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ファミリー会員宅にて、保護者在宅の
もと、お子さんの見守りを行います。

保護者が外出する時などに、生後6か
月以上のお子さんをお預かりします。

［とき］3月6日（金）午前8時半～午後3時半［ところ］すみだボランティアセンター（東向島2－17－14）［対象］区内在住の
20歳以上で、子育て支援に理解があり、心身ともに健康な方［定員］先着10人［費用］無料　＊別途、各自で普通救命講習
（1400円）の受講が必要［持ち物］筆記用具、エプロン、身分証明書［申込み］事前に、すみだファミリー・サポート・センター
（亀沢3－20－11関根ビル4階）☎5608－2020へ　＊受け付けは午前9時～午後5時

▲ 前回の講習会の様子

サポート会員の児島さんが、お子さん
を保育園に迎えに行き、赤羽さん宅ま
で送ります。

保育園や幼稚園、小学校、学童ク
ラブなどの送迎を行います。

おかえ
り！

\
\

ただいま！

▲この日は、金山さんがお子さんを見ている間に小
西さんは夕飯の支度をしていました。子育てのささ
いな疑問を金山さんに相談する場面も。

●送迎●見守り ●預かり

サポート会員の金山さんが小
西さん宅を訪問し、お子さん
のお世話をします。その間、
小西さんは安心して家事をす
ることができます。

活動事例1 
見守り

【サポート会員】金山雅代さん（活動4年目）
【ファミリー会員】小西直美さん（お母さん）とお子さん（生後6か月）

お母さん、
今日は

何作ってる
のかなー？

\
\

金山さんの抱っこでご機嫌！

活動事例2 
送迎

【サポート会員】児島陵子さん（活動1年目）
【ファミリー会員】赤羽直子さん（お母さん）とお子さん（2歳）

赤羽さんご家族（左）と児島さん（右）▶

同じ地域だからこそ、できることがあります
　昨年、会員登録し、現在は小学生の
女の子の送迎など、無理なく活動をし
ています。地元だからこそ、地域の中
で子どもを連れていけるお店や場所の
情報をお母さんに教えてあげることも
できます。子どもと接することが、私
自身の元気の源となっています！

▲ 「下の子が生まれたばかりで、手がかか
る時期なので、児島さんが上の子の送
り迎えをしてくださり、本当に助かっ
ています。」と、赤羽さんも喜んでいます。

帰り道、

おててつない
で、安心！

\ \

　すみだファミリー・サポート・センターから活動依頼の相談があ
ります。その後センター職員と一緒に、ファミリー会員との事前顔合
わせを行います。

すみだファミリー・サポート・センターの概要・利用
方法等の詳細は、リーフレットまたは区ホームページ
をご覧ください。
［配布場所］すみだファミリー・サポート・センター、
子育て支援総合センター（京島1－35－9－103）　ほか

まずは「サポート会員養成集中講座」へ

男性も活躍中！
子育ての合間にも活動できます！
謝礼金は1時間あたり
800円～1000円

サポート会員は、どんな活動をしているの？

サポート会員登録後、いざ活動へ！

子育ての困りごとを地域で解決！
子育て応援、しませんか？
　すみだファミリー・サポート・センターは、子育ての手助けを必要とする方（ファミリー会員）と、子育てのお手伝い
ができる方（サポート会員）を地域でつなぐ会員組織です。現在、子育てのお手伝いをしてくださるサポート会員を募
集しています。あなたもサポート会員となって、地域の子育ての輪に参加してみませんか。
［問合せ］ ▼すみだファミリー・サポート・センター☎5608－2020　 ▼子育て支援総合センター☎5630－6351

サポート会員の実際の活動をご紹介します！

小西さん親子（左）と金山さん（右）▶

子どもはもちろん、親御さんたちの
笑顔にも元気をもらっています！

　活動後に、親御さんから「おかげで、子育ての
ストレスから少し解放されて気持ちが和らいだよ」
と言ってもらえることが、とても嬉

うれ
しいです。

　子どもが好きな方であれば、子育て経験が
ない方でも、男女を問わず、地域の中で子育
てのお手伝いができますよ。

サポート会員
になるには

↓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
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◆2面以降の主な内容
2面 ･･････ 江東橋児童館学童クラブ

緑分室
3面  ･･････講座・教室・催し
4・5面 ･･･ 中学生区議会
6～8面 ･･･講座・教室・催し・募集

毎月 1日・11日・21日発行
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鷲尾麻衣

利用児童を募集します
江東橋児童館学童クラブ緑
分室

5月1日に開設する江東橋児童館学童クラブ緑
分室（緑3－8－1）の利用児童を募集します。
[対象]保護者の就労等により、放課後、家庭での
養育が受けられない小学校1年生～3年生　＊小
学校4年生以上は特に必要と認められた場合のみ
利用可 [定員]40人(選考)[申込み]申請書等を直
接2月17日～28日午後7時に江東橋児童館（江東
橋1－15－4）へ　＊申請書等は申込先で配布し
ているほか、区ホームページからも出力可 [問合
せ]子育て政策課児童館担当☎5608－6195

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2月期分(令和元年
10月分～2年1月分)を、ご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振り込みが遅れる場合が
あります。詳細はお問い合わせください。
また、昨年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は、手当を受給することがで
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。
[問合せ・提出先]子育て支援課児童手当・医
療助成係☎5608－6160

毎年申請が必要です
簡易工事受注参加登録

区が発注する簡易工事の受注を希望する事業
者の登録申請を受け付けています。継続登録を希
望する事業者も、必要書類を提出しないと、3月
31日で登録の有効期限が切れますので、忘れず
に申請してください。
[対象]区内中小企業者等 [必要書類] ▼新規登録
＝申請書、最新の納税証明書など　 ▼継続登録＝
最新の納税証明書　＊申請書や必要書類の詳細等
は、区ホームページを参照[申込み]随時、必要書
類を直接または郵送で、〒130－8640契約課契
約係（区役所8階）☎5608－6252へ　＊競争入札
参加の資格審査申請は、東京電子自治体共同運営
電子調達サービスのホームページで随時受け付け

