンポイントセミナー 10月11日(金)午後2時～4
時15分

区役所会議室122(12
階)

内SNSとウェブサイトを使った効果的な販促手法について学ぶ　対区
内で創業を予定している方、創業して間もない方　定先着30人　費無
料　申事前に公益財団法人東京都中小企業振興公社のホームページか
ら申込み(左のコードを読み取ることでも接続可)　問 ▼公益財団法人
東京都中小企業振興公社事業戦略部創業支援課創業相談係☎5220－
1141　 ▼経営支援課経営支援担当☎5608－6185

第7回墨田区地域クラウド交流
会「つながる！広がる！うまれ
る！企業家の応援を通じて地域
活性化」

10月11日(金)午後7時～ すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

対企業家、企業家をめざす方・応援したい方　費1000円　申当日直
接会場へ　問 ▼ 合同会社SSN☎090－9975－1691　 ▼経営支援課
経営支援担当☎5608－6185　＊詳細は、専用ホームページを参照(左
のコードを読み取ることでも接続可)

女性再就職サポートプログラム
地域型 in すみだ「ブランクが
あっても大丈夫！再就職はじめ
の一歩コース」(全5回)

11月5日(火)～11日(月)
の午前10時～午後4時
＊土・日曜日を除く　＊11
月7日・8日はパソコン講座

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)　＊11月7日・8
日はリッチモンドホテ
ルプレミア東京押上
(押上1－10－3)で実
施

対次の全ての要件を満たす54歳までの女性 ▼主に結婚・出産・育児・
介護などの理由で離職中である　 ▼パソコンの基本操作ができる
定25人(選考)　【面接日】10月15日(火)・16日(水)・24日(木)・
25日(金)のいずれか　費無料　申電話で10月25日までに東京しご
とセンター女性しごと応援テラス☎5211－2855へ　＊受け付けは午
前9時～　＊東京しごとセンター女性しごと応援テラスのホームペー
ジからも申込可　問すみだ女性センター☎5608－1771　＊申込時
に1歳～就学前の子どもの一時保育(プログラム受講日)の希望可

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

敬老の日・秋分の日ワンコイン
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)

9月16日 (祝 )・23日 (祝 )　
＊各教室の日程の詳細は申
込先へ

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対高校生以上　費各プログラム1回500円　申当日直接会場へ　＊各
プログラムの開始30分前から整理券を配布　問スポーツプラザ梅若
☎5630－8880　＊内容や定員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
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すみだ地域学スペシャル　シゴ
トのチカラ　すみだの語り部プ
ロジェクト

10月～令和2年3月　＊詳
細は申込先へ

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内高校生に自分の仕事について語る研修型プロジェクト　対区内在住
在勤の方　定4人(選考)　費無料　申エントリーシートを直接9月20
日までに、すみだ生涯学習センター事業課☎5247－2010へ　＊エン
トリーシートは申込先で配布しているほか、すみだ生涯学習センター
のホームページからも出力可

ジュニア育成後期ソフトテニス
教室(全10回)

10月6日～令和2年2月23
日の日曜日と11月4日(振
休)　＊時間は午前9時～午
後1時(小学生は午前11時
まで)　＊日程の詳細は申
込先へ

文花テニスコート(文
花1－19－12)ほか

対小学校3年生～中学生　費1000円　持テニスシューズ(運動靴)　
＊初心者用ラケットの無料貸出しあり　申事前に住所・氏名・年齢(学
年)・電話番号を、電話またははがきで墨田区ソフトテニス連盟　布施
亮人(〒131－0045押上2－34－1－203)☎090－2647－6617へ　
＊当日直接会場でも申込可／2回目以降からの申込みも可

「時代小説の楽しみ方　その4」
江戸を楽しむ

10月6日(日)午後2時～4
時

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内江戸の雑学や古地図を参考にした江戸散歩など、時代小説の楽しみ
方を時代小説作家 飯島一次氏から学ぶ　定先着50人　費無料　申事
前に講座名・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　
＊詳細は申込先で配布中の「図書館ニュース」または、墨田区立図書館
のホームページを参照

区民成人水泳教室(全6回) 10月11日～11月15日の毎
週金曜日午後2時～3時半

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対16歳以上の方　定先着30人　費4000円　申9月11日午前9時か
ら両国屋内プール☎5610－0050へ

