
地球にやさしい生活を
　私たちの周りでは、ごみの問題など身近なことから、地球温暖化をはじめとした地球規模のものまで、様々
な環境問題が起こっています。区では、深刻化する環境問題に対応するため、平成21年に「すみだ環境区宣言」
を行い、雨水利用や緑化、省エネルギー、ごみの減量等を積極的に推進してきました。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、テレワークなど家で過ごす時間が増えている今、日々の生活をより地
球にやさしいものに見直してみませんか。
　今号４・5面では、区の環境に関する取組とともに、暮らしの中でできるエコな工夫をご紹介します。
［問合せ］▶環境保全課環境管理担当☎5608－6207　▶すみだ清掃事務所分室☎3613－2228

いま注目の「２
ツーアール
R（リデュース・リユース）」とは？

「古着・金属調理器具の回収、フードドライブ」をご紹介

ごみ減量

雨水利用
実は墨田区は雨水利用の先進都市！
すみだならではの雨水スポットである「路

ろ じ そ ん
地尊」とは？

みどり・生きもの
おうち時間を楽しむための園芸のご紹介！
あなたにぴったりの園芸を見つけよう

「環境」について4つのテーマに分けてご紹介します（4・5面を参照）。

2・3面新型コロナウイルス感染症の関連情報
電話相談窓口、特別定額給付金、「詐欺・偽サイトに注意」、「福祉資金 緊急小口資金」「総合支援
資金 生活支援費」の特例貸付け、各傷病手当金の支給、再拡大（第2波）に備える区の取組など

国・都の助成金等の相談窓口を開設しています

7月末まで延長
産業振興課産業振興担当
☎5608－1437

相談申込みは事前に電話でこちらへ

☎
国

都 感染拡大防止協力金

相談期間
申請方法が
わからない

制度について
知りたい

わが社は
対象か？ 毎週月・水曜日の午後

1時～5時

開設日時

？

？

すみだビジネスサポートセンター（区役所１階）
相談場所

？

企業・事業者
の皆さんへ

持続化給付金・
家賃支援給付金

地球にやさしい生活を地球にやさしい生活を
　私たちの周りでは、ごみの問題など身近なことから、地球温暖化をはじめとした地球規模のものまで、様々

▲令和元年 地球大賞受賞作品
墨田区環境キャラクター

「地球くん」
墨田区環境キャラクター墨田区環境キャラクター

「地球くん」「地球くん」

　「世界のこどもたちが描く地球・環境・未来」というテーマで、子どもならではの視点で描かれた「第
10回花王国際こども環境絵画コンテスト」の入賞作品32点の展示を行います。
[とき]7月28日（火）～8月2日（日）の午前8時半～午後9時 [ところ]区役所1階アトリウム [費用]無料
[申込み]期間中、直接会場へ　[問合せ]環境保全課環境管理担当☎5608－6207

世界のこどもたちが描く地球・環境・未来展
子どもたちが描いた絵画を通して環境について考えてみませんか展示

省エネルギー
地球温暖化とは？なぜ省エネが必要なの？
この夏からチャレンジ！家庭でできる省エネをご紹介

最終処分場への搬入の様子

雨水を利用した打ち水 「緑と花のサポーター」活動の様子

「すみだ環境フェア2019」
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区民の皆さんからの温かいメッセージ、本当にありがとうございます。
　新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐための外出自粛で、家庭から出るご
みが増える中、ごみ収集作業員へ区民の皆さんから200通以上もの感謝や激
励のメッセージをいただきました。心より感謝申し上げます。いただいたメッ
セージや絵は、いつでも見られるように事務所内に掲示し、日々の励みにし
ています。これからも清掃事業を確実かつ安全に進めていきます。

すみだ清掃事務所職員一同
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◆2面以降の主な内容
2・3・6面 ･･･  新型コロナウイルス感

染症の関連情報等
4・5面 ･･･ できることから一歩ずつ　地

球にやさしいエコな暮らし
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

主な寄贈品等

▼  マスク＝26万3717枚

▼  防護服・防護キット＝5070個

▼フェイスガード等＝697個

▼手指消毒液等＝913.8L

▼寄付金＝154万6315円
　ほかにも、ダンボール間仕切り
やサーマルカメラなど様々な物
品を寄贈いただきました。詳細は、
区ホームページでご紹介してい
ます。

マスク等が寄贈されました
　新型コロナウイルス感染症の
拡大に伴い、区民の皆さんや区内
事業者の皆さんをはじめ、多くの
方からマスクや防護服などが寄
贈されました。寄贈された物品等
は、医療機関や区の福祉施設等で、
感染症の予防と拡大防止に活用
していきます。ありがとうござい
ました。

[問合せ]総務課庶務係
☎5608－6240

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で
生活資金にお困りの方へ

[対象]休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
生活維持のための貸付けを必要とする世帯 [貸付上限額]20
万円以内（一括交付）[償還期間]2年以内(均等月賦償還)

■福祉資金 緊急小口資金

　生活資金にお困りの方に向けた生活福祉資金制度における
「福祉資金 緊急小口資金」「総合支援資金 生活支援費」の特例
貸付けを、無利子で行っています。なお、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、郵送での受け付けも実施しています。

■総合支援資金 生活支援費
[対象]失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難
になっている世帯 [貸付上限額] ▼ 単身世帯＝月額15万円
以内　▶2人以上世帯＝月額20万円以内 [貸付期間]3か月
以内 [償還期間]10年以内(均等月賦償還)

[申込み]墨田区社会福祉協議会☎3614－3902
（〒131－0032東向島2－17－14）

月曜日～金曜日の午前9時～午後4時（祝日を除く）

「福祉資金 緊急小口資金」「総合支援資金 生活支援費」
特例貸付け

＊ 必要書類や制度の詳細については、区および墨田区社会福
祉協議会のホームページを参照(右のコードを読み取るこ
とでも墨田区社会福祉協議会のホームページに接続可) コード