2月19日（水）に行います
全国一斉情報伝達試験

国が人工衛星を通じて国民に緊急情報を伝達
する「全国瞬時警報システム（Ｊアラート）」によ
る全国一斉情報伝達試験を実施します。区内各所
に設置している防災行政無線（屋外スピーカー等）
から試験放送が3回流れるとともに、すみだ安全・
安心メール、区公式ツイッター・フェイスブック
などにより文字情報を配信する予定です。なお、
放送終了後1時間以内であれば、放送内容を電話
応答サービス☎5608－6274でも確認できます。
[とき]2月19日（水）午前11時　＊全国の災害等
の発生状況により中止となる場合あり [問合せ]
安全支援課安全支援係☎5608－6199

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
おすすめ公演情報

上岡敏之＆新日本フィルハーモニー交響楽団

区立隅田公園(向島1－3)に新しく生まれる「広場」の愛称募集！

マルタ・アルゲリッチ　藤倉 大　そして
ヒロシマ

NHKスペシャル 映像の世紀コンサート

人間国宝 坂東 玉三郎が朗読で、平和を祈念
する音楽に力を与えます。
[とき]3月10日（火）午後7時開演 [曲目]ベー
トーヴェン／ゲーテの悲劇〝エグモント〞へ
の音楽、交響曲第5番ハ短
調 [出演]上岡敏之（指揮）、
坂東 玉三郎（朗読）、櫻井
愛子（ソプラノ）、新日本フィ
ルハーモニー交響楽団 [入
場料] ▼ S席＝7000円　 ▼ A
席＝ 6000 円　 ▼ B 席 ＝
5000円

アルゲリッチが広島とすみだをつなぎ、平
和への祈りをピアノで奏でます。
[とき]3月13日（金）午後7時開演 [内容] ▼第1
部＝トーク・セッションなど　 ▼第2部＝ベー

貴重な歴史的映像の上映と美しい音楽の生
演奏で人類の「記憶」を体験します。
[とき]3月15日（日）午後3時開演 [内容] ▼スク
リーン映像＝2016年制作「映像の世紀」　 ▼音
楽＝パリは燃えているか ほか[出演]加古 隆（ピ
アノ）、岩村 力(指揮)、山根基世（ナレーション）、
東京フィルハーモニー交響楽団 [入場料] ▼ S
席＝8800円　 ▼ A席＝7700円　 ▼ B席＝
5500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　＊いずれの公演も区内在住在勤の
方と区内在住在学の小学生～高校生は割引あり

坂東 玉三郎

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

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

すみだ平和祈念音楽祭2020

［とき］4月7日（火）～令和3年3月30日（火）　＊休館日・年末年始と他の事業等で会場を使用する日を
除く　＊日程の詳細は各申込先へ［会場／定員等］下表のとおり［対象］区内在住の65歳以上で、要介護
認定を受けていない方［費用］各班5200円（保険料込み）［申込み］申込書とはがき（返信先の宛名を記入）
を、郵送で2月29日（必着）までに各申込先へ　＊申込書は問合せ先と各会場で配布［問合せ］スポーツ
振興課スポーツ振興担当（区役所14階）☎5608－6312

運動習慣を身に付けて、健康な体を作りましょう
高齢者健康体操教室（各班全40回）

班 とき 運動強度 会場／定員 申込先
1班 火曜日午前9時～10時20分 中 区総合体育館（錦糸4－

15－1）／各班90人（抽
選）

NPO法人両国倶楽部事務局
（〒130－0015横網1－8－
1・両国中学校内）☎3622－
5181

2班 火曜日午前10時半～11時50分 弱
3班 金曜日午前9時～10時20分 弱
4班 金曜日午前10時半～11時50分 中
5班 金曜日午前9時半～10時50分 弱 八広地域プラザ（八広4－

35－17）／ ▼ 5・8班＝
各班40人（抽選）　 ▼６・
７班＝各班45人（抽選）

NPO法人スポーツドアあず
ま事務局（〒131－0041八広
4－35－17・八広地域プラ
ザ内）☎3617－9002

6班 金曜日午前11時～午後0時20分 中
7班 火曜日午前9時半～10時50分 中
8班 火曜日午前11時～午後0時20分 弱

隅田公園の芝生と舗装の「広場」(令和2年3月に整備完
了予定）の愛称を募集しています。抽選で商品券などプレ
ゼントを進呈します。結果は3月末に発表の予定です。
[申込み]2月20日(予定)までに区ホームページから申
込み　＊整備の概要、応募の条件などの詳細は区ホーム
ページを参照 [問合せ]北十間川水辺活用協議会事務局
(公共施設マネジメント担当内)☎5608－1455

トーヴェン／ピアノ、ヴァイオリンとチェロの
ための三重協奏曲 [出演]マルタ・アルゲリッ
チ（ピアノ）、藤倉 大（作曲） ほか [入場料] ▼ S
席＝1万3000円　 ▼ A席＝1万1000円　 ▼ B
席＝9000円

環境への意識を育みます
区立小・中学校での給食用
牛乳紙パックのリサイクル

区立小・中学校の給食で飲み終えた牛乳紙パッ
クは、これまで乳業事業者が回収してリサイクル
処理を行ってきましたが、令和２年度から、各区
の責任において回収等を行うことになりました。
牛乳紙パックは、約20個で1ロールのトイレッ
トペーパーを作ることができる貴重な資源です。
地球環境への意識を高め、ごみの減量などに積
極的に取り組むことができるよう、4月から児
童・生徒が牛乳紙パックを解体する役割を担
います。実施に向けて、今年度中に解体する練
習を開始しますので、ご理解とご協力をお願い
します。
[問合せ]学務課給食保健・就学相談担当☎5608－
6305