Ｂリーグ「サンロッカーズ渋谷
対 レバンガ北海道」観戦ご招待

10月16日 (水 )午後7時5
分～

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

対区内在住在勤在学の方　＊小学生以下は20歳以上の方の同伴が必
要　定50人(抽選)　＊保護者の膝の上で観戦できる未就学児は人数
に含まない　費無料　申代表者の住所・氏名・年齢・電話番号、観戦
者全員の氏名を、往復はがきで9月18日(必着)までに区総合体育館「Ｂ
リーグ観戦」係(〒130－0013錦糸4－15－1)☎3623－7273へ
＊申込みは1人1通のみ (1通につき代表者を含む2人まで申込可 )
＊中学生～18歳は保護者の同意を往復はがきに記載

友好都市交流事業 2019秋「都
市農村交流」

11月9日(土 )～10日(日 )　
＊1泊2日　＊区役所1階正
面玄関前に午前7時45分に
集合

長野県上高井郡小布施
町　＊往復バスで移動

内オープンガーデン訪問、おぶせファーマーズによる小布施産果物教室、
散策ウオーク等　対区内在住の小学生以上で健康な方　＊高校生以下は
保護者の同伴が必要　定35人(抽選)　費1万3500円(宿泊代・昼食代
1回分・保険料込み)　＊温泉宿に宿泊、相部屋となる場合あり　申電話
で10月3日までに文化芸術振興課文化芸術・国際担当☎5608－6212へ

区民体育祭「剣道大会」 11月10日(日 )午前9時～
午後9時

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

種 ▼基本の部＝小学生以下(剣道具を着装しない)　 ▼個人の部＝小学
校3年生以下、小学校4年生～6年生(学年別)、中学生男子(1年生、2・
3年生)、中学生女子、一般男子(年代別)、一般女子　 ▼団体の部＝小
学生(4年生以上)、中学生、一般　費 ▼基本・個人の部＝600円　 ▼団
体の部＝小・中学生1000円、高校生以上2000円　申申込書を郵送ま
たはEメールで10月11日(必着)までに墨田区剣道連盟事務局　前原
章浩 (〒131－0044文花1－4－14) ☎090－9307－7130・
sumida.kendo.work@gmail.comへ　＊申込書はスポーツ振興課

(区役所14階)で配布

コード

コード

＝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

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

仕
事
・
産
業

下町のすてきな新製品を公募す
るコンクール「第14回TASKも
のづくり大賞」応募製品の募集

内台東区(T)、荒川区(A)、足立区(A)、墨田区(S)、
葛飾区(K)の5区が共同で行う「TASKプロジェクト」
の主要事業の一つである「TASKものづくり大賞」へ
の応募製品の募集　＊入賞は大賞1点、優秀賞3点、
奨励賞8点程度　【対象製品】TASK地域内の事業者
(企業もしくは個人)が主たる製作者である生活提案
製品　費無料

申製品(試作品)写真を添付した応募用紙を、直接または郵送で10月
29日(必着)までに、〒130－8640産業振興課産業振興担当(区役所
14階)☎5608－1437へ　＊応募用紙は申込先で配布しているほか、
TASKのホームページからも出力可　＊入賞製品は、東京ギフトショー
をはじめとする各種展示会への出展や、TASKプロジェクトの公式ホー
ムページ、5区の広報媒体などでPR予定

＝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

動物たちの写真展 9月17日(火)～24日(火)
の午前8時半～午後9時
＊初日は正午～、最終日は
正午まで

区役所1階アトリウム 費無料　申期間中、直接会場へ　＊期間中、会場と区ホームページで
人気投票を実施(結果は9月25日午後に区ホームページで発表)　問生
活衛生課生活環境係☎5608－6939

コミュニティサロン利用者のつ
どい

9月20日(金)午前10時～ 曳舟文化センター(京
島1－38－11)

内コミュニティサロン等利用者による民踊・のど自慢の発表　費無料　
申当日直接会場へ　問墨田まちづくり公社☎3616－5254

みどりコメディナイト 9月20日(金)午
後7時～8時半

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内墨田区を盛り上げたい若手・ベテラン芸人が大集合するお笑いライ
ブ　定先着25人　費500円　＊18歳以下は無料　申当日直接会場へ　
問みどりコミュニティセンター☎5600－5811

すみまるくんで巡る「向島百花
園」「すみだ清掃工場」「本所防災
館」

10月12日 ( 土 ) 午後0時
半～5時　＊午後0時20分
に集合

【集合・解散場所】東駒
形コミュニティ会館
(東駒形4－14－1)

