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　区内の中学生が自ら区報の特集記事のテーマを決め、取材から紙面の作成までを行う「区
報ジュニアレポーター」。今年のテーマは「すみだの産業」。中でも平成の間にすみだの中
小企業や職人の方がどんな取組をしてきたのか等について、中学生ならではの視点で取材
しました。詳細はジュニアレポーターが作成した今号4・5面を、ぜひ、ご覧ください。
［問合せ］広報広聴担当☎5608－6223

区報シュニアレホ タ

一生懸命 区報作りました！

撮って！

体験して！聴いて！

記事作成 濱崎孝則さん 松井大河さん　鈴木 空華葉さん
(写真 左から)

墨田区のお知らせ

発行 ： 墨田区（広報広聴担当）☎5608－1111代表　〒130－8640墨田区吾妻橋一丁目23番20号 https://www.city.sumida.lg.jp/

2019 年　10/11（令和元年）

◆2面以降の主な内容
2・3面 ･･････  10月22日(火)の祝日
4・5面 ･･････  区報ジュニアレポー

ター企画
3・6～8面 ･･･  講座・教室・催し・募

集
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三遊亭 歌之介 鷲尾麻衣

ご注意ください
10月22日(火)の祝日

■区施設で閉庁する施設
　10月22日(火)は、「天皇の即位の日及び即位
礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」によ
り、休日となります。通常、国民の祝日に閉庁し
ている区施設(区役所庁舎、各出張所・保健セン
ター等)はご利用できませんので、ご注意ください。
[問合せ]行政経営担当☎5608－6230
■観覧料が無料になる施設
10月22日(火)に開庁する施設のうち、観覧

料が無料になる施設があります。ぜひ、ご来館
ください。

▼すみだ郷土文化資料館(向島2－3－5)の観覧料

▼すみだ北斎美術館(亀沢2－7－2)のAURORA(常
設展)観覧料　＊企画展観覧料は有料
[問合せ] ▼ すみだ郷土文化資料館☎5619－
7034　 ▼文化芸術振興課文化芸術・国際担当
☎5608－6115

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10月期分(令和元
年6月分～9月分)を、指定の口座に振り込みま
した。振り込みの通知は個別に行いませんので、
通帳記入などでご確認ください。
なお、申請や変更の届出日によっては、審査
手続等のため、振り込みが遅れる場合があり
ます。ご不明な点は、お問い合わせください。
また、6月にお送りした現況届と関連書類を
提出していない方には、手当を支給することが
できません。提出がないと受給資格を失うこと
がありますので、至急ご提出ください。
[提出先・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

納付書をお送りします
介護保険料

介護保険料を納付書で納めていただく方には、
10月分～12月分の納付書を10月中旬にお送り
しますので、各納期限までに納めてください。
　なお、納付書で納めている方で、口座振替に
よる納付への変更を希望する場合は、同封の口
座振替依頼書でお申し込みください。
[問合せ]介護保険課資格・保険料担当☎5608－
6937

飲食店等事業者の皆さんへ

H
ハ サ ッ プ
ACCP義務化

食品衛生法の改正により、原則として全ての食
品等事業者は、店舗の衛生管理計画を作成し記録
をつける「HACCPに沿った衛生管理」が義務付け
られました(令和3年6月までは現行基準適用予
定)。早めに衛生管理計画を作成しましょう。
■HACCP義務化対応講習会
　食品衛生法の改正に伴うHACCP義務化につい
ての説明・衛生管理計画の作成(実習)を行います。
[とき]10月29日(火)・11月28日(木)の午後2
時～3時半　＊受け付けは午後1時半～ [ところ]
区役所会議室131(13階)[対象]区内の飲食店等
事業者 [定員]各日先着100人 [費用]無料 [申込
み]事前に店舗の名称・住所・電話番号、参加
人数を、電話またはファクス、 Eメールで生活
衛生課食品衛生係☎5608－6943・℻  5608－
6405・ SEIKATUEISEI＠city.sumida.lg.jpへ

就任しました
教育委員

　9月30日に開かれた令和元年度墨田区議会定
例会9月議会本会議で、淺松三平氏の教育委員
任命についての同意が得られ、10月１日に区長
から任命されました。
[問合せ]教育委員会事務局庶務課庶務・教職
員担当☎5608－6301

立ち退きなどで住宅にお困りの方へ
高齢者等住宅あっせん事業

立ち退きなどのため、住宅に困っている方に
民間賃貸住宅への入居を支援します。
[対象 ]高齢者世帯(65歳以上のひとり暮らし
世帯または65歳以上の方を含む60歳以上の方
で構成される世帯)、障害者世帯(身体障害者
手帳4級以上の方または愛の手帳3度以上の方
を含む世帯)または、ひとり親世帯(18歳未満
の児童を扶養するひとり親世帯)で、次の全て
の要件を満たす方 ▼ 家賃の支払いができる　

▼区内に1年以上住んでいる　 ▼立ち退き等を
要求され、住まいに困っている　 ▼自力で日常
生活が可能である　 ▼身元引受人がいる [申込
み]随時、直接、住宅課居住支援担当(区役所9
階)☎5608－6214へ

輸血を必要としている方のために
献血にご協力を

病気やけがなどで輸血を必要としている方を
救うため、献血へのご協力をお願いします。
■区役所での献血
[とき]10月29日（火） ▼午前10時～11時　 ▼午
後0時15分～4時 [ところ]区役所1階アトリウ
ム [対象]16歳～69歳で、体重が50㎏以上の方 
＊65歳以上の方は、60歳～64歳の間に献血を
した経験がある方のみ [持ち物] ▼ 初めての方
＝身分証明書　 ▼献血をした経験がある方＝献
血カード・手帳
■献血ルーム「feel」での献血
　常設の献血ルーム「feel」（押上1－1－2東京
ソラマチ®10階）では、落ち着いた環境で献血
を行うことができます。
[受付時間]午前10時～午後5時45分　＊12月
31日、1月1日を除く [問合せ]献血ルーム「feel」
☎6456－1972
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ] ▼東京都赤十字血液センター☎5272－
3523　 ▼ 保健計画課保健計画担当☎5608－
6189　＊献血の注意事項等については、日本
赤十字社のホームページを参照

環境にやさしい生活のため、ぜひご利用ください
緑化助成制度

まちに潤いと安らぎをもたらす緑を増やすため、
屋上や壁面などを新たに緑化する方へ、工事費等
の一部を助成しています。また、その際にブロッ
ク塀を取り壊す場合は加算があります。詳細は着