ラトヴィア放送
合唱団

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
墨田区国民健康保険または、75歳以上で東京都後期高齢者医療制度の被保険者の方へ

受給には申請が必要です。
受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナ
ウイルスに感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その
療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します(個
人事業主・フリーランスは除く)。
[対象]次の全ての要件を満たす方 ▼墨田区国民健康保険または東京都後期高齢
者医療制度の被保険者である　 ▼給与等の支払いを受けている被用者である　

▼新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑
われ、療養のために労務に服することができない　 ▼労務に服することができ
ない期間について給与の全額または一部が支給されない [支給期間]労務に服す
ることができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服するこ
とができない期間 [支給額]直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労
日数で除した金額×2/3×日数　＊上限あり [適用期間]令和2年1月1日～9月
30日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続
する場合は、最長1年6か月まで）

墨田区国民健康保険の被保険者
[問合せ]広域連合お問合せセンター

☎0570－086－519・℻0570－086－075
＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（祝日を除く）

[問合せ]国保年金課こくほ給付係
☎5608－6123

75歳以上で東京都後期高齢者医療制度の被保険者

6月25日現在

特別定額給付金　＊申請期限は8月31日（必着）です
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、区民の皆さんの家計を支援すること
を目的として特別定額給付金を支給します。支給に当たっては、住民基本台帳上
の世帯主の方の申請が必要です。期限内に忘れずに郵送申請またはオンライン申
請をしてください。なお、申請書が届いていない方はお問い合わせください。
[給付対象者] 令和2年4月27日現在、墨田区に住民登録がある方
[給 付 額] 給付対象者1人につき10万円

[問合せ]特別定額給付金ご案内専用ダイヤル☎6738－9203
＊受け付けは月曜日～金曜日の午前8時半～午後5時（祝日を除く）
＊最新情報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）

区から受給権者（世帯主）宛にお送りし
た申請書に振込先口座等の必要事項を記
入し、振込先口座の確認書類と本人確認
書類の写しとともに、同封されている返
信用封筒で返送
[必要書類 ] ▼ 特別定額給付金申請書　

▼預金・貯金通帳の写し（口座番号・口
座名義がわかるもの）　 ▼身分を証明す
るものの写し（運転免許証・パスポート・
健康保険証等の本人確認書類）

　マイナポータルにログインし、世帯情
報・振込先口座情報等を入力し、振込先
口座の確認書類をアップロードして電子
申請
[必要書類]預金・貯金通帳（口座番号・
口座名義がわかるもの）の画像
＊ オンライン申請は電子署名により本人
確認を実施するため、本人確認書類は
不要です。
＊申請できるのは世帯主の方のみです。

郵送申請 オンライン申請(マイナンバーカードが必要)

コード

　特別定額給付金について、区や都、国が以下のような行為
を行うことは絶対にありません。

電話でATMの操作をお願いする
手数料の振り込みを求める
URLを添付したメールから申請手続を求める

[問合せ]安全支援課安全支援係☎5608ー6199

×暗証番号
×通帳
×キャッシュカード
×マイナンバーカード

教えない！渡さない！

▶  本所警察署
　 ☎5637－0110
▶ 向島警察署
　 ☎3616－0110
▶  消費者ホットライン　
☎188

▶ 新型コロナウイルス給付金
関連消費者ホットライン
☎0120－213－188

おかしいな、と思ったら

詐欺・偽サイトに注意
特別定額給付金

新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口

[問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191　＊新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は
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） コード

都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
☎5320－4592

午後5時～翌日午前9時(土・日曜日、祝日は終日)

休日・夜間の電話相談

以下のいずれかに該当する場合は、すぐにご相
談ください（該当しない場合も相談可能です）

墨田区帰国者・接触者電話相談センター
☎5608－1443

月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)
＊新型コロナウイルス感染症による不安や
ストレスなどについても相談員に相談可

次のいずれかの強い症状がある ▼息苦しさ（呼吸
困難）　 ▼強いだるさ（倦

けんたい
怠感）　 ▼高熱等

高齢者・基礎疾患がある方・妊娠している方で、
発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状がある
上記以外の方で発熱やせきなどの比較的軽い風
邪の症状が続いている

✓
✓
✓

症状が4日以上続く場合は、必ずご相談ください。

一般的な相談窓口
　新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、
心配な症状が出た時の対応など

墨田区新型コロナウイルス感染症
に関する電話相談窓口

a a a a a☎0570－666－329ナビダイヤル
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)

都「新型コロナウイルス感染症
に関する電話相談窓口」

　 　 　 ☎0570－550－571
　　　　 ℻  5388－1396

午前9時～午後10時(土・日曜日、祝日を含む)
＊日

にほんご
本語、英

えいご
語、中

ちゅうごくご
国語、韓

かんこくご
国語での相

そうだんか
談可

ナビダイヤル
聴覚障害のある方

厚生労働省「新型コロナウイルス
感染症に関する電話相談窓口」

aaaaaaaa☎0120－565－653
午前9時～午後9時(土・日曜日、祝日を含む)
フリーダイヤル

広告 あなたの見たい！がひろがるテレビ「J:COM LINK」4K放送ネット動画も、これ一台で音声操作！☎0120－989－989(9:00～18：00)広告
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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）
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8月に更新します
国民健康保険の高齢受給者証

■高齢受給者証の更新
　国民健康保険に加入している70歳～74歳の方
に新しい高齢受給者証を今月中旬に郵送します。
現在お持ちの高齢受給者証は、有効期限が切れ
る8月1日以降に、問合せ先や各出張所へ直接持
参するか、郵送でご返却ください。なお、年度途
中で後期高齢者医療制度へ移行する方の高齢受
給者証の有効期限は、75歳になる誕生日の前日
です。
■自己負担割合と軽減
高齢受給者証を提示することにより、自己負担
割合は2割（現役並み所得者は3割）となります。3
割の方で、次のいずれかに該当する場合は、申請
により自己負担割合が2割になります。申請方法
等の詳細は、お問い合わせください。
[対象] ▼ 同じ世帯に属する70歳～74歳の国民
健康保険加入者の収入の合計が520万円未満(単
身世帯では収入383万円未満)の方　 ▼同じ世帯
の方が後期高齢者医療制度へ移行したことに伴っ
て新たに3割負担となった方のうち、住民税課税
所得が145万円以上、かつ収入が383万円以上で
あり、後期高齢者も含めた収入の合計が520万円
未満の方
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［問合せ］国保年金課こくほ資格係（区役所2階）
☎5608－6122

