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◆2面以降の主な内容
2・3面 ･･････ 女性の人権
4・5面 ･･････  すみだの企業で活躍する

若者たち
3・6～8面 ･･･  講座・教室・催し・募集

糖尿病の合併症

糖尿病連携手帳

糖尿病を予防・改善するポイント

糖尿病

糖尿病医療連携ネットワーク

世界糖尿病デー11月 日14
N O V E M B E R  1 4 T H W O R L D  D I A B E T E S  D A Y

区では、糖尿病医療連携ネットワークによって、患者の治療に連携して
取り組んでいます。ぜひ、身近な医療機関等に相談しましょう。

まずは、バランスの良い食事をすることです。
ゆっくり噛

か
む・野菜から食べるなど、血糖値の

急激な上昇を抑えるための工夫も大切です。

運動をすると血糖値を調整するインスリンの働き
がよくなります。ウォーキングなどの運動を1日に
20分～60分、週3回以上継続すると効果的です。

糖尿病は自覚症状がほとんどないので、
年1回の健診を必ず受けましょう。糖尿病治療
の最大のカギは、早期発見・早期治療です。

医師

薬剤師

歯科医師

保健師
看護師

管理栄養士

ケアマネジャー

厚生労働省が実施する「国民健康・栄養調査」の近年の結果に
よると、国内の糖尿病が疑われる成人の割合は、4人に1人です。
　　
　糖尿病は自覚症状がほとんどありません。しかし、そのまま
放っておくと、脳卒中、心筋梗塞、腎症等の合併症を引き起こ
します。

　日頃からの予防と確実な治療を。

[ 問合せ ] 保健計画課保健計画担当☎ 5608 － 1305

成人の方は、特にご注意を

心筋梗塞

神経障害

歯周病

腎症

墨田区医師会
副会長　山室 学氏

本所・向島歯科医師会
（東京都本所歯科医師会会長）

浅野智之氏

墨田区薬剤師会
医療連携部　樋口真美氏

Ⅰ 正しい食習慣を心掛けましょう

Ⅱ 無理のない運動を継続しましょう

Ⅲ 定期的に健診を受けましょう

『人生100年 筋量増やして 健康寿命』
2019年標語

薬剤師

歯科医師

糖尿病の知識を深め、日常生活や診療にも活用できる
「糖尿病連携手帳」を配布しています。糖尿病の方は、
ぜひ入手して、受診の際は必ず提示しましょう。
[配布場所]医療機関、薬局、各保健センター、保健計画課（区役所５階）ほか

　糖尿病と歯周病は相関関係にあり、
歯周病が心筋梗塞や脳卒中の原因と
なることもあります。成人の８割が歯
周病とも言われていますので、日頃か
らお口のケアを心掛け、痛みがなくて
も定期的に歯科検診を受けましょう。

脳卒中
網膜症

患者さん

　糖尿病の服薬はタイミングと継続
が肝心です。お薬手帳をしっかり活
用しましょう。病状が進行し、深刻
な事態にならないためにも、薬の服
用や食事の仕方、不安なこと等、ぜひ、
薬剤師にお気軽にご相談くださいね。

　糖尿病の予防・治療で大切なのは、
血液・尿検査、血圧、体重等のデータ。
糖尿病連携手帳に記した数値を基に、
眼科医や歯科医の適切な治療を受け
られます。かかりつけ医と相談して
自己管理をしっかり行いましょう。

医療機関、薬局、各保健センター、保健計画課（区役所５階）ほか
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三遊亭 歌之介 鷲尾麻衣

トリフォニーホールチケットセンター
☎5608－1212・錦糸1－2－3

トリフォニーホール
公演おすすめ情報

■世界が称賛する次世代ピアニスト「ヴィキングル・オラフソン＆新日本フィル」 
クラシック界のアカデミー賞「英グラモフォン賞」のアーティスト・オブ・ザ・イヤーを今年若
くして受賞した、ヴィキングル・オラフソンが登場！前半は独奏と
曲の解説、後半は新日本フィルハーモニー交響楽団との共演です。
［とき］12月11日（水）午後7時～［曲目］ベートーヴェン／ピアノ・
ソナタ第32番、モーツァルト／ピアノ協奏曲第24番 ほか［出演］ヴィ
キングル・オラフソン（ピアノ・指揮）、新日本フィルハーモニー
交響楽団［入場料］ ▼ S席＝5500円　 ▼ A席＝4500円　＊区内在
住在学の小学生～高校生はいずれも1000円
■パイプオルガン・クリスマス・コンサート
クリスマスにぴったりなパイプオルガンの音色。舞台上のスクリーンに演奏の様子を映し、ゲスト

にソプラノ歌手を迎えてのコンサートをお楽しみください。
[とき]12月22日（日）午後3時～［曲目］クリスマスメドレー、J.S.バッハ作曲グノー編曲／アヴェ・
マリア　ほか［出演］アダム・タバイディ(オルガン)、中須美喜(ソプラノ)、田添 菜穂子(司会)［入
場料]全席指定2000円　＊区内在住在勤在学の方は1000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［ところ］すみだトリフォニーホール（錦糸1－2－3） ［申込み］事前にトリフォニーホールチケットセンターへ

男女共同参画社会の実現へ
女性の人権

■女性に対する暴力をなくす運動
11月12日～25日は「女性に対する暴力をなく
す運動」期間、また、11月25日は「女性に対する
暴力撤廃の国際デー」です。
配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオ
レンス）、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラス
メント、ストーカー行為等の女性に対する暴力は、
女性の人権を著しく侵害するものであり、決して
許される行為ではありません。女性に対する暴力
の問題を解決し、男女共同参画社会を実現しま
しょう。
■区の相談窓口

▼ すみだ女性センター（押上2－12－7－111）
☎5608－1771
［相談日時（予約制）］月曜日～水曜日・金曜日・
毎月第2土曜日の午前10時～午後4時　＊祝日・
年末年始を除く