ヘルプカードをご利用ください
障害のある方が周りの方
に手助けを求めるカード
[問合せ]障害者福祉課庶
務係☎5608－6217・
5608－6423

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）

2 墨田区のお知らせ

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）

2020年（令和2年）2月11日



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お知らせ
☎ ＝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
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こよう
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政書士に相

そうだん
談する　【対

たいしょう
象】

外
がいこくじん
国人の方

かた
、外
がいこくじん
国人と関

かんけい
係がある日

にほんじん
本人の方

かた
　【費

ひよ う
用】無

むりょう
料　【申

もうしこ
込み】

当
とうじつ
日直

ちょくせつ
接会

かいじょう
場へ　【問

といあわ
合せ】 ▼東

とうきょうと
京都行

ぎょうせいしょしかい
政書士会墨

す み だ
田支

し ぶ
部☎080－

3596－7830　 ▼ 文
ぶんかげいじゅつしんこうか
化芸術振興課文

ぶんかげいじゅつ
化芸術・国

こくさいたんとう
際担当☎5608－

6212

令和元年度エコライフ講座 申講座名、希望回、住所、氏名、年齢、電話番号、ファクス番号、Eメー
ルアドレス、アレルギーの有無・食品名(第9回のみ)を、ファクスまた
はEメールで各申込期限までに環境保全課環境管理担当☎5608－
6207・℻  5608－1452・ KANKYOU@city.sumida.lg.jpへ　＊締
切後に受講確認通知あり

▼第8回「小さな春を先取り！
エコな寄せ植えをつくろう」

2月27日(木)午後1
時半～3時

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)

内クリアホルダーを使って寄せ植えを作る　対区内在住在勤在学の
方　定 20人(抽選)　費 500円(材料費)　持手袋、工作用はさみ、作
品を持ち帰るための袋、雑巾　【申込期限】2月17日

▼第9回「科学の力で光るス
テンドグラスクッキーを作
ろう！」

3月8日(日)午後
1時半～4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小学校3年生以上　＊中学生以下は保護者の同
伴が必要　定 32人(抽選)　費 500円(材料費)　持エプロン、ハンド
タオル、三角巾　【申込期限】2月25日

▼第10回「ふろしき王子に学
ぶ　便利で可

か わ い
愛くて楽し

い！ふろしき超活用術」

3月9日(月)午後2時～4時 区役所会議室131(13
階)

対区内在住在勤在学の方　定 50人(抽選)　費無料　持風呂
敷(1m×1m・50cm×50cm)各1枚　＊お持ちでない方は
貸出可　【申込期限】2月25日

ひなまつりの寄せ植
え作り講習会〝土を再
生しよう〞

2月28日(金)午後1時～3
時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内 土の再生方法を学び、寄せ植えを作る　対 区内在住在勤の方
定先着20人　費 2000円(容器代込み)　持薄手の手袋、エプロン、作
品を持ち帰るための袋　申 2月12日午前9時から電話で環境保全課緑
化推進担当☎5608－6208へ

家庭でできる本格的味
み そ
噌と豆腐

作り
3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 1500円(材料費込み)　持エプロン、筆記用具、飲物　
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

初心者のための広報紙づくり
「Wordで広報紙をつくろう！」

3月7日(土)午後7時～8時 八広地域プラザ(八広
4－35－17)

定先着10人　費無料　持ワードがインストールされたノートパソコ
ン　＊先着で若干数貸出可　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471
へ　＊受け付けは3月1日までの午前9時～午後8時(2月17日は休館)

〝まち〞の緑を見よう！感じよう！
楽しもう!!「みどりの探検隊」

3月13日(金)午前9時半～
午後3時　＊すみだリバーサ
イドホール1階会議室(区役
所に併設)に10分前に集合

ECOM駿河台(千代田
区神田駿河台3－11－
1・三井住友海上火災
保険株式会社内)ほか　
＊往復バスで移動

内屋上緑化や壁面緑化を実施している区内外の施設を見学し、都市の
緑について考える　対区内在住の方　定先着15人　費無料　＊昼食
代は自己負担　持筆記用具　＊動きやすい服装で参加　申2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

吾嬬の里プレゼ
ンツ 午後のクラ
シック

3月15日(日)午後2時～3
時　＊開場は午後1時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

【出演】NHK交響楽団員など　対小学生以上　定先着110人　費無料　
申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは3月13日
までの午前9時～午後8時(2月17日は休館)

消費者講座「お金の知識と理解
について！」

3月16日(月)午後2時～3
時半

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)

内金融知識を身に付け、トラブルを未然に防ぐ方法を学ぶ　対区内在
住在勤在学の方　定先着50人　費無料　申 2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

健
康
・
福
祉

「すみだハート・ライン21事業」
「ミニサポート事業」説明会　

2月18日 (火 )・25日 (火 )
午前10 時～11時半

▼2月18日＝地域福祉
プラットフォーム キ
ラキラ茶家(京島3－
49－18)　 ▼2月25日
＝すみだボランティア
センター分館(亀沢3－
20－11関根ビル4階)

対地域活動に関心があり、協力会員・協力員として家事援助などの活
動(有償ボランティア)に協力できる18歳以上の方　＊今すぐ活動で
きなくても可　定 ▼ 2月18日＝先着10人　 ▼2月25日＝先着20人　
費無料　申事前に電話で、すみだハート・ライン21事業室☎5608－
8102へ　＊協力会員・協力員への登録方法の詳細は申込先へ

特集展示「こころのメンテナンス」2月21日 (金 )～3月18日
(水)の開館時間中

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内 悩んだり困ったりしたときに読みたい本などの紹介　費 無料
申期間中、直接会場へ　問保健予防課精神保健係☎5608－6506