保険料額決定通知書を送付します
後期高齢者医療制度

■令和２年度の保険料額
対象となる方には、令和２年度の「保険料額決
定通知書」を今月中旬に送付します。納付書で納
める方にのみ、対象期間の納付書を同封しますの

ご利用ください
チリダニ検査

夏は、アレルギー性疾患の原因になると言われ
るチリダニが増えやすい季節です。区では、皆さ
んが持参した家のほこりの中にいるチリダニの
量を測定し、効果的な改善方法について助言する
チリダニの検査を実施しています。ほこりの集め
方など、詳細はお問い合わせください。
[対象]区内在住の方 [費用]無料 [申込み]事前に
生活衛生課生活環境係(区役所5階)☎5608－
6939へ

お送りします
介護保険負担割合証

令和2年8月1日時点で要介護(要支援)認定を
受けている方と、介護予防・生活支援サービスを
受けている方に、新しい「介護保険負担割合証」
(薄緑色)を今月中にお送りします。介護サービ
スを利用している方は、ケアマネジャー・事業所、
または入所中の施設に負担割合証をご提示くだ
さい。
現在お持ちの負担割合証は、8月1日以降に、問
合せ先や各出張所へ持参するか、郵送でご返却く
ださい。
[問合せ] ▼負担割合証の交付について＝介護保険
課資格・保険料担当☎5608－6937　 ▼給付につ
いて＝介護保険課給付・事業者担当☎5608－
6149

7月から変わりました
本所税務署・向島税務署の
書類送付先

本所・向島税務署管内にお住まいの方が今後、
申告書や申請書、届出書などの書類を郵送等で提
出する場合は、以下の税務署事務処理センターへ
送付してください。なお、納税者の皆さんの所轄
税務署を変更するものではありませんので、ご注
意ください。
[送付先 ]税務署事務処理センター（〒110－
8655台東区池之端1－2－22上野合同庁舎）
[問合せ] ▼ 本所税務署☎3623－5171　 ▼向
島税務署☎3614－5231

▼税務課税務係☎5608－
6008

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等）が変更または中止となる場合があります。
また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。ご注意ください

で、各納期限までに納めてください。なお、保険
料の納付方法は、口座振替に変更できます。詳細
はお問い合わせください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響による
保険料の減免については、同封のお知らせをご確
認ください。
■社会保険料控除
保険料は、所得税や住民税を計算する際に社会
保険料として控除することができます。なお、社
会保険料控除は、公的年金からの特別徴収の場合
は本人に適用されますが、口座振替の場合は、口
座名義人に適用されます。
■キャッシュカードによる口座振替受け付け
問合せ先へキャッシュカードをお持ちいただ
くだけで口座振替の手続ができます。詳細はお問
い合わせください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]国保年金課長寿医療（後期高齢者医療）
保険料担当（区役所２階）☎5608－8100

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
☎5608－6466・℻  5608－6423

　車いす利用者だけでなく、すべての障害のある方が
利用しやすい建物や施設であることを
表す世界共通のマークです。障害のあ
る方への配慮について、ご理解とご協
力をお願いします。

障害者のための国際シンボルマーク
誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

新型コロナウイルス感染症の再拡大
（第２波）に備える区の取組

発
熱
や
呼
吸
器
症
状
が
あ
る

コ
ロ
ナ
に
関
す
る

不
安
・
ス
ト
レ
ス

受診

月曜日～金曜日の
午前9時～午後5時

☎5608－1443

休日・夜間は都・特別
区・八王子市・町田市
合同電話相談センター
☎5320－4592

オンライン
診療

クラスター班
調査・訪問・
検体採取

必要に応じて適切な部署へつなぎ、包
括的な支援を展開

民間検査機関

民間救急車 感染症指定医療機関

療養施設

自宅

感染者搬送
特殊車両

東京都健康安全
研究センター

墨田区保健所
検査室

緊急案件のPCR検査

健康保険適用

陽性

陰性

重症・中等
症の場合

軽症・無症状の場合

感染者情報把握・情報管理支援シ
ステム

治
癒
・
対
応
終
了

国・都・区

特殊車両

ステム

国・都・区

オンライン

民間救急車

　新型コロナウイルス感染症の再拡大に備え、相談・検査体制等の強化に
取り組んでいます（図中の　　　　 が新規・拡充項目です）。
[問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191

かかりつけ医

向島・本所保健センター 各相談機関

帰国者・接触者
外来

研究センター

墨田区帰国者・接触
者電話相談センター

保健指導

患者搬送 入院

療養

相談 診療・検体採取 PCR検査 結果 入院・積極的疫学調査

月曜日～金曜日の
午前9時～午後5時

☎5608－1443
コロナこころの相談

実施体制の強化
受入れ病床の拡充

墨田区
PCRセンター

墨田区保健所

PCR検査

感染者情報把握システム

接触確認アプリ
C
コ コ ア

OCOA

黄色の枠

医療機関

右のコードを読み取ること
でもアプリのホームページへ接続可

広告 墨田区の工務店　雨漏りのプロ!　地域密着型で施工後も安心!　■東洋堂ハウスSP■　押上支店☎03－5637－7497
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お知らせ 新型コロナウイルス感染症対策　飲食店では席の間隔を空け、３つの密を避けよう　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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みどり・
生きもの