工前にお問い合わせください。
［助成内容］下表のとおり［問合せ］環境保全課緑
化推進担当☎5608－6208

種別 助成対象・条件 助成金額
屋上緑化 建築物の屋上（最上部の平たんな屋根部分等）や屋根のない

ルーフバルコニー等に設置する1m2以上の緑地　＊築1年以
上の建築物には事前の安全点検が必要（費用は区が負担）　
＊花壇（一年草の草花）・菜園やプランター等は対象外

1m2につき1万円で算出した額と、工
事費（税抜き）の半額を比べて少ない方
の額（屋上緑化・
壁面緑化のいず
れも上限額40万
円）　＊1万円未
満切捨て

壁面緑化 道路に面した建築物の壁面に1m2以上の補助器具を設置し、
つる性植物等で覆ったもの　＊落ち葉対策等のため道路と
の境界線から適正な間隔を取る必要あり

沿道緑化
（生け垣）

道路に面した沿道部分に、塀の形成を目的として高さ1m以
上の樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植したもの

植え込み地の長さ1mにつき2万円で
算出した額と、工事費（税抜き）を比
べて少ない方の額（上限額40万円）

沿道緑化
（植樹帯）

道路に面した沿道部分の植栽ます（幅50cm以上）に、樹木を
枝葉同士が触れ合う間隔で列植したもの　＊草花は対象外

植え込み地の面積（植栽ますの縁石
を除く）1m2につき2万4000円で算
出した額と、工事費（税抜き）を比べ
て少ない方の額（上限額40万円）

注 建築基準法などの法令に適合しない建築物に設置する場合および条例・要綱に基づき設置する場合を除きます。
注 設置する場所により、助成対象とならない場合があります。

公益社団法人墨田区文化振興財団
(〒130－0013錦糸1－2－3)☎5608－
5404・　 oubo@triphony.com

トリフォニーホール
公演おすすめ情報

オーケストラがホールを飛び出してあなたの町に！
■新日本フィル・コミュニティ・コンサート2019
［とき］10月20日(日)午前11時～・午後1時20分　＊1時間(休憩なし)［ところ］中和小学校(菊川1－18
－10)［曲目］J.シュトラウスⅡ／ワルツ「美しく青きドナウ」ほか［出演］中田
延亮(指揮)、鈴木崇弘(独奏／新日本フィルハーモニー交響楽団 バストロ
ンボーン奏者)、新日本フィルハーモニー交響楽団［対象］区内在住在勤在学
の方［定員］各回先着200人程度［費用］無料［申込み］当日直接会場へ
■トリフォニーホール・ジュニア・オーケストラ「学校コンサートin両国小」
［とき］10月27日（日）午後1時半～　＊1時間(休憩なし)［ところ］両国小学校(両国4－26－6)
［曲目］シベリウス／交響詩「フィンランディア」ほか［出演］松尾葉子(指揮)、トリフォニーホー
ル・ジュニア・オーケストラ［対象］区内在住在勤在学の方［定員］20人(抽選)［費用］無料［申込
み］住所(在勤者は勤務先の所在地・名称、在学者は学校名も明記)・氏名・年齢・電話番号・
同伴者(1人)の有無を、往復はがきまたはEメールで10月18日（必着)までに墨田区文化振興財
団ジュニア・オケ学校コン（10／27）係へ

広告 J:COMサービスにガスと電力まとめておトク！詳しくは専用ダイヤルまで ☎0120－848－816(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）



広告 【お昼のツキイチ落語会】 10/29(火)13時半開場・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

建築・住まいの無料相談 10月18日（金）午後1時～4
時　＊毎月第3金曜日に開催

区役所1階アトリウム 内建築の一般的な疑問や増改築などの悩みを建築士に相談する　
申当日直接会場へ　問建築指導課構造担当☎5608－1307

料理教室「食欲の秋に旬の食材
を満喫！」

10月19日（土）午前9時半～
午後0時半

梅若橋コミュニティ会
館(堤通2－9－1)

対区内在住在勤で18歳以上の方　定先着24人　費 1000円（材料費）　
持エプロン、三角巾、台布巾、お手拭き　申事前に直接、梅若橋コミュ
ニティ会館☎3616－1101へ　＊受け付けは10月16日午後7時まで

筆ペン習字初心者講座（全4回） 10月24日～11月14日の毎
週木曜日午後1時～3時

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

対20歳以上の方　定先着15人　費4500円（材料費込み）　申事前に、
みどりコミュニティセンター☎5600－5811へ

写真家高田洋三と歩く京島撮影
ツアー

10月26日（土）午後1時～4時 墨田まちづくり公社
京島事務所（京島2－
15－5)

定先着20人　費無料　申事前に住所・氏名・年齢・電話番号を、直接ま
たは電話、Ｅメールで、墨田まちづくり公社京島事務所☎3617－2262・
kyoujima@sumida-machi.or.jpへ　＊受け付けは10月21日まで

令和元年度第1回エコライフ講
座「大自然の中の水力発電所を
見に行こう！」

11月6日（水）午前8時半～
午後6時　＊区役所1階アト
リウムに10分前に集合

群馬県上野村、神流川
発電所（群馬県多野郡
上野村楢原）　＊往復
バスで移動

内自然を楽しみ、発電の仕組みを学ぶ　対区内在住在勤在学の小学
生以上　定 20人（抽選）　費無料　持弁当　申講座名・住所・氏名・
年齢・電話番号・ファクス番号・Eメールアドレスを、ファクスまた
はEメールで10月21日までに、環境保全課環境管理担当☎5608－
6207・ 5608－1452・ KANKYOU＠city.sumida.lg.jpへ

地域防犯リーダー養成講座（全2
回）

11月8日（金）午後6時～8時
半、11月17日（日）午前10
時半～午後3時

区 役 所 会 議 室 131
（13階）

内▶11月8日＝理論編（地域防犯に関する講義）　▶11月17日＝マッ
プ編（地域安全マップの作成等）　対区内在住で防犯活動に関心がある
方　定先着20人　費無料　申 10月15日午前9時から安全支援課安全
支援係（区役所5階）☎5608－6199へ