ボランティア説明会 2月21日(金)午後1時半～
3時

地域福祉 プ ラ ッ ト
フォーム ガランドー
ル(石原4－11－12)

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10人　費無料　申事前に、す
みだボランティアセンター(東向島2－17－14)☎3612－2940へ

ボランティアスクール「ボラン
ティア活動を長続きさせるため
に」

2月22日(土 )午前10時～
正午

すみだボランティアセ
ンター(東向島2－17－
14)

【講師】野中 久美子氏(東京都健康長寿医療センター研究所研究員)　
対ボランティア活動や地域活動をしている方・関心がある方　定先
着40人　費無料　申事前に、すみだボランティアセンター☎3612－
2940へ

高齢者体験講座「パッチワーク」
プレスキルトでコースターを作
ろう

2月25日(火)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)

対区内在住で60歳以上の方　定先着10人　費 200円 (材料費 )
持縫い針、まち針、はさみ　申事前に梅若ゆうゆう館☎5630－8630
へ　＊受け付けは2月23日までの午前9時～午後5時

こうめ会(認知症家族介護者教
室)「終活。今でしょう!!」エンディ
ングノートの書き方などを学ぶ

2月25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)

対認知症の家族を介護している方、認知症に興味がある方　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

高齢者「パソコン・初
心者向け教室」(全3
回)

2月26日(水)～28日(金)
の午前10時～正午

内パソコンの基本操作を学ぶ　対区内在住の60歳以上で全日程参加
できる方　定 10人(抽選)　費 100円　申 2月17日までに、すみだ福
祉保健センター☎5608－3721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

2月26日（水）、3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　定各回先着3人　費無料　申2月12日
午前10時からNTTドコモ歴史展示スクエア☎6658－
3535へ

2月25日(火)午
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本会議

委員会
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中学生区議会

▶ 「学校名、氏名、東京2020大
会で観戦したい競技」を全員が
発表しました。

すみだの未来を考え、話し、創造する

　令和元年12月、区内の中学生が墨田区議
会本会議場等において区政に関する質問や
提案を行う中学生区議会が開催されました。
［問合せ］広報広聴担当☎5608－6220

墨田区中学生区議会の歴史

◀ 平成6年度からの記録　＊当初は「子
ども区議会」という名称で実施してき
ましたが、平成13年度から名称を「中
学生区議会」に改めました。

　中学生区議会は、中学生自らが「区議会議員」となり、
1日限りの模擬議会を行います。当日は、中学生議員の
中から選ばれた議長が、実際の区議会と同様に議事を
進行していきます。
　主権者教育の一環として議会制度を実体験すること
で、未来を担う中学生たちに自分の住むまちに対する
愛着心、関心を深めてもらうことを目的としています。

　区では平成6年度から本
事業を開始し、今年度で
26回目を迎えます。

当日のスケジュール3つのテーマについて、
中学生議員が区に提案しました

◀ 左記の３つのテー
マについて、3人の
中学生議員 が 質
問・提案しました。

▶ 中学生議員の質問・
提案に対し、山本 亨
区長が答弁しました。

◀ 3つのテーマに分かれて、中学生議員が一
人ずつ質問をし、各担当部長（区職員）が答
弁しました。

第26回墨田区中学生区議会
区内に10校ある各区立中学校から2年生の生徒が4人ずつ選出されました。

気運醸成
オリンピック・パラリンピック
への関心を高めよう
本所中学校
寺島中学校
桜堤中学校

レガシー
大会後にも受け継がれる
区の財産を残そう
竪川中学校
文花中学校

吾嬬立花中学校

メインテーマ
「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」

おもてなし
訪れた人々に快適に
過ごしてもらいたい
墨田中学校
両国中学校
錦糸中学校

吾嬬第二中学校

 中学生議長が
開会から閉会
まで、円滑に
議事を進行し
ました。

➊中学生議員の自己紹介

➋中学生議長開会宣言
➌代表質問および答弁

➍中学生議長閉会宣言
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　12月の中学生区議会当日に向けて、事前研修とグループワークを実施し、区への意見や
質問を考えました。

区議会とは、区民の代表として選挙で選ば
れた議員が、まちをよりよくするために、予
算（区のお金）や条例（ルール）などの区の重
要な方針を話し合い、決定する場です。                         

みんなの意見をまとめることはも
ちろん、全体を見て周りを引っ張っ
ていく力が大切だと実感しました。
これから仲間のためにできること
をもっと増やしていきたいです。

● フィールドワークの実施　　　　　　
　グループワークで考えた提案内容が本当
　に実現できるのか、近所の方や家族など
　に聞いたり、実際に現場を見たり、体験
　してみたりする。　　　　　　　　　　                   
●他自治体の状況を調べる　　　　　　

　今回は東京2020大会
がメインテーマでした。
そこで、まずは理解を深
めるために、区職員から
講義を受けました。

■中学生区議会当日
までの流れ

滝口 真亜子さん(明治大学政治経済学部3年)

「区議会って、そもそも何だろう？」
実際の議場を体験！事前知識を身につける 議会での質問・提案を作成する

　参加以前は自分の住む限られた地域のことしか
見えていませんでしたが、他地区から参加した生徒
の意見等を聞き、同じ区内なのに地域によって特性
が全く異なることに驚きました。それをきっかけに、
まちづくりに興味を持ち、学生時代には墨田区の環
境等をテーマとした自由研究に取り組んだり、区が
開催するイベントの手伝いをしたりしました。まち