生きものを調べてみよう！

雨水利用

１　家で遊ぶことが好き
２　外で遊ぶことが好き
３　どちらも好き

スタート A

B

C

D

E

多肉植物

ハンギングバスケット

緑のカーテン

食虫植物

少ないお水とたくさんの日差
しで育つ多肉植物。お家で過ごすことが大好き
なあなたの心の癒やしになること間違いなし！

涼しく過ごせて、野菜も
収穫できる緑のカーテン。食いしん坊なあなた
の食欲をきっと満たしてくれるはず！

たくさんの
花でとても華やかなバスケット。センスの良いあな
たは好きな花で誰よりもきれいなものが作れるはず！

虫を食べて生活する食虫植物。
どんなことも大好きなあなたは、食虫植物の不
思議な生態のとりこになるはず！

　近年、多発している短時間集中豪雨（ゲリ
ラ豪雨）は、浸水や下水の逆流を引き起こす
可能性があります。降った雨をタンクに貯
めたり、地下に浸透させたりすることで、雨
水が一挙に下水道に流れ込むのを緩和し、
都市型水害を軽減させる効果があります。

すみだの雨水スポット
を歩いてみませんか。
　区内の「路地尊をめぐ
るルート」や、多聞寺や
隅田川神社といった「雨の歴
史スポットをめぐるルート」
などが掲載されています。問
合せ先で配布中です。

震災対策
　災害時に、貯めた雨水を初期消火やトイ
レの洗浄水などに活用できます。

　雨水利用の取組は大きな広がりを見せ、区内の
雨水総貯留量は年々増加しています。

　水利用とは、屋根に降った雨水をタンクに貯
た
めて、植木への散水やトイレの洗浄水などに活用することです。

昔から雨との関わりがとても深い墨田区は、雨水利用の先進都市であり、30年以上前から雨を活
い
かす運動に取

り組んできました。ここでは、雨水利用がなぜ必要なのかや、区内の雨水利用の取組事例などをご紹介します。
［問合せ］環境保全課指導調査担当（区役所12階）☎5608－6210

雨

　路地尊とは、路地の安全を
守るシンボルです。そこに雨
水利用が導入され、草花への
水やりや災害時の水源として
地域で活用されています。

＊1㎥＝1000ℓ、2万5003㎥＝2億5000万3000ℓ
×

すみだの雨水利用のはじまり

▶台風により被害を受けた錦糸町駅周辺の様子
　錦糸町駅や両国駅周辺などでは、「都市
型水害」に度々悩まされてきました。
　昭和56年に台風で大きな浸水被害を受
け、水の流出抑制・一時貯留への関心が
高まったこともあり、翌年、国技館へ雨水
利用の導入を申し入れました。これがす
みだの雨水利用のはじまりです。

まちなか緑化

緑や花を地域に増やす「まちなか緑化」の活動や、自然や生きものを守る様々な活動
を区民や、ボランティアの方々と協働で行っています。テレワークの導入などで、自宅
で過ごす機会が多い今、外出時には地域の緑や生きものに目を向けてみたり、自宅では
園芸にチャレンジしたりと、自然と触れ合って気持ちをリフレッシュしてみませんか。
[問合せ]環境保全課緑化推進担当（区役所12階）☎5608－6208

区では、町会・自治会などの団体の皆さん
による緑や花であふれた潤いのある地域づく
りを支援する「まちなか緑化」を行っていま
す。区が用意したプランターで草花の植替え
や、手入れなどを楽しんでいただいています。
　活動では、「緑と
花のサポーター」の
皆さんにご協力をい
ただいています。

おうち時間を楽しく！
「お手軽園芸」を動画でご紹介

　区内には、生きもののすみかとなる緑地や
水辺がたくさんあります。「すみだの自然と
生きものマップ（ガイド編・マップ編）」で、
どんな生きものが区内のどこにいるのか、調
べてみましょう！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できます。

▲  セミの羽化観
察会を開催し
ます。詳細は
今号7面をご
覧ください。

＊表と裏で、マップ編とガ
イド編に分かれています。

“おうち時間を明るい気持ちで"あなたにぴったりの園芸にチャレンジ！

1

3 2

１　大きいものが好き
２　小さいものが好き
３　どちらも好き

C　食べ物が好き
D　きれいなものが好き

1

3

夏休みにやってみよう！
緑と花とすみだの生き物すごろく

こまめに霧吹きでの水やりが必要
なこけ玉。愛情深いあなたは、とてもきれいな
こけ玉を育てることができるはず！

こけ玉

　ペットボトルで簡単
にオリジナルプランター
を作る方法等を紹介し
ています。季節のお花
で作ってみ
ませんか。

自然のためにいい
ことや、お花を育て
るときに大切なこと、
意外と知らないすみ
だの生きもののこと
をすごろくで楽しく
学ぼう！

まちなかにある雨水スポット貯めた雨水の普段の活用方法

区内の雨水総貯留量

なぜ雨水を貯める必要が？

都市型水害対策

▶ 区公式ユーチューブで公開中。右の
コードを読み取ることでも接続可 ▶区ホームページから出力可

トイレの洗浄水

　　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

打ち水

洗車や清掃 植木散水

墨田区にしかない！「路地尊」

大規模なコンクリート製の雨水タンクは、ビルや
マンション、一部の学校の地下にも設置され、貯め
た雨水はトイレの洗浄水などに使われています。

区では、各家庭への雨水タンク設置
も奨励しており、令和元年度までに
310件の助成を行っています。詳細は
お問い合わせいただくか、区ホーム
ページをご覧ください。

◀一般家庭に設置される容量200L程度（浴槽1杯
分）の雨水タンク

できることから一歩ずつ
地球にやさしい
エコな暮らし

約38年前

平成25 令和元（年度）

2万1500
2万2328

2万3111
2万3612

2万43962万4010

2万5003

2万1000

2万

2万2000

2万3000

2万4000

2万5000
（㎥）

26 27 28 29 30

2万5003㎥　は、どのくらい？

すみだで観察された生きものた
ちの一覧も写真付きで掲載！読むだけでも

楽しい！

　東京スカイツリー®周辺にあるプランター等は、
区民と緑と花のサポーターの皆さんが育てています。
近隣にお越しの際は、ぜひ、ご鑑賞ください。

約4分
公開中!