すみだと世界をつなぐ水の大切
な話 第1回〝東京の水について発
信しよう！体験型水教育プログ
ラム〞「プロジェクトWET講習
会」（全7回）

11月10日（日）午前10時～
午後5時　＊2回目以降の日
程の詳細は
問合せ先へ

すみだ生涯学習セン
ター（東向島2－38－7）

内区や都の水問題を啓発する講師の養成講座　対区内在住在勤在学の
方で2回目以降も参加できる方　＊詳細は問合せ先へ 定20人(抽選)
費3000円（テキスト代）　持筆記用具、弁当　申住所・氏名・年齢・電
話番号を、はがきまたはEメールで10月15日(必着)までに、NPO法人
ウォーターエイドジャパン（〒130－0026両国2－10－6－301）・ info-
japan@wateraid.orgへ　問環境保全課環境管理担当☎5608－6207

みんなで森を育てるお手伝い「鹿
沼の森で間伐体験！
ミニ本棚作り体験付
き」

11月23日(祝)午前7時半～
午後5時半　＊区役所1階正
面玄関前に午前7時20分に
集合

栃木県鹿沼市上粕尾周
辺ほか　＊往復バスで
移動

対区内在住在勤の小学生以上　＊高校生以下は成人の同伴が必要
定15人(抽選)　費1500円程度（ミニ本棚材料代）　申住所・氏名・年齢・
電話番号を、電話またはEメールで10月25日午後5時までに、環境保全課
緑化推進担当☎5608－6208・ KANKYOU@city.sumida.lg.jpへ
＊Eメールの件名は「間伐体験申込み」　＊抽選結果は11月7日までに通知

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

受動喫煙の防止・環境美化のために
喫煙に関する規制の拡大

令和2年4月1日から喫煙に関する規制を拡大
します。受動喫煙の防止・環境美化のため、ご
理解とご協力をお願いします。
■墨田区立公園条例等で定めるもの
［新たな規制事項(紙巻たばこ・加熱式たばこ)］
区内の公園・児童遊園・区民広場等は原則とし
て禁煙　＊錦糸公園および隅田公園については、
喫煙所を設置し、分煙化 [問合せ]道路公園課計
画調整担当☎5608－6661
■墨田区路上喫煙等禁止条例で定めるもの
［現在の規制事項(紙巻たばこ)］ ▼ 区内全域＝
歩きたばこと吸い殻のポイ捨ての禁止　 ▼路上
喫煙禁止推進地区(錦糸町駅・両国駅・押上駅・
曳舟駅・吾妻橋周辺)＝区が指定した喫煙所を
除き、路上での喫煙の禁止［新たな規制事項］加
熱式たばこを上記の対象として追加 [問合せ]
地域活動推進課地域活動推進担当☎5608－
3661

家庭でも再生土が作れます
「土の再生キット」の貸し出し

　園芸などで使用した土を再生し、再利用する
「土の再生キット」を無料で貸し出します。
[キットの内容]ふるい、園芸シート、園芸スコッ
プ、酸度計（希望者のみ）、再生方法のチラシ [対
象]区内在住在勤の方 [申込み]事前に環境保全
課緑化推進担当(区役所12階)☎5608－6208
へ　＊受け取りは申込先のほか、緑と花の学習
園（文花2－12－17）、すみだ清掃事務所分室（東
向島5－9－11）でも可

受け付けています
令和元年8月豪雨災害義援金

令和元年8月に発生した豪雨による被害者の
方々への義援金を、口座振替・振り込みと窓口で
受け付けています。
[受付期間]令和2年2月28日(金 )まで [振替・
振り込みでの受け付け] ▼ ゆうちょ銀行＝
00120－7－696975　＊加入者名は「日赤令
和元年８月豪雨災害義援金」　＊受領証を希望の
方は、通信欄に「受領証希望」と記載　 ▼三井住友
銀行すずらん支店＝2787547　 ▼三菱ＵＦＪ
銀行やまびこ支店＝2105544　 ▼みずほ銀行
クヌギ支店＝0620421　＊いずれも普通口座
で、名義は「日本赤十字社」　＊振込手数料がか
かる場合あり[窓口での受け付け]義援金をもっ
て直接、地域活動推進課(区役所14階)、総合案
内(区役所１階)、各出張所・図書館・コミュニ
ティ会館・地域プラザへ [問合せ]地域活動推
進課地域活動推進担当☎5608－6705

ご活用ください
地域活動ガイドブック

ボランティア活動などの地域活動に役立つ情報
や、主に区が主催する講座などの学習情報をまと
めた「地域活動ガイドブック」を無料で配布して
います。ぜひ、ご活用ください。
[配布場所]地域活動推進課（区役所14階）、区民情
報コーナー（区役所1階）、すみだ生涯学習センター
（東向島2－38－7）、各図書館・出張所・コミュ
ニティ会館・児童館・保健センター、子育て支援
総合センター（京島1－35－9－103）、社会福祉会
館（東墨田2－7－1）、区総合体育館（錦糸4－15－
1）、いきいきプラザ（文花1－32－2）等 [問合せ]
地域活動推進課まなび担当☎5608－6202

命のボランティアにご登録ください
骨髄バンク

10月は骨髄バンクへの登録の呼びかけを強
化する「骨髄バンク推進月間」です。骨髄移植の
機会を待つ多くの患者さんのために、ぜひ、登
録をお願いします。また、区では骨髄・末梢血
幹細胞提供者(ドナー)と、ドナーが勤務する事
業所に助成金を交付する骨髄移植ドナー支援事
業を実施しています。
[助成内容]骨髄等を提供するための通院また
は入院1日当たり ▼ドナー＝2万円　 ▼ドナー
が勤務する事業所＝ドナー1人につき1万円　
＊いずれも7日間を上限 [申請期間]骨髄等の
提供が完了した日から1年以内 [問合せ] ▼ 骨髄
バンクへの登録＝公益財団法人日本骨髄バンク
☎5280－1789　 ▼骨髄移植ドナー支援事業＝
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

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

①左手の甲の上に右手を垂直
にのせ、右手だけを上げます。
②頭は軽く下げます。
(東京都「〝話そう！手のことば〞おも
てなしの手話BOOK」より)

手話であいさつしよう 「ありがとう」手話であいさつしよう 「ありがとう」
①左手の甲の上に右手を
にのせ、右手だけを上
②頭は軽く下げます。
(東京都「〝話そう！手のことば〞
てなしの手話BOOK」より)