▼ 生活福祉課相談係（区役所3階）☎5608－
6154
［相談日時］月曜日～金曜日の午前8時半～午後5
時　＊祝日・年末年始を除く
■全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
女性の様々な人権問題についての電話相談を、
下記の期間は時間を延長して受け付けます。
［強化週間］11月18日（月）～24日（日）の午前8時
半～午後7時　＊土・日曜日は午前10時～午後5
時　＊上記期間以外は、月曜日～金曜日の午前8
時半～午後5時15分［相談先］女性の人権ホット
ライン☎0570－070－810　＊詳細は、東京法
務局人権擁護部第二課☎5213－1234へ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［問合せ］人権同和・男女共同参画課男女共同参
画担当☎5608－6512

パープルリボンには、女性に対するあらゆる暴
力をなくしていこうというメッセージが込めら
れています。

停留所の新設とルートの一部変更を
行います
区内循環バス北西部ルート

12月1日から、区内循環バス北西部ルートに
11番停留所「墨田区総合運動場」(堤通2ー6地
先)を新設します。この停留所の設置に伴い、以
降の停留所番号が1つずつ繰り下がりますので、
ご注意ください。また、下図のとおり、ルートの
一部変更を行います。
新停留所の設置およびルート変更により、運行
ダイヤが変更となります。新しい運行ダイヤは
11月下旬に区ホームページに掲載予定です。
[問合せ]観光課観光担当☎5608－6500

申込方法が変わります
税理士による税務相談

現在、すみだ区民相談室（区役所1階）で行って
いる税務相談を令和2年1月実施分から事前予約
制に変更します。原則、相談月の前月1日から申
込みができるようになりますので、ぜひ、ご利用
ください。
[2年1月の税務相談日時] ▼ 2年1月9日（木）・23
日（木）午後1時～4時　＊毎月第2・4木曜日に
実施（祝日・年末年始・2年3月の第2木曜日を
除く）[相談時間]30分 [定員]先着5人（組）[費
用]無料 [2年1月実施分の申込み]12月2日から、
すみだ区民相談室☎5608－1616へ

ぜひ、受診してください
後期高齢者歯科健康診査

区では、後期高齢者歯科健康診査を実施して
います。口を健康に保つことは、むし歯や歯周
病の予防だけではなく、口の中の細菌等が誤っ
て肺に入り込むことによって起こる誤

ごえ ん
嚥性肺炎

の予防や全身の健康維持のためにも重要です。
対象の方には、誕生月の下旬に受診票等をお送

りしています。届いていない場合や紛失した場合
は、すみだ けんしんダイヤルへご連絡ください。
[対象]区内在住で75歳・79歳の方 [費用]無
料 [実施場所]区内実施歯科医療機関　＊受診
票に同封の一覧表を参照 [問合せ] ▼ すみだ け
んしんダイヤル☎6667－1127　＊聴覚に障
害等のある方は℻  5690－9661　＊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）　 ▼保健計画課保健計画担当
☎5608－6189

ご協力をお願いします
「健康」に関する区民アン
ケート調査

皆さんの健康に関する意識や習慣などを、健康
づくりの施策に反映することを目的に、16歳以
上の区民から無作為に抽出した2350人を対象に
「健康」に関する区民アンケート調査を実施して
います。対象者には、11月上旬に調査票を送付し
ましたので、ご協力をお願いします。
[問合せ]保健計画課保健計画担当☎5608－1305

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

ヴィキングル・オラフソン

住宅の提供者を募集します
すみだすまい安心ネット
ワーク事業

 「すみだすまい安心ネットワーク事業」では、区
が不動産管理事業者や福祉サービスの提供者な
どの関係団体と連携し、高齢者や障害のある方が
いる世帯や、子育て世帯など、住宅確保に特に配
慮を要する世帯（住宅確保要配慮者）の民間賃貸
住宅等への居住等を支援しています。
現在、この事業では住宅を募集しています。提

供住宅は「登録住宅」または「専用住宅」として、
都に登録していただきます。なお、専用住宅とし
て登録すると、入居者死亡事故保険の加入補助
（年間最大6000円）や成約時謝礼金(1件につき5
万円)などの支援を区から受けることができます。
また、入居者は区が抽選など公正な方法により選
定し、その後家主と賃貸借契約を締結することと
しています。詳細はお問い合わせください。
[住宅の要件] ▼ 住戸の専有面積が15㎡以上　
＊登録基準あり ▼消防法、建築基準法に違反し
ていない　 ▼耐震性がある（新耐震基準に適合し
ているか、旧耐震基準の建物でも耐震性があれば
可）　 ▼台所、トイレ、浴室またはシャワー室があ
る　 ▼入居を不当に制限しない　 ▼家賃が近隣
の家賃相場と同程度である　＊ほかにも要件あり
[問合せ]住宅課居住支援担当☎5608－6214

[問合せ]障害者福祉課庶務係☎5608－6217・℻  5608－6423

年の瀬を音楽で彩るトリフォニーホール
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変更ルート

墨田区総合運動場

新 11 番停留所
への延伸

新 14番停留所から
新 15番停留所への経路変更

10

現ルート

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

①進行方向を示す「誘導ブロック」
② 危険箇所や誘導対象施設等
の位置を示す「警告ブロック」

点字ブロック周辺では通行の妨げ
にならないよう配慮しましょう。

知っていますか？ 点字ブロックは2種類

❶ ❷

11

12

9

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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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ぽけっと
（区主催以外）

2019年（令和元年）11月11日



広告 【お昼のツキイチ落語会】 11/26(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

＝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

暮
ら
し

第4回相続講演会「いつかは発生
する相続問題!考えてみませんか?
〝知って得する⁉ 相続・遺言・現
場の声と法改正ステップ2〞」

11月28日(木)午後6時半～
8時

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

内相続の基本と最新の相続事情等について学ぶ　対フレンズすみだ
会員やその方と同居する家族、区内在住の方　定先着35人　費無料　
申事前に墨田区勤労者福祉サービスセンター(押上2－12－7－215)
☎3626－3723へ