内すみまるくんで巡りながら参加者同士で交流する　定先着30人　
＊小学校2年生以下は保護者の同伴が必要　費無料　申事前に東駒形
コミュニティ会館☎3623－1141へ

区
政
そ
の
他

町会・自治会向け「情報発信応
援事業(ＳＮＳ導入・運用サポー
ト)」

9月25日 (水 )午後7時～　
＊個別相談会の日程は調整
の上決定

区役所会議室82(8階) 内町会・自治会の活動をより効果的にPRし、町会等への加入促進や活
動の活性化に繋げていくため、SNS(主にフェイスブック)の活用方法を
学ぶ　＊講座修了後、個別相談会を数回実施予定　対区内の町会・自治
会　＊1団体3人まで　定先着5団体　費無料　申事前に町会・自治会
名、参加者名を、電話またはファクス、Ｅメールで地域活動推進課地域活
動推進担当☎5608－3661・℻  5608－6934・ KATSUDOSUISHIN@
city.sumida.lg.jpへ　＊受け付けは9月20日まで

地域包括支援センター運営協議
会の傍聴

10月7日(月)午後1時半～ ぶんか高齢者支援総合
センター(文花1－29－
5都営文花一丁目 ア
パート5号棟1階)

定5人(抽選)　費無料　申住所・氏名・電話番号・ファクス番号を、
電話またはファクスで9月24日までに高齢者福祉課地域支援係
☎5608－6920・℻  5608－6404へ　＊協議会の議事録は後日、区民
情報コーナー(区役所1階)または区ホームページで閲覧可

ぽ
け
っ
と

向島交通安全のつどい 9月12日 (木 )午後2時～　
＊開場は午後1時半

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

内向島警察署職員による交通安全教室、伊丹幸雄氏(歌手)による歌謡
ショー　定先着500人　費無料　申当日直接会場へ　問▶向島警察
署☎3616－0110　▶向島交通安全協会☎3611－5263

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

　　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   　https://hokusai-museum.jp
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　アートプロジェクト「すみゆめ」は、「北斎」と「隅田川」をテーマと
したあらゆる表現活動を通して、区民やアーティストがつながってい
くことを目的としたプロジェクトです。4回目となる今年は、公募採
択団体による15のプロジェクト企画のほか、「すみゆめ踊行列」をは
じめとした3つの主催企画等を下表のとおり、実施します。
[問合せ]文化芸術振興課文化芸術・国際担当☎5608－6115

今年も始まります！
アートプロジェクト「隅田川 森羅万象 墨に夢」(すみゆめ)北斎名品コレクション㉘

「北斎没後170年記念　茂木本家美術館の北斎名品展」に関連する北斎の
作品をご紹介します。

「冨嶽三十六景　凱風快晴(藍
あいずり

摺版)」茂木本家美術館所蔵
　北斎の代表作「冨嶽三十六景」は、46図からなる富士山を描いたシリー
ズです。なかでも「凱風快晴」「神奈川沖浪裏」「山下白雨」は「三役」と呼
ばれ、世界的に人気が高いものです。
　茂木本家美術館が所蔵する、三役のうち「凱風快晴」の藍摺版は、通称
「青富士」と呼ばれ、非常に希少で、その成立も謎に包まれています。山
頂を淡い藍色で縁取り、その内側を稜

りょうせん
線に沿って濃い藍色のぼかし摺

ず
り

で表すなど、華やかな赤富士とは一味違う魅力があります。本展では北
斎没後170年を記念して、当館オリジナ
ルの図録を制作し、「青富士」をはじめと
した作品の魅力をご紹介します。「青富士」
は、前期10月6日(日)まで展示していま
す(本展の詳細は本紙1面を参照)。ぜひ、
ご覧ください。

企画名 とき ところ
すみゆめ踊行列①「さくらばし輪
をどり」

9月22日(日)午後4時
半～8時

桜橋

すみゆめ踊行列②「影絵 水と油の
輪っかっか」

9月29日(日)午後6時～
7時

緑町公園(亀沢
2－7－7)

KOSUGE1-16
「どんどこ！巨大
紙相撲大会　両国
すみゆめ場所」

10月13日 (日 )午後1
時～4時半

Y K K 6 0 ビル
AZ1ホール(亀
沢3－22－1)

鈴木康広「ファスナーの船」　
＊乗船は不可

11月2日 (土 )～10日
(日)の正午～午後2時

吾妻橋～桜橋
間の隅田川

注雨天時は別会場での実施や開催時間の変更、中止等の可能性があります。
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