印刷して使ってね
！

＊ 1マスごとにポイント
数が書かれているよ。

親子で作ろう！ペットボトル
プランターと花の寄せ植え

初心者でも
簡単！

200ℓの浴槽 約12万5000杯分

雨水タンク
▲ 向島5丁目にある路地尊

こんな雨水スポットがあったなんて！
すみだの雨水利用マップ

コード

A　世話好きである
B　世話好きではない



お知らせ 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
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区内の温室効
果ガス排出量

区内のエネル
ギー消費量

省エネルギー

ごみ減量

動画アニメーション「おしえて！すみにゃ～る」公開中

　テイクアウトや通販の利用が増えていることにより、家庭ごみの増加が見
込まれています。日常生活の中で、ごみを出さない工夫も取り入れてみましょう。

　天然資源の少ない日本ではリサイクルの考えが普及し、様々な資源の
再利用方法が編み出されてきました。しかし、リサイクルはごみを再生
するための費用や手間がかかり、エネルギーも使うことから、現在はリ
デュースとリユースの「２R」の取組が特に求められています。

なぜ２Rが大事なの？ まずは1人1日50g減らそう！リデュースのポイント

３Rから２R（リデュース・リユース）へキーワード

　区では、家庭で不用になった古着や金属製調
理器具などの回収と、余っている食料品を回収
するフードドライブを定期的に開催しています。

▼ 9 月 26日 ( 土 ) ＝ひいらぎ公園 ( 八広 1－
16－11) ▼ 9月 27日 (日 )＝みどりコミュ
ニティセンター ( 緑 3－ 7－ 3)　で開催予定
です。回収品目や持込方法等の詳細は、区ホー
ムページをご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。本紙 9月 1日号にも掲載予定です。

マイバッグ等で
代用しよう！

使い捨てのものは
使わないようにしよう！ 食事は残さず食べよう！

ごみ分別案内チャットボットの活用を！
ごみ分別について悩んだら、

どうして省エネが必要なの？

　世界各地で超大型台風、異常高温、干ばつ、水害など異常気象や気象災
害が頻発しています。日本でも各地で集中豪雨が発生しており、2019 年
は年平均気温が統計開始以降で最も高い値になりました。

　都内でも、2018 年に青海市で気温
40℃超を観測するなど、最高気温が 35℃
以上になる猛暑日が増加しています。

　東京の猛暑日の回数は、
2000年は年間1回だけだっ
たのに、2018年・2019年
は年間12回もあったよ！

第二次すみだ環境の共創プラン
令和12年度 (2030年度 )までに

30％程度
削減

38％程度
削減

　直近の平成29年度の実績では、基準年度 (平成12年度 )
比、区内の温室効果ガス排出量は2.8％減少、エネルギー消
費量は29.1％減少となりました。

エアコンエアコン

 扇風機・サーキュレーターの併用
 フィルターの清掃

 室外機の周りに物を置かない
 風向きは上向きまたは水平に

 電源のオン・オフを繰り返さない

冷蔵庫冷蔵庫

物を詰め込みすぎない
 設定温度を「強」から「中」へ

温水洗浄便座温水洗浄便座

 こまめにシャワーを止める

　毎年 6月に「すみだ環境フェア」を開催し
ています ( 令和 2年度は中止）。江東橋児童
館の子どもたちがポスター用に描いた絵を、
パネルにして清掃車に
貼っています。区内各所
を走っている清掃車を探
してみてください。

墨田区の地球温暖化防止のための目標値

すぐに実践！家庭でできる省エネ

子どもたちの環境の絵を清掃車に掲示中！

　AI（人工知能）によるごみ分別案内で、24時間いつでも質
問に答えます。「このごみの捨て方、今すぐ知りたい！」とい
う時に、ご利用ください。詳細は、区ホームページ
をご覧ください。（右のコードを読み取ることでも
接続可）

　ごみ減量の工夫や廃棄物処理など
を解説する動画アニメーションを区
公式ユーチューブでご覧いただけます。

＊平成12年度 (2000年度 )比

古着・金属製調理器具等の回収、フードドライブ
資源の有効活用のため、リユースにご協力を！

 使わないときは蓋を閉める
洗浄温水の温度は低めに
 便座暖房はオフに

月2回を目安に 涼しい空気を循環
させると効果的

 家族でお風呂は間隔をあけずに続けて入る

もっと知りたい方は、こちらを！

お風呂お風呂

夏は「中」に

約17分

ごみの行
ゆくえ
方と３Rについて、すみにゃーるが

解説するにゃ。ぜひ、家族で見てほしいにゃ！

できることから一歩ずつ
地球にやさしい
エコな暮らし

身近な物の重さを知り、少しずつ減らしていこう！

食料品 ぬいぐるみ 古着

多くの方にお越し
いただきました

開催時の様子（6月21日）

\リユースされます/\寄付されます/

環境への負荷の少ない社会を形成するために、区ではリデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、
リサイクル（再生使用）の「３

スリーアール
R」を促進し、皆さんと廃棄物の減量と資源化に取り組んでいます。

３Rの中でも、リデュース・リユースの「２
ツーアール
R」はより優先順位が高く、積極的に取り組む必要があ

ります。日常生活を見直し、できるだけごみを出さないようにする方法を考えてみませんか。
［問合せ］すみだ清掃事務所分室☎3613－2228

待ち遠しい！次回の開催日は？

約5ｇ 約50ｇ

レジ袋 紙袋 割りばし

約30ｇ約4ｇ

ペットボトル
区民1人1日当たりの

食品ロス量
約8ｇ

（令和元年度排出実
態調査より算出）

温室効果ガス排出量は、区内では家庭からの排出が約31％を占めています。一人ひとりが省エネを
心掛け、地球にやさしい生活をすることが地球温暖化の抑制につながります。この夏、ご家庭で無理
なく節電・省エネに取り組み、地球にも家計にもやさしい生活をしましょう。
[問合せ]環境保全課環境管理担当☎5608－6207