手話であいさつしよう 「ありがとう」

[問合せ]障害者福祉課庶務係☎5608－6217・℻  5608－6423

広告 【お昼のツキイチ落語会】10/29(火)13時半開場・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
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広告 「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
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　半導体製造装置などの金属部品をはじめと
する、私たちの生活に溶け込んだ様々な金属
製品を製作されています。

金属加工
浜野製作所（八広四丁目）

　平成26年、先進的なものづくり
への挑戦として「Garage Sumida」
をオープンしました。それ以降、浜
野製作所の豊富なものづくり経験
を活

い
かし、ベンチャー企業をはじめ、

研究機関など多種多様な方々と一
緒にものづくりをし、サポートして
きました。
　また、区が実施した「ものづくり
コラボレーション」では、デザイナー
と協力して「FACTORY ROBO」と
いう自分で手作りできるロボット
型のオブジェを製作されました。ス
テンレスの部品を自分で組み立て
るこの製品には「ものづくりの楽し
さを伝えたい」という浜野製作所の
想
おも
いが詰まっています。

　Garage Sumidaにおける支援
事業の一つとして、株式会社ポ
ケットチェンジが開発する、海外
旅行で余った外国の貨幣を電子
マネー等に交換してくれる機械
の量産支援をされています。区内
はもちろん、日本全国の空港など
に設置されています。
　また、近年広まっているセルフ
レジの製造にも携わっているそ

うです。
　このよう
に、私たちの
生活の便利
さには気付
かないとこ
ろで、浜野製
作所の技術
が活きてい
るのだと感
じました。

　浜野製作所では、産学官連携
事業にも積極的に取り組まれ
ています。東京スカイツリー®
の開業に合わせて、区や早稲田
大学、区内の中小企業と協働で、
1人乗り電気自動車「HOKUSAI」
を開発されました。
　また、区内の中小企業や研究
機関等と連携して、深海探査機
「江戸っ子1号」の開発を進め、
水深8000mの深海まで潜れる
探査機を完成させました。その
後、房総半島沖の深海で生物の
撮影に成功し、地球の深海調査
に大きく貢献されました。

　浜野さんはものづくりをする上で、
「ものを作ることが目的ではなくて、
ものを作ることによって人を笑顔に
したり、誰かの不便を便利にしたいん
だ。」と、その熱い想いを聞かせてくだ
さいました。常に相手の立場に立ち、
ものづくりをすることはどの会社に
も負けないとおっしゃっていました。

江戸切子

　区内の指物職人とのコラボレーションにより、
グラスやコースター、アクセサリー等を作製す
るなど、「ガラスと木」という異色の素材を組み
合わせた新たな試みも行われています。また、江
戸切子と言えばグラスですが、今後はテーブルウェ
ア以外のものにも挑戦していきたいとおっしゃっ
ていました。

完成品。直線を均一に描くのが難しかった
です。貴重な体験をさせていただきました！

　時代の流れに伴い、手掛けるデザインや人気の
あるデザインも変化してきているそうです。以前
は赤や瑠璃色が伝統色として定番でしたが、最近
では、グリーンや琥

こはく
珀色なども多くなったとのこと。

より細かい紋様のほうが人気が高く、桜や波の紋
様も人気だそうです。山田さんご自身が日常で思

いついた紋様をデザイン
することもあるそうです。

　「江戸切子の魅力は何といってもその〝き
らめき〞と〝輝き〞。実用性に加えて美的にも
価値があるところも魅力だ。」と、山田さん
が教えてくださいました。お祝いや記念品等
おめでたい時に購入する方が多いそうです。
また、海外に行く方が現地の方へのお土産
として購入す
ることもある
そうです。

◀ 人気のグリーンと琥珀色を用
いたグラス。色がなく透明に見
えるところは、全て削っている
ところだそうです。高い技術力
を感じますね。

▶ 人気の高い桜の
　 紋様。最近は、この
ような淡い色も人
気だそうです。

下書きに沿って、グラスの底や側面を削っ
ていきます。

線を太く出したいときは、少し強く押し
当てます。

2代目社長
浜野慶一さん

▲ FACTORY ROBO( 左 )、FACTORY 
ROBO DOG(右)

▲ ポケットチェンジ
　 筐
きょうたい
体(機器を収める外箱)の設計、加工、

組立を行っているそうです。
▲ 今回は貴重な製造現場である工場も
見学させていただきました。

浜野さんがメッセージをください
ました。「夢を諦めずに小さな頑張り
を毎日続けると、必ずいつかその夢に
つながってくる。小さな頑張りを少し
ずつ積み重ねてほしい。そのような人
生を送ってほしいと思います。」

グラスの底には
伝統的な菊花文！

区報ジュニアレポーター企画

すみだの産業

▲ 最後は浜野製作所お決まりの「ストロングポー
ズ」でパシャリ！

▶ グラスを削る
山田さん。その
まなざしは真
剣です。

　身近な取組

　　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

山田硝子（立花一丁目） 江戸切子職人
3代目 山田真照さん

三代・80年にわたって江戸切子の技術を伝承する山田硝子。伝統を大切
にしながらも革新を求め、古くから守られてきた紋様をベースに、オリジナ
ルの紋様を開発するなど、新たな挑戦にも積極的に取り組まれています。

3代目 山田真照さん

　江戸切子の魅力 　デザインの変化 　新たな挑戦

グラス作りを体験しました！

　新しい挑戦！

2代目社長
浜野慶一さん

　産学官連携 　心掛け

　中学生に向けて



食中毒予防　ペットにも 菌がいるので よく手洗い　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943お知らせ
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革小物
東屋（両国一丁目）

　長い歴史を持つ東屋ですが、戦後の
復興期には、すみだの地場産業である豚
革の製品をアメリカへ輸出していました。
平成16年には創業90年を記念し、袋物
博物館を開設。この博物館には、江戸時
代の紙入れや、たばこ入れが多く展示さ
れています。平成25年には創業100年
を記念して、オリジナルブランド
「AZUMAYA made in Ryogoku」を立
ち上げました。現在は木戸麻貴さんが6
代目として、職人の技を未来へ継承す
べく奮闘して
います。

　東屋ならではの「がまぐち」は取っ手がない珍しいデ
ザイン。内側には「両国から世界へ」という想いが込め
られた「made in Ryogoku」のマーク、外側はまるあ柄。
「〝まるあ柄〞には、きらきらとした光、雨のしずくなど
〝すみだ〞の川