みどりペーパークイリング教室
(全6回)

12月4日・18日、令和2年
1月15日・29日、2月5日・
19日いずれも水曜日午後1
時～3時

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内細長い紙を丸めたパーツを組み合わせ、様々な形や模様を作る　
対 20歳以上の方　定先着10人　費 2000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

人権週間行事 社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

費無料　問社会福祉会館☎3619－1051・℻  3619－1054・ SYAHUKU@
city.sumida.lg.jp　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時
（祝日・11月18日を除く）

▼親子でハッピータイム 12月5日（木）午前10時15
分～11時

内親子ライブ、リズム遊びなど　【出演】荒巻シャケ氏（保育シンガーソ
ングライター）　対区内在住の乳幼児とその保護者　定先着70組　
申11月13日から問合せ先へ

▼皮革工芸体験教室「革で動
物マスコットのキーホル
ダーを作ろう！」

12月7日（土）午前10時～
11時40分

対区内在住在勤在学の小学生以上　＊小学校3年生以下は保護者の同
伴が必要　定先着16人　申11月12日から問合せ先へ　＊受け付けは
11月29日まで　＊革製品を進呈

▼人権講演会「江戸時代に学
ぶ人と人とのつながり（講
演＆落語）」

12月7日（土）午後1時15
分～3時　＊受け付けは午
後1時～

【出演】三遊亭 楽生氏（落語家）　定先着150人　申 11月11日午前9時
から講演会名・住所・氏名・電話番号を、電話またはファクス、Ｅメー
ルで問合せ先へ　＊空きがあれば当日会場でも申込可　＊申込時に手
話通訳と2歳以上の未就学児の一時保育（定員制）の希望可

匿名・無料で受けられます
ＨＩＶ即日検査

12月1日の世界エイズデーにちなみ、ＨＩＶの
即日検査を実施します。匿名・無料で受けること
ができますので、ぜひ、ご利用ください。
［受付日時］12月4日（水）午前9時～10時　＊結
果は採血の約1時間後に口頭で説明（証明書・結
果票の発行は不可）　＊結果が判定保留になった
場合は別途説明日程を案内［ところ］本所保健セ
ンター（東駒形1－6－4）［対象］感染の疑いがあ
る日から3か月以上経過している方［定員］先着
40人［費用］無料［申込み］当日直接会場へ［問合
せ］保健予防課感染症係☎5608－6191　＊検
査以外の相談は随時 ▼向島保健センター(東向
島5－16－2)☎3611－6135　 ▼本所保健セン
ター☎3622－9137　で受け付け

区役所の販売場所等を一部変更します
すみだプレミアム付商品券

11月18日から、すみだプレミアム付商品券の
区役所の販売場所、申請・相談場所が下表のとお
り、一部変更されます。
[問合せ] ▼墨田区プレミアム付商品券専用ダイヤ
ル☎6667－6547　 ▼産業振興課産業振興担当
☎5608－6187　＊詳細は区ホームページを参照

閉じこもり状態になりがちな方へ
介護予防・生活支援サービス
事業「短期集中予防サービス」

理学療法士・作業療法士が高齢者の自宅を訪
問し、日常生活における「やってみたいこと」や「で
きるようになりたいこと」として設定した目標を
実現するために必要な体力の向上や生活動作の改
善等の相談指導を行う、「短期集中予防サービス」
を受けることができます。なお、治療を目的とし
たリハビリではありませんのでご注意ください。
[内容]自宅でできる筋力アップトレーニングメ
ニューの作成、生活動作の工夫や生活環境改善の
ための助言、安全に外出するための支援等 [実施
期間]3か月～6か月で1回90分以内　＊最大6回ま
で [対象]65歳以上で介護保険の要介護認定が要
支援1・2の方、基本チェックリストで事業対象者
に該当する方　＊通所型サービスを利用している
方を除く　＊ほかにも要件あり[費用]無料 [申込
み]お住まいの地域の高齢者支援総合センターへ
[問合せ]高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

障害のある方への虐待を防ぐために
墨田区障害者虐待防止セン
ター

　障害のある方への虐待を防ぐには、小さな兆候
を見逃さず、早期に発見することが大切です。
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する
支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」により、
障害のある方への虐待を発見した方は区市町村
へ通報する義務があります。虐待を受けたと思わ
れる障害のある方を発見した方や、虐待を受けた
方、虐待をしたと悩んでいる方は、すぐに通報ダ
イヤルへご連絡ください。秘密は厳守され、連絡
した方が特定されることはありません。
また、虐待ではなかった場合でも、通報したこ

とへの責任を問われることはありません。
[連絡先]墨田区24時間障害者虐待通報ダイヤル
☎3625－1103・℻  5608－6423[費用 ]無料　
＊通話料は自己負担 [問合せ]障害者福祉課障害
者相談係☎5608－6165・℻  5608－6423

国籍を問わず、誰もが暮らしやすいまちをめざして
　国内、そして区内においても、言語、文化、
宗教、生活習慣などの違いやこれらの無理解
から、特定の民族や国籍の人々を排

はいせき
斥する差

別的言動、いわゆるヘイトスピーチが起こっ
ています。こうした言動は、人々に不安感や
嫌悪感を与えたり、差別意識を生じさせたり
するだけでなく、人としての尊厳を傷つける
ことになりかねません。
　平成28年6月に施行された「本邦外出身者
に対する不当な差別的言動の解消に向けた
取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解
消法）」には、「国民は、本邦外出身者に対す
る不当な差別的言動の解消の必要性に対す
る理解を深めるとともに、本邦外出身者に対