まずは、地球温暖化の原因を知ろう！

地球温暖化の影響はどんなところに？

東京でも例外じゃない！

温室効果ガスの中で、代表的なものがCO₂( 二酸化炭素 )です。省
エネに取り組むことはCO₂ の排出を減らすことにつながります。

温室効果ガスとは？

[参考]東京都環境局「夏の省エ
ネリーフレット」より一部抜粋

ここに
注目！

\次回もお待ちしてます！/

温室
効果
ガス

中

　地球の周りにある温室効果ガスは、地球に届いた
太陽の熱を逃さない働きをし、私たちが暮らすのに
適した温度を保つ働きをしています。地球温暖化の
原因は、温室効果ガスが急激に増えたことです。以
前より多くの熱が吸収されるようになり、地球の気温が上がっています。

便座
低● 高〇
温水

オフ● 低〇 高〇

コード

コード



　　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
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ )。なお、参加に当たっては、マスクの着用や手指消毒等、各会場でお願いする感染症対策にご協力ください。

＝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

建築・住まいの無料相談 7月17日(金)午後1時～4
時　＊原則、毎月第3金曜
日に開催(8月・9月を除く)

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について、一般社団法人東京都建
築士事務所協会墨田支部に所属する建築士に相談する　申当日直接会
場へ　問建築指導課構造担当☎5608－1307

健
康
・
福
祉

はなみずき認知症家族会 7月18日(土)午後1時半～
2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)

内認知症疾患医療センター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 7月28日(火 )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)

対ボランティアを始めようと考えている方　定先着8人　費無料
申事前に、すみだボランティアセンター☎3612－2940へ　＊内容等
の詳細は墨田区社会福祉協議会のホームページを参照

身体障害者向け「体力アップ体
操教室」(全4回)

8月4日～25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)

対区内在住で身体に障害のある方　定10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7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

こころの病をもつ方の家族会〝家
族同士で情報交換しませんか〞

8月27日(木)午後1時半～
3時半

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内参加者同士で、日頃の悩みを話し合い、病気や福祉制度などの情報
交換をする　＊詳細は区ホームページを参照　対区内在住で、こころ
の病をもつ方の家族　定先着15人　費無料　申7月13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」

9月2日(水)午後　＊予約
時間等の詳細は申込先へ

内家族関係等の悩みについて専門医に相談する　＊詳細は区ホームペー
ジを参照　対区内在住の方　費無料　申7月13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

おもちゃサロン「好きなおもちゃ
でいっぱい遊ぼう」

内子どもが自分の好きなおもちゃを選んで自由に遊ぶ　＊詳細は墨田
区社会福祉協議会のホームページを参照　対未就学児とその保護者　
費無料　申事前に電話で各問合せ先へ

▼本所地域プラザ開催分 7月15日 ( 水 )、8月19日
(水)、9月16日(水)午前10
時～午後3時半　＊毎月第3
水曜日に開催

本所地域プラザ(本所
１－13－4)

問本所地域プラザ☎6658－4601　＊おもちゃドクターによる修理
は午後１時半～3時　＊子どもと親のための心の相談コーナーあり(午
後1時～5時)

▼八広地域プラザ開催分 7月16日 ( 木 )、8月20日
(木)、9月17日(木)午前10
時～午後3時半　＊毎月第3
木曜日に開催

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

問八広地域プラザ☎6657－0471　＊おもちゃドクターによる修理
は午後1時～3時

▼すみだボランティアセン
ター開催分

7月17日(金)・20日(月)午
前10時～午後3時半　＊毎
週金曜日と毎月第3月曜日
に開催(祝日を除く)

すみだボランティアセ
ンター(東向島2－17－
14)

問墨田区社会福祉協議会☎3614－3900　＊おもちゃドクターによ
る修理は第2金曜日　＊第1金曜日の午後と第3月曜日は、障害のある
子どもとその保護者が対象

▼みどりコミュニティセン
ター開催分

7月22日 ( 水 )、8月25日
(火)・26日(水)、9月30日
(水)午前10時～午後3時半　
＊原則毎月第4水曜日に開催

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

問みどりコミュニティセンター☎5600－5811　＊おもちゃドクター
による修理は午前10時～午後3時半

ご存じですか
特別児童扶養手当

20歳未満で心身に中度以上の障害がある児童
を養育している方は、特別児童扶養手当を受給で
きる可能性があります。所得制限等がありますの
で、対象となる方や請求方法等の詳細は、お問い
合わせください。既に手当を受給している方は、
8月初旬に所得状況届(現況届)の用紙をお送り
しますので、8月中の提出にご協力ください。
[手当額(月額)]障害の程度が ▼重度の児童＝5
万2500円　 ▼中度の児童＝3万4970円 [提出
先・問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係
☎5608－1439

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等）が変更または中止となる場合があります。
また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。ご注意ください

ご注意ください
マイナンバーカード・電子
証明書手続の一時休止

　7月26日(日)は窓口開庁日ですが、システム
メンテナンスのため、マイナンバーカードの交付
および券面変更等の手続、電子証明書の発行、暗
証番号再設定等の手続を終日休止します。ご注意
ください。
[問合せ]窓口課住民異動係☎5608－6102

音の響きを、全身で直接感じてください
Fun! Fun! Fun! 2020　映画名シーンをオーケストラとともに
[とき]8月10日（祝）午後4時～ [曲目]映画「ピノキオ」より「星に願いを」、
映画「カサブランカ」より「アズ・タイム・ゴーズ・バイ」など [出演]竹本
泰蔵（指揮）、新日本フィルハーモニー交響楽団 [入場料（全席指定）]3000
円　＊区内在住在勤の方は2500円、区内在住在学の小学生～高校生は
1000円　＊ペア券あり（2枚1組5500円）　