かわ も
面に映る表情をイメージした水玉と、日

本製だと一目でわかる〝あ〞を取り入れています。」と、
そばを流れる川を眺めながら木戸さんは言います。
　また、墨田区にゆかりのある浮世絵師 葛飾北斎の作
品を用いた「粋HOKUSAI長財布」も東屋ならではの
製品です。財布の内側にまでこだわっていて、熟練し
た職人さんの丁寧なものづくりが感じられます。

　あるとき、創業当時近所に配られた手拭いが
見つかりました。それをきっかけに、創業100
年を記念して再び手拭いを作り、現在の東屋の
トレードマーク「まるあ柄」が生まれました。
　今年に入ってからは、キャッシュレス化の影響
で長財布の需要が減ってしまいました。しかし、
革小物の良さを現代に伝えるべく、キャッシュレ
ス世代でも使いやすい小さめの財布に力を入れ、
また、近年では人気のまるあ柄を用いて、革製品
はもちろん、傘やスマートフォンケース等新し
い製品の開発にも積極的に取り組まれています。

屏
びょうぶ

風
片岡屏風店（向島一丁目）

　大正3年、両国に木戸商店として創業した革小物製品の専門店です。昭和23年
から現在の名称である「東屋」となりました。幸いにも戦火を逃れた創業の地で、
現在でも自社で企画から製作までを行っています。

　昭和21年、向島で創業した、東京で唯一の屏風専門
店です。屏風の作業工程を学んだり、からくり屏風づ
くり体験ができたりする屏風博物館を併設しています。

6代目社長
木戸麻貴さん

▶粋HOKUSAI長財布
　 北斎の両国橋が財布の内側
に施されています。

◀ 通常がまぐちを開ける際に持つ丸
い取っ手がないがまぐち
　 内側には「made in Ryogoku」の
マークがあります。

◀ 内側にも革が折り込まれ、隠れたと
ころも丁寧に柄合わせが施されてい
ます。

すみだに根ざしたものづくり新しいデザイン100年を超える歴史

　定番の金屏風のほかにも、葛飾北斎の冨嶽
三十六景を用いた屏風や、世界にひとつだけ
のオーダー屏風も手掛けているそうです。こ
れは思い出の着物や帯を屏風として仕立てる
もので、使用しない際には閉じることができ
る屏風の特性を活かし、着物や帯を空気や日
差し等による劣化から守ることができます。
　また、写真家の方が展示会の際に額装の代
わりに屏風を用いたりと、表現媒体としても
活用できることから、芸術活動のお手伝いも
されているそうです。

　屏風の特徴でもある「紙」の
蝶
ちょうつがい
番を使った「からくり屏風」。開

くたびに違う絵柄が出てくる不
思議な屏風です。4種類の北斎の
浮世絵が代わる代わる出てくる
ものも。からくり屏風作り体験も
できるそうです。

　屏風はかつて、部屋の間仕切りや絵の
保存に使われていましたが、これは大名
など比較的お金持ちの人の使い方だそう
です。しかし、「屏風」という漢字に表れて
いるように「風を防ぐ」ために庶民も使っ
ていたのだと言います。屏風はお金持ち
や位の高い人だけではなく、一般の人に
も使われていて、「私たち日本人が屏風と
共に歩んできたからこそ、今の日本の文
化があるのではないか。」と、片岡さんは
屏風の魅力を話してくださいました。　

屏風職人
3代目 片岡孝斗さん

▲ 着物の帯を表装した
オーダー屏風

▲ 縦と横の両方に開くことができる、から
くり屏風。絵柄は変化しますが、どちら
の面にも同じ月が現れます。

区報ジュニアレポーター企画

すみだの産業

▶ 袋物博物館では
革小物の作製に
使う昔ながらの
道具も展示。

　屏風店での主な仕事は「貼る」仕事、「表装」。紙や季節によって水分量
などの調整が必要で、技術的に非常に難しいとおっしゃっていました。

木枠には国内産の杉を使用。紙の蝶
番を取り付けます。

木枠作り・蝶番 骨縛り

基礎となる紙を貼っ
ていきます。

みの貼り

空気の層を作るため、薄手
の和紙をずらして貼ります。

みのおさえ

さらに薄手の和紙を重ね、
空気の層を閉じ込めます。

注掲載している工
程は一部です。

さらに、数段階
の工程を経て…

完成！

屏風ができるまで

屏風の用途と魅力 新しい屏風 からくり屏風

6代目社長
木戸麻貴さん

屏風職人
3代目 片岡孝斗さん

▲創業100年記念「まるあ柄」の手拭い

▲創業当時の手拭い
　 中央には木戸家の家紋、その左右には「福」とかけ
て「福

ふく
ろものおろし」と書かれています。

▲拡大すると…



  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

　　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

健
康
・
福
祉

腰痛体操（ワンコインレッスン） 10月11日～25日の毎週金曜
日午前11時～11時45分 ＊開
始30分前から整理券を配布

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内腰痛予防になるストレッチ等　対高校生以上　定先着15人　費1回
500円　申当日直接会場へ　＊内容等の詳細は問い合わせるか、問合せ
先のホームページを参照　問スポーツプラザ梅若☎5630－8880

高齢者「パソコン・ワード教室」
（全２回）

10月24日（木）・25日（金）
午前10時～正午

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内年賀状を作る　対区内在住で60歳以上の方　定10人（抽選）　費200
円　申10月17日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

第2回健康教室「こんな時は、泌
尿器科にかかろう！生活習慣を
見直して、自分で出来る排

はいせつ
泄管

理」

10月24日（木）午後2時～3時 八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内感染症等の予防・早期発見について学ぶ　定先着60人　費無料　
申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは午前9時～
午後8時　＊10月20日午後3時～10月21日は除く　＊当日空きがあれ
ば会場でも申込可

第4回さくらんぼの会（認知症家
族介護者教室）「知っています
か？お口の働き 食べること・話
すこと」

10月25日（金）午後1時～2
時半

シルバープラザ梅若（墨
田1－4－4）

内言語聴覚士による講義　対認知症の方を介護している方や認知症
に興味がある方等　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）

10月25日（金）午後1時～3時 同愛記念ホーム（横網
2－1－11）

内悩みの共有、情報交換　対認知症の家族を介護している方や介護の
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

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

10月30日(水）、11月27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 10月11日午前10時からNTTドコ
モ歴史展示スクエア☎6658－3535へ