する不当な差別的言動のない社会の実現に
寄与するよう努めなければならない」とあり
ます。また、この法律を踏まえ、平成30年10
月には「東京都オリンピック憲章にうたわれ
る人権尊重の理念の実現を目指す条例」も制
定されました。
　区には、現在約1万2800人の外国人が暮
らしており、観光や仕事で訪れる外国人も多
くいます。国籍を問わず、誰もが暮らしやす
いまちをめざし、私たち一人ひとりが、それ
ぞれの文化や生活習慣の違いを認め合い、多
様性を受け入れていくことが大切です。
［問合せ］人権同和・男女共同参画課人権同和
担当☎5608－6322・℻  5608－6934

人 権 コ ラ ム 68

期間 場所
販売 11月15日 (金 )

まで
区役所会議室21（2階）

11月18日（月）～
2年2月29日（土）

墨田区商店街振興組合連
合会事務局（区役所1階）

2年2月28日(金)
まで

区内郵便局

申請・
相談

11月15日 (金 )
まで

区役所会議室21（2階）

11月18日（月）～
2年1月31日（金）

区役所会議室62（6階）

注  販売時間は、月曜日～金曜日（祝日を除く）の午前9時～
午後5時です。（一部の郵便局で例外あり）

注  11月24日（日）は区役所１階区民相談コーナーで臨時販
売を行います。今後、臨時販売を行う場合は随時、区ホー
ムページに掲載予定です。
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すみだの企業で活躍する若者たち
ここには輝けるステージがある

イベント
区内の魅力的な企業に出会える企業説明会を開催します。ぜひ、お越しください。

[参加企業]区ホームページにて公開予定
[対象]39歳以下の若年求職者（学生も可）、子育て世代等の女性
[問合せ]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

2019/12/11（水）
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Ⅰ番館11階）

詳細は本紙7面を参照

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）

2020/2/18（火）
すみだ合同企業説明会in北千住 すみだ合同企業説明会in墨田区役所

　　　　　　　　　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

仕事の成果がすぐに表れる
鋳造の魅力は、溶かした金属を流し込むことで、

どんな形にもできる自由度の高さです。鋳物を
造形する際、鋳型に砂を込めるのですが、この「込
め」の作業が最終的な品質に関わる重要な過程
となります。
今はまだ、この作業を習得中ですが、自分の仕

事の成果が一日のうちに表れることがこの仕事
の楽しさであり、難しさでもありますね。
でも、年齢の近い先輩が積極的に声を掛けて
くれるので、相談もしやすく、安心して仕事に
打ち込むことができています。

協力会社との絆
きずな

弊社が手掛けている製造工程は、最終完成品
からすれば一部分であり、区内や近隣区の会
社と協力し合って製品づくりを行っています。
つまり、品質が優れた製品には、強い協力関
係で結ばれた多くの会社の技術が結集してい

▶常務の小林亮太さんと並ぶ大塚さん。お二人のやりとり
　からも温かい社風が伝わってきます。

るということです。
時折、協力会社の方が来て、弊社が出荷した
部品のさらに製造過程を経た物を見せてくれ
たり、一緒に新年会や旅行をしたりするなど、
信頼関係の深さと絆を実感しています。

感謝の心を忘れず、精進
鋳造を手掛ける企業は少なくなってきてい
ますが、鋳物の良さを多くの人に知ってもらい、
生活の様々な場面で使ってほしいと思います。
私自身も、まだまだ修行中の身ですので、「込
め」の作業のほかにも、自社で行っている全て
の作業を早く習得して、どの工程でも役割を果
たせるようになりたいと思っています。
そのために、日頃から心掛けているのはメモ
を取ることと、感謝することです。教えてもらっ
たことを忘れないように、その場でメモを取り、
新たな仕事を任された時には、まず「ありがとう
ございます」と感謝を伝えるようにしています。
日々、色々な仕事に挑戦させてもらえる分、

不安もありますが、それも中小企業だからこそ
経験できることだと感じています。
私は、これからも感謝の気持ちを忘れず、先代か

ら受け継がれてきた会社の風土や協力会社との信
頼関係などを大切にしていきたいと思っています。
そして、この会社の中で「いなくてはならない
存在」になれるよう頑張っていきます。

溶かした金属を型に流し込み、形づくる「鋳
造」の技術に魅了され、それまで勤めていた建
築業界から転身を果たす。2年目の現在は、鋳
物の切断や研磨、製品の出荷・管理を担当。
メモを欠かさない真面目な性格で、周りから
の信頼も厚い。

東日本金属株式会社
鋳造から組立まで一貫した製品づくりのほか、プレス、

メッキ・旋盤加工など様々なニーズに応える。近年は、
若手人材の雇用にも注力している。

大塚智之さん

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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すみだの企業で活躍する若者たち
今もなお、多くの企業が地域に根付くすみだ。世間では、「人材不足」
が深刻な課題となっていますが、すみだには、中小企業ならではの魅力
に惹

ひ

かれて就職した方も多くいます。すみだの中小企業だからこそ、得
られる「やりがい」と「めざせる夢」。今号では、区内３社で活躍する若
手社員を取材しました。ぜひ、ご覧ください。
[問合せ]経営支援課経営支援担当☎5608－6185

ここには輝けるステージがある

成果が人の目に触れる達成感
私の仕事では、クライアントの要望や会社の

方針等を勘案して、進めていくことが重要です。
そのため、相手のニーズをよく聞き取り、考え
を言葉で伝えていく、コミュニケーション力が
求められています。
紆
う
余
よ
曲折することは多々ありますが、自分の

手掛けたポスターなどが駅で貼り出されてい
る光景を目にすると、達成感がありますし、社
会貢献できているなと実感しますね。クライア
ントから新たな仕事をいただけることも、認め
ていただけたんだなと、とても励みなります。