への興味が高じて、いま区の職員
になっているので、子ども区議会
への参加が私の職業選択の原体
験になったと思います。

伊藤 海さん（両国中学校）

■中学生区議会を終えて

　中学生たちは、フィールドワークを通して、まちの
課題を発見するところから始めました。そして、そ
こでの気付きを質問としてまとめていく過程は、私
たち大学生がゼミ活動で政策提案を考える過程に
とてもよく似ています。自分の住むまちについて、
真剣に考える機会って大人になっても、そんなに多
くないと思います。中学生の時にこの経験ができれ

ば、高校生になったときの視野も
広がるはず。他の人が見過ごして
しまうところにも気付いて、なぜ
そうなっているのか考えられる
ようになるのではないでしょうか。

■  おもてなし
    外国人観光客の誘客
    クールシェアマップ　など

■ 気運醸成
    ボクシングキャラクター
    区独自ボランティア　など

■ レガシー
    道路バリアフリー
    北十間川・隅田公園観光回遊路整備　など

「東京2020大会に向けて、区はどんな
取組をしているのだろう？」

中学生達が取り組んだ課題

私も中学の時に、こんな学びをしたかった！
まちの中のいろんな〝気付き″に出会えるはず

星野 優さん(墨田区職員)

協力してくれた
明大木寺ゼミ学生からのコメント

地域によって特性が違うという発見！
まちづくりに興味を持つきっかけとなった・ フィールドワークを行って、普段はあまり見ない

ようなところや通らないところを見たり通ったり
することで、区のことを今まで以上に知ることが
できました。

・ 大学生が私たちの意見を聞いて一緒に考えてくれ
たので、自分の考えの幅を広げることができました。
・ まちの環境を見るようになったし、まちに捨てら
れているゴミなどが気になるようになりました。

明治大学の学生が協力してくれました

　第1回事前研修を受けて、中学生は友達や保
護者、地域の人からの意見を聞き、「墨田区で、
こんなことができたらいいな」ということをグ
ループごとに考えていきました。明大木寺ゼミ
の学生が、それらの意見をまとめる手助けと、
その後、生徒が各自で取り組むフィールドワー

クのアドバイスを
してくれました。

　いよいよ本番に向けて、実際の議場を見学し、
それぞれが当日座る議員席にも座ってみました。
質問する際の形式・手順の説明を受け、区議会
の仕組みについて理解を深めました。

　以前から区の魅力発信のために連携して活動
している明治大学政治経済学部木寺ゼミ（以下
「明大木寺ゼミ」）の学生が、中学生たちのまと

め役として、8月
のグループワーク
に協力してくれま
した。

初めての試み

ここで復習

◀ 7月　明大生と区職員と
の事前打ち合わせの様子。

◀  議員が使用する部屋や登庁
ランプなどの設備を見学・
体験！

◀ 最後に、区議会議長から議員に
なったきっかけなどの話を伺い、
「夢を諦めずに努力し続けてほし
い」と熱いエールをいただきま
した。

\完成!/

▶ 議会図書室も見学！

中学生区議会OB（第5回子ども区議会参加）に
当時を振り返ってもらいました

◀ 「自分たちのまちをより
よくしたい」という思い
が、有意義な議論の節々
に見られました。

　それぞれがフィールドワークなどで調べたことを
グループで話し合い、ひとつの質問にまとめました。

1回目グループワーク

2回目グループワーク

今回参加した中学生の感想（抜粋）

中学生議長をやってみて…

　さらに議長を務める両国中学校の生徒が、区長
を表敬訪問しました。

第1回事前研修（7月） 第2回事前研修（10月）グループワーク全2回（8月）
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仕事
・産業・教育
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スポーツ
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 トンベイ保国・

区政
その他

子育て ぽけっと
（区主催以外）
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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

健
康
・
福
祉

第6回さくらんぼの会(認知症家
族介護者教室)「認知症カフェ体
験」

2月28日(金)午後1時～2
時半

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4)

内情報交換・交流会　対認知症の方や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)

2月28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、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

食育シンポジウム 2月29日 (土 )午後1時15
分～4時45分

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)

内保育園・幼稚園での食育に関する取組の発表と基調講演　定先着
400人　費無料　申事前に電話で保健計画課保健計画担当☎5608－
6517へ

第27回体力測定(ストレッチ、
握力、上体起こし、反復横跳びな
ど)

3月1日(日)午前10時半～
11時半　＊新規利用者は測
定終了後に初回講習会あり

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

対高校生以上　定先着15人　費 240円(利用料)　持運動着、室内用
の運動靴、飲物　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　

高齢者・みんなで楽しむ料理の
会「おとなの雛

ひな
まつり〝うずみ豆

腐に春の彩りを添えて〞」

3月2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 2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

うつ病予防講演会「女性のうつ
〝女性のメンタルヘルス専門医か
ら学ぶ〞」

3月4日(水)午前10時～正
午

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)

内 専門医から、うつ病に関する正しい理解と対応について学ぶ
対区内在住在勤の方　定先着40人　費無料　申 2月12日午前8時半
から電話で本所保健センター☎3622－9137へ

女性の健康週間イベント

▼ Beauty Smile，Healthy 
Life 笑いヨガで心も身

からだ
体も

キレイに

3月5日(木)午後2時半～4
時

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

対区内在住在勤の女性　定先着60人　費無料　申 2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

▼女性の健康づくり講演会
「骨力アップのためのエク
ササイズと食事(骨密度測
定付き)」

3月9日(月)午前
10時～11時半

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

対区内在住在勤で歩行・階段昇降に支障がない59歳以下の女性
定先着40人　費無料　持飲物　＊動きやすい服装で参加　申 2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
申込みによる生後3か月～3歳11か月の子どもの一時保育(先着10人)
あり

▼女性の健康づくり応援キャ
ンペーン企画展示

3月20日 (祝 )～4月15日
(水)の開館時間中

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内 女性と健康に関する展示・リーフレットの配布・図書の紹介
費無料　申期間中、直接会場へ　問保健計画課健康推進担当☎5608－
8514