ハーブを使ってリース飾りを作
る「お部屋のアクセントにハー
ブの香り」

11月1日（金）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 16人(抽選)　費 1600円　申 10月
16日までの午前9時～午後5時に立花ゆうゆう館☎3613－3911へ

高齢者・みんなで楽しむ料理の
会「新そばを打って食べよう！」

11月4日(振休)午前10時～
正午

対区内在住で60歳以上の方　定 15人(抽選)　費 500円(食材費)　
申 10月17日までの午前9時～午後5時に立花ゆうゆう館☎3613－
3911へ

ストレッチ体操教室「体と頭を
きたえましょう！」（全４回）

11月5日～26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）

対区内在住で60歳以上の方　定 20人（抽選）　費無料　申 10月17日
までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

籐
とう
工芸教室（全３回） 11月5日～19日の毎週火曜

日午後2時～4時
内クッキー皿やかご、ペンダントを作る　対区内在住で60歳以上の方　
定 15人（抽選）　費 1200円　持エプロン、タオル　申 10月17日まで
に、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

介護予防啓発イベント〝介護予防
の正しい理解のために〞

費無料　申事前に催し名・希望日・住所・氏名（フリガナ）・年齢・電
話番号を、電話またはファクスで高齢者福祉課地域支援係☎5608－
6178・ 5608－6404へ

▶介護予防自主グループ交流会
「健康長寿の〝カギ〞は自主グ
ループにあり！？活動の効
果と介護予防に必要な心得」

11月7日（木）・8日（金）午
前10時～11時半

▶11月7日＝みどりコ
ミュニティセンター（緑
3－7－3）　▶11月8日
＝すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－7)

内基調講演、自主グループの活動紹介、いきいき100歳体操　＊動き
やすい服装・靴で参加　対区内の介護予防自主グループや介護予防活
動に関心がある方　定各日先着100人

▶フレイルチェック測定会「あ
なたは大丈夫！？フレイル
（虚弱）にならないために、
元気で過ごす秘

ひ
訣
けつ
とは？」

11月7日(木)午後0時半～
1時半、11月8日（金）午後0
時15分～１時15分

内理学療法士による講話、フレイルチェック体験　＊動きやすい服装・
靴で参加　定各日先着100人

身体障害者向け「転ばぬ先のピ
ラティス教室」（全４回）

11月8日～29日の毎週金曜
日午前10時～正午

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

対区内在住で身体に障害のある方　定 15人（抽選）　費無料　申講座
名・住所・氏名・ファクス番号を、直接または電話、ファクスで10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

介護予防サポーター養成講座「サ
ポーター養成プログラム」

内介護予防の専門的な知識と方法を学ぶ　対講座修了後、区の介護
予防事業や地域の自主グループで、体操補助等のボランティアがで
きる方　定▶本講座＝先着20人　費無料　申▶事前説明会＝事前
に住所・氏名・年齢・電話番号を、電話またはファクスで高齢者福
祉課地域支援係☎5608－6178・ 5608－6404へ　＊本講座へ
の申込みには、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）

▶事前説明会 11月9日（土）午後2時～4時 区役所会議室31（3階）

▶本講座（全3回） 11月25日～12月9日の毎
週月曜日午前10時～午後4
時

すみだリバーサイドホー
ル1階会議室（区役所に
併設）

〝未経験者大歓迎〞介護に関する
入門的研修（全6回）

11月13日（水）～22日（金）
の午前10時～午後2時半　
＊11月15日（金）～18日
（月）を除く

すみだ生涯学習セン
ター（東向島2－38－7）

対介護の仕事に携わりたいと考えている方　定 30人（抽選）　費無
料　持筆記用具　申電話で11月5日までに、株式会社ツクイスタッ
フ☎0120－802－108へ　＊株式会社ツクイスタッフのホームペー
ジからも申込可（左のコードを読み取ることでも接続可）　問介護保
険課給付・事業者担当☎5608－6544　＊未就学児の一時保育を希
望する場合は、10月20日までに申込み（詳細は区ホームページを参照）

高次脳機能障害講演会「高次脳機
能障害のある方への支援につい
て〝社会的行動障害を中心に〞」

11月14日（木）午後1時半～
3時半

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

【講師】中里康子氏（東京都リハビリテーション病院医師）、安倍 恵理子
氏（作業療法士）　定先着50人　費無料　申 10月11日午前9時から電
話で、すみだ福祉保健センター☎5608－3738へ

子
育
て
・
教
育

もちもちマーケット 10月20日、11月24日、12
月15日いずれも日曜日午前
10時～正午

子育て支援総合セン
ター（京島1－35－9－
103）

内妊婦・子ども用の使わなくなった衣類や、おもちゃ等の交換会　
費無料　申当日直接会場へ　問子育て支援総合センター☎5630－
6351

横川コミュニティ会館　キッズ
タウン

10月20日（日）午後1時～4
時　＊受け付けは午後3時
半まで

横川コミュニティ会館
(横川5－9－1)

内ゲームコーナー、ワークショップ、お店屋さん、おはなしのかいなど　
対 18歳以下の方　＊乳幼児は保護者の同伴が必要　費無料　申当日
直接会場へ　問横川コミュニティ会館☎5608－4500

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

コード

コード
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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

子
育
て
・
教
育

こども将棋教室「これから将棋
をはじめたい方向けの本格将棋
教室です」（各コース全7回）

10月22日～12月24日の毎
週火曜日▶午後4時～5時　
▶午後5時15分～6時15分　
＊11月12日・19日、12月
17日を除く

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対小・中学生　定各コース先着10人　費各コース7700円　＊体験
は1回1100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

すみだキラキラママのつどい 10月23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)

定▶育児教室ってどんなところ？＝先着6組　▶バランスボールで産後
ケア＝先着5組　▶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組　対▶育児教室っ
てどんなところ？＝2歳までの子どもとその保護者　▶その他＝親子　
＊妊婦・母親のみも可　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

第10回にじの子子育て公開講座
「発達が気になるお子さんの理解
と対応〝その子らしさを生かすた
めには〞」

10月25日（金）午前10時～
11時半

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

【講師】藤原里美氏（チャイルドフッド・ラボ代表）　定先着80人程度　
費無料　申事前に電話で、すみだステップハウスおおぞら・にじの子
☎6657－2619へ　＊受け付けは10月18日までの午前9時～午後5時　
＊事前申込みによる就学前の子どもの一時保育あり(先着3人) 

