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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

墨田区のお知らせ6 2019年（令和元年）11月11日
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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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☎ ＝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

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
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