身体障害者向け「ボッ
チャ＆卓球バレー教室」
(全4回)

3月9日～30日の毎週月曜
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　申教室
名・住所・氏名・ファクス番号を、直接または電話、ファクスで2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

こころの臨時相談窓口「こころ
の悩みをひとりで抱えていませ
んか？」

3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)

内こころの悩みを保健師に相談し、一緒に解決策を考える　＊必要に
応じて適切な相談窓口の紹介もあり　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

ぜん息の呼吸リハビリ講演会 3月10日(火)午後2時～4
時

区役所会議室122(12
階)

内 息切れを減らす工夫や運動法を学ぶ　対 ぜん息疾患がある方
定先着30人　費無料　申事前に電話で保健計画課保健計画担当
☎5608－6190へ

第4回セカンドステージセミナー
「尺八の奏でる音色を楽しみませ
んか？〝世界的に活躍する演奏者
をお招きします〞」

3月11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】大由鬼山氏(尺八奏者)、吉野百香氏(作業療法士)、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
に講座名・開催日・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、てーねん・どすこい倶楽部事務局☎5631－2577・
℻  5631－2578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・℻  5608－6404

パソコンボランティア養成講座
〝障害のある方に対するパソコン
ボランティアとして必要な技術
を学ぶ〞(全2回)

3月14日 (土 )・21日 (土 )
午後1時半～3時半

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

対区内在住在勤でパソコンの基本操作(インターネット・Ｅメールなど)
ができ、講座修了後、パソコンボランティアとして活動できる方
定 10人(抽選)　費 100円　申講座名・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2月17日までに、すみだ福祉保健
センター☎5608－3723・℻  5608－3720へ

いきいきプラザ「初心者健康
麻
マージャン
雀教室」(全3クラス)

4月1日～令和3年3月31日
の ▼ Aクラス＝月曜日午前
10時～正午(第5月曜日を
除く)　 ▼ Bクラス＝水曜
日午前10時～正午(第3水
曜日を除く)　 ▼ Cクラス
＝水曜日午後1時～3時(第
3水曜日を除く)　＊いずれ
も年末年始を除く

いきいきプラザ(文花
1－32－2)

対区内在住で、おおむね70歳以上の麻雀初心者　定各クラス32人(抽
選)　費無料　＊テキスト代100円は自己負担(希望者のみ)　申申込
用紙を直接2月26日までに、いきいきプラザ内の申込用紙専用回収箱
へ　＊申込用紙は申込先で配布　＊抽選結果は3月9日(月)～18日
(水)に申込先で掲示　＊当選者は3月20日(祝)までに申込先で受講案
内の受け取りが必要　＊電話での申込み・当選確認は不可　問いきい
きプラザ☎3618－0961

〝健康づくりにお役立てください〞
いきいきプラザ「健康体操」(各
コース1時間程度で ▼火曜日＝
Aコース～Dコース　 ▼金曜日
＝Eコース～Hコース)

4月7日～令和3年3月26日
の火・金曜日 ▼ A・E(弱 )
＝午前9時半 ～　 ▼ B・
F(中 )＝午前10時45分～　

▼ C・G(弱)＝午後2時半～　

▼ D・H(中)＝午後3時45
分～　＊(　)内は運動強度

対 65歳以上の方　定各コース20人(抽選)　費無料　持靴下、飲物、
汗拭きタオル　＊動きやすい服装で参加　申希望のコース(第1希望
のみ)・住所・氏名(ふりがな)・性別・年齢・電話番号・いきいきプ
ラザ登録番号(未登録者は「未登録」と記入)を、往復はがきで2月25日
(必着)までに、いきいきプラザ(〒131－0044文花1－32－2)☎3618－
0961へ　＊抽選結果は3月20日頃までに通知　＊4月1日までに、い
きいきプラザへの登録が必要

子
育

て
・
教
育

子ども向けものづくり職人体験
「アウトオブキッザニアinすみ
だ＠まち処」

2月21日(金)～26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)

内職人が実際に使用する道具の展示、革小物などの即売、ワークショッ
プ　費無料　＊一部自己負担あり　申期間中、直接会場へ　問産業
振興課産業振興担当☎5608－1437

身体障害者向け「ボッ
チャ＆卓球バレー教室」
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＝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

子
育
て
・
教
育

幼稚園・保育園による「子ども
主体の協同的な学びプロジェク
ト」合同発表会

2月25日(火）午後6時～8
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)

内子どもたちが集団の中で〝遊び〞を通じて協力し合うことなどを学ぶ
取組の発表、意見交換会　＊発表する園は、第三寺島幼稚園・寺島保
育園・東京愛育苑さゆり保育園　費無料　申事前に子ども施設課保
育係(区役所4階)☎5608－6161へ

すみだキラキラママのつどい 2月26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)

内ママピラティス、幼児教室体験、野菜の苦手をなくすコツ、足型アー
ト、子どもの身

からだ
体を守る術

すべ
、英国式リフレクソロジー、クリスタルボー

ルセラピー、子どもの占星術・新しい私に出会う占星術の全8プログラ
ム　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)　申参加希望プログラム名・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　＊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

やひろ街かど食堂「地域のおか
あさんといっしょにイタリア風
のお祝い料理を作ろう！」

3月8日(日)午前10時～午
後3時　＊食事のみ参加の
場合は正午～

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

定先着30人　費 ▼ 15歳以下の方＝200円　 ▼16歳以上の方＝300円　
申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは3月6日ま
での午前9時～午後8時(2月17日は休館)

心とからだを整える産後のセル
フケア(全2回)

3月10日 (火 )・24日 (火 )
午前10時～11時半

内エクササイズ、グループワーク　対 0歳児(3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2月29日までの午前9時～午後8時(2月17日は休館)