明確に描けたビジョン
就職活動中は、様々な企業の説明会に行きま

したが、現在の会社へ入社した決め手は、自分
の将来のビジョンが明確にイメージできたこ
とでした。もっと規模の大きい企業の説明会

では、企業がどのような人材を求めているのか、
自分がそこで何をすべきなのか、正直わから
なかったので・・・。
それでも、入社して数年は、下請け業務や頼
まれ事をこなすことがほとんどなのかと思っ
ていました。しかし、実際は企画やレイアウト、
校正、印刷といった、自分のやりたかった工程
が一通りできていると感じています。
まだ入社して2年目ですが、自分が中心となっ
て手掛けた物が世の中に出る貴重な経験がで
きていることも、「大企業の中の一人」とは違っ
た魅力だと思いますし、とてもやりがいがあり
ますね。

デザインで課題を解決したい
私は、今はデザイナーとしても働いています

が、将来的には、クライアントの課題をどのよ
うに解決すればいいかというコンセプトワー
クから携わる、アートディレクターの役割に重
きを置いていきたいと考えています。
デザインは企業の課題を解決するものでもあ

り、統一感も非常に大切なので、いずれは１つ
のものではなく、例えば企業のノベルティ全体
のデザイン等も手掛けてみたいですね。今後も、
会社とクライアントの期待に応え、信頼を寄せ
てもらえるように、努力していきたいと思います。

▶来年のカレンダーの絵付け作業。手描きならではの優しい
   風合が伝わってくるデザインでした。

▶切り抜いたウレタンの確認作業。ちょうどよいサイズにな
　るまで試行を繰り返します。

想
おも
いを形にする醍

だい
醐
ご
味
み

大学では、デザインの基礎を学ぶことができ
ましたが、ある程度のことを身に付けてからは、
ものづくりを通じて早くビジネス社会に出た
いという気持ちが強くなり、入社を決めました。
自分の考えたイメージをCADを使って図面

に起こし、実際のモノとして作り上げるとこ
ろまで携われることが何よりのやりがいです。
先日は、歯科医師の方から、展示会等で使う

複数の治療器具を収めることができ、なおかつ
ディスプレイの土台としても使えるウレタン
の製作依頼がありました。異なる形状の数々
の器具を取り出しやすく、整然と収めるデザ
インの考察には苦労しましたが、イメージどお
りの仕上がりに、お客様にも大変満足していた
だけました。

仕事もプライベートも充実
中小企業は、残業が多くて仕事もハードとい

うイメージがあるかもしれませんが、うちの場
合は残業がほぼないので、午後5時半にはオフ
になっていますね。ワークライフバランスがしっ
かり取れているので、毎日がとても充実して
います。
休日の計画も立てやすいですし、突発的なプ

ライベートの事情などにも、とても理解をして
もらえるので、働きやすい環境だなと実感し
ています。

対応力の高さを広めたい
弊社は、カッティングプロッタの導入によっ
て、これまでよりも、さらに細やかで幅広いニー
ズにお応えできるようになりました。
しかし、弊社で対応できるような仕事の発注
先をなかなか見つけられない企業があるとい
う話も聞いています。これから、さらに弊社の
手掛けた製品が流通し、弊社の持つ技術と対
応力の高さが広く知れ渡ってほしいと思って
います。
将来的には、インターネットでも受注できる
ようにして、様々な場面で弊社の製品を使っ

ていただけるようにしたいですね。私も、その
一翼を担う存在として、日々の業務に力を尽
くしていきたいと思います。

大東印刷工業株式会社
企画制作から印刷、製本、配送までほぼ全ての工程を

自社内で手がける。デザインを通じて、クライアントのビ
ジネス課題を解決する区内きっての印刷会社。

有限会社サトウ化成
ウレタン等の緩衝材の型抜き加工やフッ素コートを得

意とするメーカー。小ロットでも、幅広いニーズに応じ
る柔軟な対応力に定評がある。

「早く社会に出たい」と一念発起し、情報系の
大学を中退し、現在の仕事へ就く。緩衝材の抜
き加工のほか、専用ソフト（CAD）の図面に沿っ
て型を抜くカッティングプロッタを扱える社内
唯一の存在。幅広いニーズに応えられる自社の
強みを広く知ってもらいたいと語る、若き5年目。

小田垣 宥希さん

美術大学卒業後、就職。在学中に培った画
力を生かし、現在はアートディレクター兼デ
ザイナーとして活躍。
クライアントの要望を聞き、その場でラフを
起こすスピードと、多彩にタッチを変えるテ
クニックを兼ね備えた入社2年目の期待の星。

遠藤万由さん

広告 糖尿病市民講座（無料）11月30日（土）北千住マルイ11Fギャラリー12時～16時　NPO法人ADMS☎03－3840－2111
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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

暮
ら
し

家庭でできる本格的味
み そ
噌と甘酒

作り
12月5日（木）午前11時～午
後2時

本所地域プラザ（本所
1－13－4）

定先着24人　費1200円（材料費込み）　持エプロン、筆記用具　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

大人のためのすみだ自然観察会
第5回「すみだ以外の東京の自然
を観察しに行こう！」

12月7日（土）午前10時～正
午　＊区役所1階正面玄関
前に30分前に集合

葛西臨海公園鳥類園(江
戸川区臨海町6－2－1）　
＊往復バスで移動（現地
集合・解散も可）

内冬の渡り鳥を観察し、そ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、双眼鏡（お持
ちの方のみ）　申 11月12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

出前講座「終活」 12月7日（土）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)

内終活の基礎知識やトラブルに遭わないためのポイント等を学ぶ　【講
師】横田久美氏（東京都消費生活総合センター消費者啓発員）　定先着
30人程度　費無料　申事前に東駒形コミュニティ会館☎3623－
1141へ

第３回エコライフ講座「ごみの
最終処分場を見
に行こう！中央
防波堤埋立処分
場見学」

12月9日（月）午後0時半～4
時　＊区役所1階アトリウ
ムに10分前に集合

中央防波堤埋立処分場　
＊往復バスで移動

対区内在住在勤在学の方　定20人(抽選)　費無料　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11月25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　＊抽選
結果は後日通知　＊動きやすい服装で参加