男性向け育児講座「すみだパパス
クール」（全3回）

11月3日（祝）・10日(日）・
17日（日）午前10時～正午

内▶11月3日＝パパと楽しむベビーダンス　▶11月10日・17日＝パ
パの子育てと仕事の両立（ワークショップ）　対区内在住在勤で生後3
か月～2歳の子どもがいる男性　定先着30人　費無料　申事前に電
話で、すみだ女性センター☎5608－1771へ　＊11月10日・17日は、
事前申込みによる一時保育あり

STEAM人材育成事業
「カードゲームでスミ
ダをスクエ！」

11月4日(振休)午後1時半～
3時半　＊受け付けは午後1
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）

内カードゲームで、ものづくりを学ぶワークショップほか　対区内在住
在学の小学生とその保護者　定200人（選考）　費無料　申10月24日午
後5時までにproject SUMIDA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） 問経営支援課経営支援担当☎5608－6184

ママ・パパのための「親子で楽
しむ絵本の世界」

11月9日（土）午前10時半～
正午

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内子どもに合った本の選び方、家庭における読書環境の大切さなどを
学ぶ　＊絵本の読み聞かせあり　対保護者、これから保護者となる方　
＊子どもの同伴可（一時保育なし）　定先着20組　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　

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

スポーツの秋お試し体験大募
集！「初心者ヨガ教室」「成人水
泳教室（初・中・上級）」の1回体
験

10月31日までの▶初心者
ヨガ教室＝月・水・金曜日　
▶成人水泳教室（初級）＝
月・金曜日　▶成人水泳教
室（中・上級）＝木曜日

両国屋内プール(横網
1－8－1)

内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1100円　＊1人1回のみ　申事前に電話で両国屋内プール☎5610－
0050へ　＊時間等の詳細は電話で申込先へ

第66回墨田区文化祭「民謡民舞
大会」「日本舞踊素踊り大会」「三
曲演奏会」

▶民謡民舞大会＝10月12日
（土）午前11時～午後4時半　
▶日本舞踊素踊り大会＝10
月20日（日）午前10時半～午
後7時 ▶三曲演奏会＝10
月20日（日）正午～午後4時

▶民謡民舞大会・日本
舞踊素踊り大会＝曳舟
文化センター（京島1－
38－11）　▶三曲演奏
会＝すみだトリフォニー
ホール（錦糸1－2－3）

費無料　申当日直接会場へ　＊大会参加者の募集は終了　問文化芸
術振興課文化芸術・国際担当☎5608－6212

第29回悠画展 10月13日(日)～19日(土)の午
前10時～午後6時　＊初日は
正午～、最終日は午後5時まで

すみだリバーサイド
ホール1階ギャラリー
（区役所に併設）

内油絵、水彩画などの展示　費無料　申期間中、直接会場へ　問▶悠
画会代表 川内☎3619－2330　▶文化芸術振興課文化芸術・国際担
当☎5608－6212

第39回墨田区障害者（児）スポー
ツ・レクリエーション大会の観
覧

10月20日（日）午前9時半～
午後3時45分

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

内区内の障害者団体が実施する花文字競走やパン食い競走、対抗リレー
など9種目の競技の観覧　費無料　申当日直接会場へ　問スポーツ振
興課スポーツ振興担当☎5608－6312

区民体育祭「合気道大会」 10月27日（日）午後1時半～4
時　＊受け付けは午後1時～

対区内在住在勤在学の方　費無料　申当日直接会場へ　問墨田区合
気道連盟　長倉利和☎090－6037－2406

区民スポレクダンスパーティ 11月10日（日）午後6時～9時 曳舟文化センター(京
島1－38－11)

対区内在住在勤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（軽食・飲物代込み）　申 10月31日までに電話で墨
田区ダンススポーツ連盟事務局 早川文基☎090－2226－5284へ　
＊受け付けは午前9時～午後5時

シャーロック・ホームズ講演会「翻
訳家 日暮雅通氏によるシャーロッ
ク・ホームズの楽しみ方」

11月16日（土）午後2時～4時 ひきふね図書館（京島
1－36－5）

定先着40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

イ
ベ
ン
ト

社会福祉会館文化祭・自主サー
クル発表展示会

10月18日（金）～20日（日）の
午前10時～午後5時　＊最
終日は午後3時まで

社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

内作品の展示会・発表会、茶席、フォークダンス体験教室（10月19日午
後1時～2時）、フォークダンスパーティー（10月19日午後2時～4時）、社
交ダンスパーティー（10月19日午後6時～8時半）　費無料　申▶フォー
クダンス体験教室＝事前に社会福祉会館☎3619－1051へ　＊受け付
けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時　▶その他＝当日直接会場へ

すみだ秋のまち歩きイベント 10月20日（日）、11月1日
（金）～3日（祝）・23日（祝）・
24日（日）　＊日程の詳細は
問合せ先へ

社会福祉会館(東墨田
2－7－1)ほか

内区内4会場（社会福祉会館、北條工務店周辺、産業観光プラザ すみだ 
まち処、コトモノミチat TOKYO）を巡るクイズラリー　＊詳細は各観
光案内所で配布しているチラシまたは区ホームページを参照　費無料　
＊一部自己負担あり　申期間中、直接会場へ　＊クイズラリーへの参加
にはスマートフォンが必要　問▶観光課観光担当☎5608－6931　
▶墨田区観光協会☎5608－6951

第34回すみだボランティアまつり 10月20日（日）午前10時半～
午後2時

錦糸小学校（錦糸1－
9－12）　＊駐車場・
自転車駐車場なし

内ボランティア活動体験、模擬店、バザーなど　費無料　＊一部自
己負担あり 申当日直接会場へ　問すみだボランティアセンター
☎3612－2940

＝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

暮
ら
し

高齢者向け優良賃貸住宅空き家
待機者の募集

対区内に1年以上居住し、次の全ての要件を満
たす方 ▶単身世帯(60歳以上の方)または2人世
帯(60歳以上の方と、その配偶者か60歳以上の
親族) ▶月額所得が48万7000円以下　＊所得
に応じて家賃補助あり　＊ほかにも要件等あり

【募集案内と申込用紙の配布場所】住宅課(区役所9階)、区民情報コー
ナー(区役所1階)、各出張所　＊土・日曜日、祝日は区民情報コーナー
のみ　＊区ホームページからも出力可　問住宅課公営住宅担当☎5608－
6214　＊空き家が発生次第、順次入居予定(希望者が複数の場合は、
あっせん順位を抽選で決定)