すみだ自然観察会「野鳥観察」 3月14日(土 )午前10時～
正午

旧中川水辺公園(東墨
田一・三丁目、立花三・
五・六丁目地先)周辺　
＊詳細は参加者に通知

内旧中川水辺公園周辺で見られる野鳥を観察する　対区内在住の小
学生以下の子どもとその保護者　＊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　持双眼鏡(お持ちの方のみ)、飲物、
筆記用具、帽子　＊動きやすい服装で参加　申 2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

仕
事
・
産
業

食品衛生責任者実務講習会 2月26日(水)午後2時半～
4時半　＊受け付けは午後2
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)　　
＊車での来場は不可

内最新の食品衛生情報や、食中毒予防等についての講習会　＊食品衛
生責任者の資格を取得する講習会とは異なる　対食品衛生責任者等　
定先着700人　費無料　申当日直接会場へ　問生活衛生課食品衛生
係☎5608－6943

すみサポフォーラム2020「好き
なことで小商い始めませんか？」

3月10日(火 )午前10時～
正午

co-lab墨田亀沢(亀沢
4－21－3・株式会社
サンコー内)

対区内在住在勤在学の方　定先着20人　費無料　申事前に催し名・
住所・氏名・電話番号・Eメールアドレスを、ファクスまたはEメール
で、すみだビジネスサポートセンター☎5608－6360・℻  5608－
6721・ tech@techno-city.sumida.tokyo.jpへ　＊受け付けは3月
3日まで

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

寒い冬こそ苦手克服！「プール
プライベートレッスン」

2月28日(金)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＝2550円　 ▼2人1組＝3050円　
申事前に電話で両国屋内プール☎5610－0050へ

寒い冬でもプールへ行こう！
「プール運動教室」(アクアビクス、
脂肪バイバイ、水中運動、アクア
ウォーキングの4教室)

2月28日(金)まで　＊時間
等の詳細は問合せ先へ

対 16歳以上の方　定各教室先着20人　費 1回あたり ▼アクアビクス
＝770円　 ▼脂肪バイバイ・水中運動＝各教室550円　 ▼アクアウォー
キング＝無料　＊いずれも別途、施設利用料が必要　申当日直接会場
へ　問両国屋内プール☎5610－0050

体験教室参加者募集中「初心者
ヨガ教室」「成人水泳教室」

2月12日(水)～28日(金)　
＊詳細は申込先へ

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
のみ　費1100円　申事前に電話で両国屋内プール☎5610－0050へ

区総合体育館公開講座「一生歩
けるからだになりましょう 美し
いウォーキング講座」

2月20日(木)午後2時～4
時

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

【講師】黒田 恵美子氏(一般社団法人ケア・ウォーキング普及会代表理
事)　定先着30人　費無料　持室内用の運動靴　＊動きやすい服装
で参加　申事前に講座名・住所・氏名・電話番号を、電話またはEメー
ルで区総合体育館☎3623－7273・ sumidagym@n-reco.co.jpへ　
＊受け付けは2月17日まで

空襲体験画ギャラリートークと
平和祈念コンサート

3月7日(土)午後１時～3時 すみだ郷土文化資料館
(向島2－3－5)

内空襲体験者が自らの体験を語るギャラリートーク、平和祈念コンサー
ト　【出演】吉鶴洋一氏(新日本フィルハーモニー交響楽団員)など　
定先着40人　費 100円(入館料)　＊中学生以下と身体障害者手帳・
愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は無料　
申事前に電話で、すみだ郷土文化資料館☎5619－7034へ

すみだ地域学シリーズ「スマホ
ですみだのおいしい写真！」街
のスイーツを撮影しよう

3月29日(日)午前10時半～
午後1時

東向島周辺　【集合場
所】すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内街を歩き、地域のスイーツをスマートフォンで撮影するテクニック
を学ぶ　対区内在住在勤在学で、スマートフォンをお持ちの方　定10
人(抽選)　費 500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3月9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　＊抽選結果は後日
通知　＊空きがあれば締切後も申込可

区民体育大会「庭球大会」 5月10日～6月7日の毎週日
曜日午前8時～午後8時半　
＊代表者会議 を5月2日
(土)午後7時から、すみだ
産業会館 (江東橋3－9－
10)で開催(受け付けは午
後6時半～)

錦糸公園テニスコート
(錦糸4－15－1)ほか

種男女別 ▼シングルス　 ▼ダブルス　 ▼エキスパートダブルス(50歳
以上)　 ▼グランドシニアダブルス(60歳以上)　 ▼グランドマスタダ
ブルス(男性70歳以上、女性65歳以上)　＊年齢は4月1日現在　対区
内在住在勤在学の方　費 ▼ シングルス＝2000円　 ▼ダブルス＝1組
2500円　 申種別・住所・氏名・年齢(学年)・電話番号を、直接また
は郵送、ファクス、Eメールで3月22日(必着)までに墨田区庭球協会事
務局　相沢宗良(〒130－0013錦糸1－4－13)☎3622－7454・ 
℻  3623－0574 ・ sumida-tennis-ass@snow.ocn.ne.jpへ

イ
ベ

ン
ト

障がい者自主生産品共同販売展
「貰

もら
ってうれしい贈ってうれしい

素
すてき
敵な商品がいっぱい」

2月14日(金)～19日(水)
の午前1 0時～午後5時
＊土・日曜日は午後6時ま
で

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)

内障害のある方が通う施設による自主生産品(商品)の即売、製作実演、
施設・団体を紹介するパネル展示等　費無料　＊購入は自己負担
申期間中、直接会場へ　問すみだふれあいセンター☎5600－2001・
℻  5600－2097
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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

会計年度任用職員(地方公務員
法上の一般職の非常勤職員)の
募集

【募集数】各1人　選書類選考および面接　＊面接日
は書類選考合格者に後日通知　＊事務補助は書類選
考のみ(詳細は区ホームページを参照)