消費者講座「備えておきたい！
〝悪質商法や特殊詐欺の被害に遭
わないために〞」

12月10日（火）午後2時～3
時半

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

対区内在住在勤在学の方　定先着100人　費無料　申 11月12日午
前9時から電話で、すみだ消費者センター☎5608－1516へ

すみだと世界をつなぐ水の大切
な話　第4回都市と水「東京低地
の暗

あんきょ
渠を見てみよう！」

12月12日（木）午後1時～5
時

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内六間堀・五間堀など、近代都市化に伴って埋められた暗渠を歩く　
対区内在住在勤在学の方　定20人（抽選）　費無料　持筆記用具　申住
所・氏名・年齢・電話番号を、はがきまたはファクス、Eメールで、11月
21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)℻  050－3488－2040・ info-japan@
wateraid.orgへ　問環境保全課環境管理担当☎5608－6207

健
康
・
福
祉

ボランティア説明会 11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

福祉機器展示室展示会　転ばず
に元気に歩こう「足に合う靴・
カラダに合った杖

つえ
」

11月19日(火)～21日(木)
の午前9時半～午後4時

シルバープラザ梅若（墨
田1－4－4）

内転倒を予防し歩行をサポートする、靴と杖の展示・
相談・体験会　費無料　申期間中、直接会場へ　問う
めわか高齢者支援総合センター☎5630－6541

ローズティーの会（同愛認知症家
族会）

11月22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など　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

初心者向け太極拳教室（全4回） 12月3日～24日の毎週火曜
日午後1時半～3時半

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）　費無料　申 11月18日
までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

健康体力づくり教室(からだい
きいき体操、ゆるやかヨガなど
全8教室・各教室全8回)

12月4日(水）～令和2年2
月26日(水 )　＊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 18歳以上の方　定各教室先着70人　費各教室2550円　申 11月
11日午前9時から、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

会食サービス「うめわか食堂」
〝みんなで楽し
く、お昼を食
べませんか〞
（全4回）

12月12日・26日、令和2
年1月9日・23日いずれも
木曜日午前11時半～午後1
時

梅若ゆうゆう館（墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内）

内温かく栄養バランスのとれた食事を参加者同士で楽しむ　＊アレル
ギー食などへの対応不可　対区内在住の65歳以上で、ひとり暮らしの
方や、外出の機会が少なくなった方など　＊初参加者を優先　定 10人
（抽選）　費 2000円　申 11月25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

身体障害者向け「2wayフラワー
アレンジメント教室」

12月16日（月）午前10時～
正午

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内クリスマス・お正月兼用のフラワーアレンジメントを作る　対区内
在住で身体に障害のある方　定15人（抽選）　費2500円　申教室名・
住所・氏名・年齢・ファクス番号を、直接または電話、ファクスで11
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

障害児施設読み聞かせボラン
ティア養成講座（全3回）

12月16日（月）・17日（火）
午前10時～正午、12月20
日（金）午後4時～5時

ひきふね図書館（京島
1－36－5）

対講座修了後、障害児施設で子どもへの読み聞かせを行うボランティ
アとして活動できる方　定先着20人　費無料　申事前に、ひきふね
図書館☎5655－2350へ　＊受け付けは12月6日まで

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〞

12月18日（水）午後　＊時
間の詳細は申込先へ

向島保健センター（東
向島5－16－2）

内家族関係等の悩みを専門家に相談する　対区内在住の方　費無料　
申11月12日午前8時半から電話で向島保健センター☎3611－6193へ

第３回セカンドステージセミナー
「童謡からシャンソン・ジャズま
で」「ストレッチ体操」「合唱」

12月18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）

【講師】吉岡リサ氏（歌手）、柘植哲夫氏（理学療法士）　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　＊受け付けは午前10時～午後4
時（土・日曜日、祝日を除く）　問高齢者福祉課支援係☎5608－6168

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〞

12月26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、こころの病のある方の家族　定先着20人　費無料　
申11月12日午前8時半から電話で向島保健センター☎3611－6193へ

子
育
て
・
教
育

すみだキラキラママのつどい 11月27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　定 ▼ クリスタルボールセラ
ピー＝先着5人　 ▼バランスボールで産後ケア＝先着5組　 ▼ロゼッ
トづくり＝先着8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　 ▼育児教室ってどんなところ？
＝先着6人　費各プログラム800円（材料費込み）　申事前にプログラ
ム名・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
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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

墨田区立中学校教育研究会によ
る一斉研究授業の公開

11月27日（水）午後2時～2
時50分

区内中学校 【教科】 ▼本所中学校（東駒形3－1－10）＝理科　 ▼両国中学校（横網
1－8－1）＝社会、数学　 ▼錦糸中学校（石原4－33－14）＝技術・家
庭、英語　 ▼吾嬬第二中学校（八広4－4－4）＝特別支援学級　 ▼寺
島中学校（八広1－17－15）＝国語　 ▼文花中学校（文花1－22－7）
＝美術　 ▼桜堤中学校（堤通2－19－1）＝保健体育　 ▼吾嬬立花中
学校（立花5－48－2）＝音楽　費無料　申当日直接会場へ　問指導
室指導主事担当☎5608－6307

親子料理×科学教室「科学の力
でブッシュドノエルづくり」

12月1日（日）午後1時半～3
時半

八広地域プラザ（八広
4－35－17）

対小学生とその保護者　定先着10組20人　費 1人500円　持エプロ
ン、三角巾(バンダナ）、布巾、タオル　申 11月12日から八広地域プラ
ザ☎6657－0471へ　＊受け付けは11月27日までの午前9時～午後8
時（11月18日は休館）

英語のおはなし会 12月1日(日)午後2時～3
時

八広図書館(八広5－
10－1－104)

【講師】チェバスコ・デイビッド氏（千葉大学・青山学院高等部講師）　
対 5歳～小学校3年生　＊保護者の同伴可　定先着10人　費無料　
申11月12日午前9時から八広図書館☎3616－0846へ