▶日の出ハイツ（京島1－42－
15）

【間取り】1DK・2DK（31.32㎡～44.98㎡）　【家賃
補助を受けた場合の入居者負担月額】4万5000円～
8万円　＊別途、共益費(月額1万9000円)・敷金(3
か月分)が必要

申随時、申込用紙を直接または郵送で株式会社岡田不動産（〒124－
0024葛飾区新小岩1－52－10）☎5678－1321へ　

▶セイカガーデニアガーデン
（石原2－8－11）

【間取り】1DK～1DK＋S（32.11㎡～42.31㎡）　
【家賃補助を受けた場合の入居者負担月額】5万
7000円～8万5000円　＊別途、共益費(月額1万
8000円)・敷金(2か月分)が必要　

申随時、申込用紙を直接または郵送で三幸ハウス株式会社(〒156－
0041世田谷区大原1－27－4)☎5452－0214へ　

仕

事
・
産
業

墨田区社会福祉事業団の非常
勤・臨時職員募集

【職種】▶看護師　▶言語聴覚士　▶心理職　▶相談
員　▶介助員　▶療法士　▶生活支援員　▶学習指
導員　▶給食調理員　【募集数】各職種若干名

申事前に電話連絡の上、履歴書を直接または郵送で墨田区社会福祉
事業団（〒131－0033向島3－36－7）☎5608－3719へ　＊業務内
容や応募要件等の詳細は、墨田区社会福祉事業団のホームページを
参照

＝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

緑と花の学習園「菊まつり」 11月2日（土）～24日（日）の
午前9時～午後4時

緑と花の学習園（文花
2－12－17）

問環境保全課緑化推進担当（区役所12階）☎5608－6208

▶専門員による緑化相談 11月2日～23日の毎週土曜
日午前9時半～午後3時半　
＊正午～午後1時を除く

費無料　申期間中、直接会場へ

▶お休み処「緑茶サービス」 11月2日（土）午前10時半～ 定先着50人　費無料　申当日直接会場へ
▶小菊の無料配布 11月2日（土）午前10時半～ 対区内在住在勤在学の方　定先着100人　＊1人につき花苗1個　費無

料　持花苗を持ち帰るための袋　申当日直接会場へ
▶古典園芸植物でミニ盆栽を作
ろう

11月2日（土）午前11時～ 対区内在住在勤の方　定先着10人　費 1000円　申 10月11日午前9
時から問合せ先へ

ぽ
け
っ
と

鹿沼秋まつり 10月12日（土）・13日(日)
午前10時～午後9時

今宮神社（栃木県鹿沼
市今宮町1692）ほか

内屋台そろいひき（10月13日午後3時～5時）、模擬店等　費無料　
申当日直接会場へ　問鹿沼秋まつり実行委員会☎0289－63－
2188　＊詳細は鹿沼秋まつりのホームページを参照

第29回すみだ住宅まつり 10月13日(日)午前10時～
午後3時

錦糸公園 ( 錦糸 4－
15－1)

内住宅に関する相談・展示、工作体験コーナー等　費無料　＊一部自
己負担あり　申当日直接会場へ　問東京土建墨田支部☎3614－
3806

コツコツ学ぶ骨粗鬆
しょう
症〝丈夫で元

気な骨作り〞
10月28日（月）正午～午後5
時　＊開場は午前11時45分

曳舟文化センター（京
島1－38－11）

内講演、体操、骨密度等測定会、専門家によるアドバイス　＊各測定
会は人数制限あり　対区内在住在勤の方　定先着180人　費無料　
申事前に電話で墨田区医師会☎3611－0068へ　＊受け付けは10月
18日までの午前10時～午後4時（土・日曜日を除く）　＊別途、申込書
の送付が必要

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

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」後期展示を開始！ 

アートプロジェクト「北斎コネクト：隅田川を超えて」を開催！

本展前期期間中（9月10日～10月6日）に展示した「赤富士」と「青
富士」（「冨嶽三十六景　凱風快晴」とその藍摺版）はご覧いただけ
ましたでしょうか。10月8日から始まった後期展示（11月4日まで）
では、「凱風快晴」と並び北斎の「三役」と称され人気が高い「神奈

川沖浪裏」と「山下白雨」を展示しています。ダイナミックな北斎
の「波」と、すみだ北斎美術館のロゴマークのモデルとなった「稲妻」
が描かれている両作品をはじめ、茂木本家美術館が所蔵する北斎
の名品の数々をこの機会に、ぜひ、ご鑑賞ください。

▲昨年の北斎祭り▲等身大サッカーボードゲーム

今年の秋は、すみだ北斎美術館開館を機にスタートした「隅田川 森羅万象 墨に夢」（通称 すみゆめ）の一
環で、新たなアートプロジェクト「北斎コネクト：隅田川を超えて」を下表のとおり実施します。時代や距
離を超えて、「北斎」を手掛かりに様々な人がつながり、新たな創造性に触れるプロジェクトです。
［問合せ］すみゆめ実行委員会事務局（墨田区文化振興財団内）☎5608－5446 
注 本プロジェクトは、内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局の委託により、2019年度オリンピック・
パラリンピック基本方針推進調査として実施しています。

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

企画名 とき ところ 内容
北斎祭りプラス 10月19日（土）午後4時半～6時 北斎通り 漫画家しりあがり寿氏デザインの創作ねぷたが、弘前ね

ぷたとともに北斎通りをえい行します。
KOSUGE1－16「ネイバーランド」10月26日（土）～11月10日（日）の午前10時～午後6時 北條工務店となり（東向島3－22－10） 等身大のサッカーボードゲームや北斎モチーフの人力メ

リーゴウランドなど、気軽に触れて楽しめるアート作品
が東向島に出現します。11月1日（金）～5日（火）の午前10時～午後6時　＊最

終日は午後4時まで
すみだ生涯学習センター(東向島2－
38－7)

誰でも参加！ファッションタウンすみ
だの「ファスニング・ショー」＠桜橋

10月26日（土）午後3時～5時（予定） 桜橋 北斎が描いた江戸の行商人のイメージを重ねた、多彩な人
がつながる（ファスニング）ショーを実施します。

▲「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」

　 
茂木本家美術館所蔵
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