申必要書類(採用選考受験申込書など)を直接または郵送で各申込期
限までに各問合せ先へ　＊採用選考受験申込書は各問合せ先で配布し
ているほか、区ホームページからも出力可　＊いずれも応募職種を明
記

▼建築 内建築基準法上の道路・建築に係る窓口業務・台
帳管理等　対建築に関する実務経験がある方、パソ
コン(ワード・エクセル等)の基本操作ができる方

【必要書類】採用選考受験申込書、志望動機(800字程度で書式自由)　
【申込期限】2月19日(必着)　問〒130－8640建築指導課道路担当
(区役所9階)☎5608－1337

▼事務補助 内戦没者等の遺族に対する特別弔慰金受け付け事
務　【雇用期間】4月1日～6月30日

【必要書類】採用選考受験申込書　【申込期限】2月21日 ( 必着 )
問〒130－8640厚生課厚生係(区役所3階)☎5608－1163

▼保育コンシェルジュ 内保育所等の入園に関する相談対応、子育て支援
サービスの紹介等　対保育士の資格を有し、保育所
での勤務実績が10年以上ある方

【必要書類】採用選考受験申込書、志望動機や保育コンシェルジュの仕
事に対する自らの考え方をまとめた作文(800字程度で書式自由)　【申
込期限】2月28日(必着)　問〒130－8640子育て支援課子育て計画
担当(区役所4階）☎5608－6084 

墨田区社会福祉事業団の非常勤
職員・臨時職員・代替非常勤職
員の募集(令和2年4月採用)

種看護師(非常勤職員)、心理職(非常勤職員)、相談
員(非常勤職員)、介助員(非常勤職員)、生活支援員
(非常勤職員)、療法士(非常勤職員)、学習指導員(臨
時職員)、作業療法士(代替非常勤職員)、言語聴覚士
(代替非常勤職員)

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問い合わせるか、墨田区社会福祉事業団のホー
ムページを参照

文
化
・
ス

ポ
ー
ツ

スポーツ推進委員の募集 内スポーツ・レクリエーション事業の企画・運営、
スポーツの実技指導など　対次の要件を全て満た
す方 ▼スポーツ経験が豊富で、地域スポーツの振興
に熱意があり、指導することができる　 ▼土・日曜日、
祝日等に行うスポーツ事業や各種研修会に参加でき
る　 ▼毎月第3月曜日夜間を中心とした定例会に出
席できる　【委嘱期間】4月1日～令和4年3月31日

申事前に電話でスポーツ振興課スポーツ振興担当☎5608－6312へ　
＊受け付けは2月21日まで

＝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

アイヌ伝統文化展・TVアニメ
「ゴールデンカムイ」パネル展
2020

3月7日(土)・8日(日)午前
11時～午後7時　＊3月8日
は午前10時～

スペース634(押上1－
1－2東京ソラマチ®5
階)

内 ▼アイヌ伝統文化展＝北海道阿寒アイヌコタンの演者によるアイヌ
古式舞踊・伝統楽器演奏の生披露、民族衣装の展示・試着体験など　

▼ TVアニメ「ゴールデンカムイ」パネル展2020＝アニメ作品のパネル・
アニメ原画の展示など　＊オリジナルポストカードを進呈(なくなり
次第終了)　費無料　申期間中、直接会場へ　問 ▼人権同和・男女共
同参画課人権同和担当☎5608－6322　 ▼都総務局人権部企画課
☎5388－2585

区
政
そ
の

他

初めてのファシリテーション講
習会「〝すぐに試してみたくなる〞
話し合いの進め方」地域活動を
目的とした打ち合わせや会議を
円滑に進める手法を学ぶ

3月8日(日)午後2時～5時 区役所会議室122(12
階)

対区内在住在勤在学の方や地域活動に興味・関心がある方　定先着
30人　費無料　申申込書を直接または郵送、ファクス、Ｅメールで3
月2日(必着)までに〒130－8640地域活動推進課まなび担当(区役所
14階 )☎5608－6202・℻  5608－6934・ KATSUDOSUISHIN
＠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

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

　北斎は代表的な浮世絵師としてよく知られていますが、その北斎に
孫弟子も含めて200人にも及ぶ弟子がいたことはあまり知られていま
せん。本展では館蔵品から選りすぐり、北斎と弟子が同じテーマで描
いた作品を展示し、両者を比較する中でそれぞれの画風の特徴や影響
関係に迫ります。北斎の魅力にとどまらず、巨大な師匠を前に自らの
画道を模索する弟子たちの姿や、これまで師匠の名の陰に隠れていた
弟子の作品の魅力もご紹介します。
[とき]4月5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　
＊団体割引あり　＊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

すみだ北斎美術館企画展
「北斎師弟対決！」開催中！北斎名品コレクション㉛

すみだ北斎美術館に収蔵されている北斎の名品をご紹介します。

卍楼北鵞「椿説弓張月巻中略図　山雄(狼ノ名也)主のために蟒
蛇を噛て山中に躯を止む」(右)　(錦絵)

北斎は、後三年の役(1087年)での鎌倉権五郎景政と鳥海弥三郎保則
の戦いを、一方、北斎の弟子である北鵞は、平安後期の武将、源 為朝を
主人公とした伝奇小説「椿説弓張月」の一場面を描いています。両者が描
いた人物の表情を比較すると、つりあがる眉や目、への字に引き結ばれ

た口などの多くの共通点が見出せますが、北鵞の
作品では、より鬼気迫る表情が描かれています。
　両作品は、現在開催中の企画展「北斎師弟対

決！」の前
期展示(3
月8日 ま
で ) で ご
覧いただ
けます。

葛飾北斎「鎌倉の権五郎景政　鳥の海弥三郎保則」(左)・
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