ママのゆったりタイム 12月5日（木）、令和2年1月
9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話し合う　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

心とからだを整える産後のセル
フケア（全2回）

12月10日（火）・24日(火)
午前10時～正午

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（12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 11月12日から八広地域プラザ☎6657－0471へ　
＊受け付けは11月30日までの午前9時～午後8時（11月18日は休館）

仕
事
・
産
業

とき時あーと展2019 11月15日（金）～20日（水）
の午前10時～午後6時

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）

内屏
びょうぶ
風、革工芸、桐工芸などの作品展示・販売　費無料　申期間中、

直接会場へ　問産業振興課産業振興担当☎5608－1437

「革
かっぱ
童」すみだ国産豚革靴発表会 ▼ 発表会＝11月19日（火）

午後7時～9時　 ▼展示・販
売＝11月20日(水)～12月
20日(金)の午前11時～午
後9時

THE COVER NIPPON
(港区赤坂9－7－3東
京ミッドタウンガレリ
ア3階 E‒0305)

内区内で生産した豚革を主素材として開発した豚革靴の発表会（試し
履き）・展示・販売　費無料　＊購入は自己負担　申期間中、直接会
場へ　問 ▼ 墨田豚革振興委員会☎6661－8775　 ▼産業振興課産業
振興担当☎5608－1437

すみだ合同企業説明会in北千住
〝若者と女性の働き方を応援して
くれる企業に出会える！〞

12月11日（水）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Ⅰ
番館11階)

【参加予定企業数】約14社　対 39歳以下の若年求職者（学生も可）と子
育て世代等の働きたい女性　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　＊就活セミナーも同日開催予定（詳細は
区ホームページを参照）

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）」

11月29日（金）までの ▼初心
者ヨガ教室＝月・水・金曜
日　 ▼成人水泳教室＝月・
金曜日（初級）、木曜日（中・
上級）　＊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　定各教室先着5人　＊1人1回まで　
費各教室1回1100円　申事前に電話で両国屋内プール☎5610－0050へ

家
うちどく
読講演会「読書で育む家族の

きずな」
11月30日（土）午前10時～
正午

ひきふね図書館（京島
1－36－5）

内読書で家族のコミュニケーションを深めることを目的とした読書運
動「家読」の基本や取組方法などについて学ぶ　対保護者、家読に関心
がある方　定先着50人　費無料　申事前に講演会名・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

第194回すみだ文化講座「忠臣蔵」
〝浅野内匠頭は、忠臣だった⁉ド
キュメント討入事件とフィクショ
ン歌舞伎〞

12月7日（土）午後2時～4時 【講師】松島 茂（元 墨田区立図書館員）　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、ファクスで、ひきふ
ね図書館☎5655－2350・℻  5655－2351へ　＊詳細は墨田区立図
書館のホームページを参照　＊手話通訳を希望する場合は11月20日
までに申込みが必要

すみだ地域学シリーズ「もっと
知ろう地域の文化・歴史〝落語は
向島生まれ⁈ 〞」

12月15日（日）午後1時～３
時

すみだ生涯学習セン
ター（東向島2－38－7）

【講師】瀧口雅仁氏（演芸評論家、恵泉女学園大学講師）　定 80人（抽選）　
費 700円　＊区内在住在勤在学の方は600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11月29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　＊すみだ生涯学習センターのホームページから
も申込可　＊空きがあれば、締切り後も申込可

日本語ボランティア養成講座（全
7回）

令和2年1月14日（火）・21
日（火）・24日（金）・28日
（火）・31日（金）、2月4日
（火）・7日（金）午前9時半～
11時半

区役所会議室123（12
階）ほか

対区内在住在勤の20歳以上で、外国人に日本語を教える熱意がある
方　定 20人（書類選考）　費無料　＊教材費は別途自己負担　申申込
書を直接または郵送、Eメールで11月29日（必着）までに、〒130－
8640文化芸術振興課文化芸術・国際担当（区役所14階）☎5608－
6212・ BUNKASHINKOU@city.sumida.lg.jp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

東京2020公認プログラム　オ
リンピック深読み講座「聖火リ
レーのひみつ」（全2回）

令和2年1月19日（日）・26
日（日）午後1時半～3時

すみだ生涯学習セン
ター（東向島2－38－7）

【講師】舛本直文氏（首都大学東京オープンユニバーシティ特任教授）　
定 80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11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　＊すみだ生涯学習センターのホー
ムページからも申込可　＊空きがあれば、締切り後も申込可
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区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

暮
ら
し

墨田育英会令和2年度新規奨学
生の募集（二次募集）

対国公立・私立の高等学校・高等専門学校・専修学
校（高等課程）への進学を希望し、次の全ての要件を
満たす中学校3年生 ▼保護者が区内に1年以上居住し
ている　 ▼経済的な理由で進学が困難である　 ▼成
績が優秀である　 ▼世帯の収入が基準以下である　

▼同種の奨学金を他から受けていない　【奨学資金
の貸付月額】 ▼国公立＝1万8000円　 ▼私立＝3万
5000円　＊4月・7月・10月・1月に支給　【入学
準備金の貸付額】 ▼国公立＝10万円以内　 ▼私立＝
20万円以内　＊3月下旬に支給　【利率】無利子

【償還方法等】貸付終了後1年間据置き、15年以内の月賦・半年賦・年賦
等で償還　＊入学準備金のみの場合は、貸付後1年間据置き、7年以内
の月賦・半年賦・年賦等で償還　【募集数】10人程度　選書類選考　
申申請書・住民票(世帯主との続柄が記載された世帯全員のもの）・所
得を証明するもの(父母または申込者を扶養している方の課税証明書
等）・学校の奨学生推薦調書を ▼区立中学校在学の生徒＝各区立中学校
へ　 ▼区立中学校以外に在学の生徒＝直接または郵送で令和2年1月10
日(必着)までに、〒130－8640公益財団法人墨田育英会（区役所11
階・教育委員会事務局庶務課内）☎5608－6302へ　＊申請書は各区
立中学校と申込先で配布