新型コロナウイルス感染症対策のため、事前にすみだトリフォニーホールのホームページで「ご来場の皆さんへのお願い」をご確認ください。

トリフォニーホール
おすすめ公演情報

トリフォニーホールチケットセンター
☎5608－1212・錦糸1－2－3

下野竜也プレゼンツ！音楽の魅力発見プロジェクト第7回 ベートーヴェン・スペシャル
[とき]8月15日（土） ▼第1回＝午後1時～　 ▼第2回＝午後5時～ [曲目]ベートーヴェン ▼第1回
＝交響曲第1番～第5番「運命」より第１楽章　 ▼第2回＝交響曲第6番「田園」～第9番より第1楽章　
＊各回とも開演20分前から、下野竜也氏によるレクチャーあり[出演]下野竜也（指揮）、新日本フィ
ルハーモニー交響楽団 [入場料（全席指定）] ▼ 1回券＝3000円　 ▼通し券＝5000円　＊区内在住
在勤の方は1回券2000円、通し券3500円　＊区内在住在学の小学生～高校生は1回券1000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

ご協力をお願いします
すみだ福祉保健センターの
大規模修繕工事

すみだ福祉保健センター(向島3－36－7)は、

令和3年3月31日までの間、通常業務を継続しな
がら大規模改修工事を実施しています。ご理解と
ご協力をお願いします。
[問合せ]すみだ福祉保健センター☎5608－
3711

映画「カサブランカ」

6 墨田区のお知らせ
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2020年（令和2年）7月11日

お知らせ 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。

墨田区のお知らせ 2020年（令和2年）7月11日6



☎ ＝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

子
育
て
・
教
育

すみだ自然観察会「セミの羽化
観察」

7月29日(水)、8月4日(火)
午後6時半～8時　

▼7月29日＝隅田公園
(向島1－3)　 ▼ 8月4
日＝東白鬚公園(堤通
2－2－1)　＊現地集合

内セミの羽化を観察する　対区内在住で小学生以下の子どもとその保
護者　定各日先着5組　費無料　申7月13日午前9時から電話で環境
保全課緑化推進担当☎5608－6208へ

親子料理×科学教室「光るグミ
をつくろう！」

8月16日(日)午後2時半～
4時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内グミを作りながら、グミが光る原理や固まる原理を学ぶ　対小学生
とその保護者　定先着10組20人　費1人500円　持マスク、エプロン、
三角巾(バンダナ)、布巾、手拭き用タオル　申事前に八広地域プラザ
☎6657－0471へ　＊受け付けは8月8日までの午前9時～午後8時(7
月20日は休館)

ぜん息児のためのデイキャンプ
(全3回)　＊1回のみの参加も可

9月13日、10月25日、令和
3年1月24日いずれも日曜
日　＊時間等の詳細は申込
先へ

すみだフットサルア
リーナ (横川1－1－
10すみだパークプレ
イス5階)ほか

内ぜん息に負けない体力づくりをする(フットサル、ハイキング等)　
対区内在住で、ぜん息などの症状がある小・中学生　定先着30人　
費無料　申事前に申込書を直接または郵送で〒130－8640保健計画
課保健計画担当(区役所5階)☎5608－6190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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

特集展示「コドモとマナビ〝くら
べてみよう、今むかし〞」

8月30日(日)までの午前9
時～午後5時　＊入館は午
後4時半まで　＊休館日は
毎週月曜日(祝日のときは
翌日）・毎月第4火曜日

すみだ郷土文化資料館
(向島2－3－5)

内時代ごとの子どもの様子や教育などについての展示　＊新型コロナ
ウイルス感染症の影響で中止していた展示を再開し、会期を延長
費 ▼個人＝100円　 ▼団体(20人以上)＝80円　＊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　申期間中、直接会場へ　問すみだ郷土文化資料館
☎5619－7034

ユートリヤで健康な体になろ
う!(7月)

▼ ヨーガ＝7月13日(月)・
20日 (月 )午後3時～4時　

▼歌うボイスエクササイズ
＝7月17日(金)午後3時～
4時　 ▼太極拳＝7月22日
(水)正午～午後1時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内初級者向けの健康講座　＊歌うボイスエクササイズはハミングでの
実施　対区内在住在勤在学で16歳以上の方　定 ▼ ヨーガ・太極拳＝
各日先着10人　 ▼歌うボイスエクササイズ＝先着12人　費各日700
円　申事前に、すみだ生涯学習センター☎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　＊空きがあれば当日
会場でも申込可

区民体育祭「少年
野球大会」

9月6日～11月1日の日曜日・
祝日　＊9月は午前6時～午
後6時、10月・11月は午前
8時～午後4時

隅田公園少年野球場
(向島5－6－13)ほか

対区内の少年野球チーム　費1チーム2万円　申7月16日午前9時～
11時に費用を持って直接、隅田公園少年野球場へ　問墨田区少年野球
連盟事務局　江澤義明☎080－5087－3742　＊代表者会議を8月16
日(日)午後6時から、すみだ生涯学習センター(東向島2－38－7)で開
催

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ )。なお、参加に当たっては、マスクの着用や手指消毒等、各会場でお願いする感染症対策にご協力ください。

＝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 内容・対象等 申込み・問合せ等

暮
ら
し

都営住宅(墨田区割当)・区営住
宅入居者の募集

【募集数】 ▼都営住宅(2人以上世帯向け)＝1戸　 ▼区営住
宅(2人以上世帯向け)＝7戸　対区内に居住している方
(区営住宅は引き続き1年以上)　＊いずれの住宅もほかに
も要件あり　＊単身者は申込不可

【募集案内と申込書の配布期間／配布場所】7月20日(月)～29日
(水)／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　＊区民
情報コーナーは午前8時～午後9時(初日は午前8時半から、最終
日は午後5時まで)　申申込書を郵送で7月31日(必着)までに本
所郵便局へ　問住宅課公営住宅担当☎5608－6214