仕
事
・
産
業

墨田区常勤職員（看護師）の募集 種／対 ▼看護師（Ⅱ類）＝昭和50年4月2日以降に生
まれ、看護師の免許を有する方（令和2年3月31日ま
でに免許取得見込みの方も可）　＊国籍は不問　＊取
得見込みとして受験した方が2年3月31日までに免許
を取得できない場合は採用不可　【採用予定数】1人

【第1次選考日】12月8日(日)　＊時間は受験者に後日通知　【採用選考案
内・申込書の配布場所】申込先、区民情報コーナー（区役所1階）、各出張
所・図書館ほか　＊区ホームページからも出力可　申申込書等を直接
または郵送で11月25日（消印有効）までに、〒130－8640職員課人事担
当（区役所8階）☎5608－6244へ　＊詳細は採用選考案内を参照

産業観光プラザ すみだ まち処
「すみだの歳時ゾーン」における
令和2年度企画展提案の募集

内すみだの産業・歴史・文化・観光に関する企画展
提案の募集　対区内の事業者で構成し、次の全ての
要件を満たす組合・団体等 ▼特別区民税・都民税を
滞納していない　 ▼製品展示・実演・即売等の企画
内容が具体的で、組合・団体・区のPRにつながる

申企画書を直接または郵送、ファクスで12月6日(必着)までに、産業観
光プラザ すみだ まち処（〒131－0045押上1－1－2東京ソラマチ®5
階）☎6796－6341・℻  6796－6345へ　＊企画書の書式等は申込先
で配布　問 ▼産業観光プラザ すみだ まち処　 ▼観光課観光担当☎
5608－6500

＝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 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

イ
ベ
ン
ト

第29回京島文化まつり「京島の
秋の恒例行事へお越しください」

11月16日（土）午前10時～
午後4時、11月17日 (日 ) 
午前10時～午後3時　＊各
種イベントは11月17日の
み

▼作品展＝京島第二集
会所(京島3－52－8・
キラキラ会館)　 ▼各
種イベント＝原公園(京
島3－44－14)周辺

内地域住民による書・絵画・写真の展示、第四吾嬬小学校児童による
絵画の展示、京島フォトコンテスト2019の展示、文花中学校生徒によ
る吹奏楽の演奏、あづま太鼓の演奏、キッズダンス、模擬店、ゲームコー
ナー、フリーマーケットなど　費無料　＊一部自己負担あり　申当日
直接会場へ　問墨田まちづくり公社京島事務所☎3617－2262

L
ラ テ ン
atin & J

ジ ャ ズ
azz in 吾嬬の里 12月13日（金）午後6時～8

時
八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内ラテン音楽とジャズのコンサート　対20歳以上の方　定先着55人　
費2500円（軽飲食代込み）　申11月12日から八広地域プラザ☎6657－
0471へ　＊受け付けは12月10日までの午前9時～午後8時（11月18
日は休館）

ぽ
け
っ
と

児童向け防災訓練「イザ！カエ
ルキャラバン！」

11月17日（日）午後1時～4
時

言問小学校（向島５－
40－14）

内防災体験でポイントを集め、おもちゃと交換する　費無料　申当日
直接会場へ　問一寺言問を防災のまちにする会☎090－2524－0052

消費税軽減税率制度説明会 11月18日（月）午後3時～4
時

本所税務署（業平1－7－
2）

対事業者　定先着50人　費無料　申当日直接会場へ　問本所税務署
法人課税第1部門☎3623－5171（音声案内の「2」を選択）

11月21日（木）午前10時～
11時半、12月18日（水）午
後2時～3時半

一般社団法人向島青色
申告会（東向島3－15－
23）

対事業者　定各日先着20人　費無料　申事前に電話で一般社団法
人向島青色申告会☎3612－1094へ　問向島税務署個人課税第1部
門☎3614－5231（音声案内の「2」を選択）

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

北斎没後170年記念
墨田区・台東区文化交流事業「北斎と川柳」パネル展開催中

北斎館の北斎作品がやってくる！
北斎没後170年記念 北斎 視覚のマジック 小布施北斎館名品展

葛飾北斎といえば、誰もが
その代表作の一つは思い浮
かべることができるほど世
界的に有名な浮世絵師です
が、川柳家という一面も持っ
ていたことはご存じでしょ
うか。北斎は、台東区で発祥
した川柳に熱中し、数々の作
品を残しています。中でも、

次回の企画展は「北斎 視覚のマジック」と題し、構図や形に不自然な要
素を加えているにもかかわらず、まったく不自然さを感じさせない作品を
制作する北斎の魅力に迫ります。初期から晩年に至るまでの肉筆画をはじめ、
代表作「冨嶽三十六景」の錦絵など、北斎館（長野県上高井郡小布施町大字
小布施485）所蔵の名品およそ130点が一堂に揃

そろ
う展覧会です。普段は小

布施でしか見ることができない北斎作品を、
すみだ北斎美術館でお楽しみください。
[とき]11月19日（火）～令和2年1月19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 [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　＊観覧日当日に
限り、常設展も観覧可能　＊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

▲風流おどけ百句　炎天にすべるを見れば瓜の皮

「風流おどけ百句」というシリーズでは戯画風の挿絵とともにユニーク
な川柳を紹介しています。現在、墨田区・台東区文化交流事業「北斎と
川柳」では、北斎と川柳のつながりについて説明したパネルや、公募し
た川柳の入選作品を展示しています。これまでとは異なる、北斎の新た
な一面をぜひ、お楽しみください。
[とき]11月20日（水）までの午前９時半～午後５時半 [ところ]すみだ北
斎美術館講座室「MARUGEN100」（亀沢2－7－2）[費用]無料　＊観覧
券不要［問合せ］文化芸術振興課文化芸術・国際担当 ☎5608－6115

墨田区のお知らせ8 2019年（令和元年）11月11日