高齢者向け優良賃貸住宅「日の出
ハイツ(京島1－42－15)」「セイ
カガーデニアガーデン(石原2－
8－11)」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　＊ほかにも要件等あり　＊所得に応じて家賃減
額あり　【日の出ハイツの間取り・負担額等】 ▼間取り＝
1DK、2DK(31.32㎡～44.98㎡)　 ▼家賃減額を受けた場
合の負担月額＝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　【セイカガーデ
ニアガーデンの間取り・負担額等】 ▼間取り＝1DK、1K＋
S、1DK＋S(32.11㎡～42.31㎡)　 ▼家賃減額を受けた場
合の負担月額＝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

【募集案内と申込書の配布場所】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　申随時、申
込書を直接または郵送で ▼日の出ハイツ＝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＝三幸ハウス株式会社(〒156－
0041世田谷区大原1－27－4)☎5452－0214へ　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(募集住宅ごとの希望者が複数の場合は、あっせん順位を抽選
で決定)

子
育
て
・
教
育

子育て支援活動助成
希望団体の募集

内子育て支援活動経費の一部助成を希望する団体の募集　
対区内で子育て支援活動に取り組んでいる団体　＊審査
あり(対象等の詳細は募集要項を参照)

【募集期間】7月13日～31日　＊応募方法等の詳細は募集要項を
参照　＊募集要項は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(左のコードを読み取ることでも接続可)　問子
育て支援課子育て計画担当(区役所4階)☎5608－6084

明るい選挙啓発ポ
スターコンクール
の作品募集

対区内の小・中学校、高等学校、特別支援学校に在学する
児童・生徒　【画材】自由(絵の具、紙、布など)　【規格】画
用紙の四つ切り(542㎜×382㎜)、八つ切り(382㎜×
271㎜)、またはそれに準ずる大きさ　【審査発表】11月上
旬(予定)　＊入賞作品の著作権は主催者に帰属

申作品の裏面右下に氏名(ふりがな)・学校名・学年を記入し、
直接または郵送で9月11日(必着)までに〒130－8640選挙管
理委員会事務局(区役所12階)☎5608－6320へ　＊学校を通
して提出する場合は、各学校が指定する日まで　＊作品は選挙
啓発等に使用し、応募者の学校名・学年・氏名を公表する場合
あり

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＝選考方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申込書等の配布期間・場所が変更となる場合があります。お越しの際は、
事前に、各問合せ先へご確認ください。
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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公式
SNS等

フェイス
ブック ツイッター インスタ

グラム ユーチューブ

[問合せ]文化芸術振興課文化芸術担当☎5608－6115

北斎名品コレクション37

　「冨嶽三十六景」の刊行後に発表された、
富士の絵約100図を掲載した「富嶽百景」
の中の１図です。組み合わせた梯

はしご
子や桶を

結んだ紐
ひも
、丸太が重層的な三角形となって

おり、紐の三角形の中に富士を配置した構
図です。当時は夏至の日（現在の６月21日
頃）や７月７日に、井戸の水を汲

く
み干して

浚
さら
い、井戸の中の掃除をしており、井戸替

え、井戸浚などと呼ばれました。共同で使
用する長屋の井戸では、みんなで行う作業
でした。女性たちは、落とした櫛

くし
や簪
かんざし
を拾っ

てもらえるので、この日を待ち望む人が多
くいました。本図は、企画展「大江戸歳事
記」(8月30日まで)でご覧いただけます。

　「すみゆめ」は、すみだの重要な文化資源である「北斎」
と「隅田川」をテーマに行われる様々な表現活動を通
じて、区民やアーティストが繋がっていくプロジェク
トです。北斎生誕260年の今年は、「あなたに届く、あ
したにつなぐ。アートプロジェクト〝すみゆめ〞」をキャッ
チコピーに、8月から来年2月にかけて主催企画やプ
ロジェクト企画を展開します。インターネット上で実
施する企画もありますので、ぜひ、ご参加ください。
＊日時や企画等の詳細は、「すみゆめ」のホームペー
ジを参照(右のコードを読み取ることで
も接続可)　＊新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から、企画内容・日時
等が変更となる場合あり

「隅田川 森羅万象 墨に夢」 （通称 すみゆめ）は、
すみだ北斎美術館開館を機に誕生したアート
プロジェクトです。

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。 アートプロジェクト「隅田川 森羅万象 墨に夢」（すみゆめ）
主催企画・プロジェクト(公募)企画決定！葛飾北斎「富

ふ

嶽
がく

百
ひゃっ

景
けい

」二
に

編
へん

井
い ど

戸浚
さらい

の不
ふ じ

二(版本)

北斎を知る
－HOKUSAI PROMOTION－

すみゆめ通信
隅田川 森羅万象 墨に夢

▶主催企画「すみゆめの七夕」イメージ

風水害に備えて情報の入手方法を確認しましょう ご自身や家族に合った情報の入手方法を決めておきましょう。
[問合せ]防災課防災係☎5608－6206

■すみだ安全・安心メール
気象・地震等の防災情報などを配信。
[ 登録方法 ] s@sumidaku.mobi
に空メールを送信　＊システム変更
のため、８月１日以降も継続する
場合は 　s.sumida-city@raiden2.
ktaiwork.jpへ空メールを送信し、
再登録することが必要 (右
のコードを読み取ることで、
メールの送信画面に接続可) コード

■防災行政無線
　屋外に設置しているスピー
カーから音声で情報を発信。
＊放送終了後2時間以内で
あれば、放送内容を電話応
答サービス☎5608－6274
でも確認可　＊放送内容は
区ホームページや、すみだ
安全・安心メール、区公式
SNS等でも発信

■テレビ
　地上デジタル放送(NHK総合
テレビ等)視聴時に、リモコンの
「dボタン」を押し「地域の防災・
生活情報」を選ぶと、区の避難情
報等を確認できます。■区ホームページ

　区の避難情報や避難所開設
の情報等を発信(右のコードを
読み取ることでも接続可)。 コード

■区公式SNS
　(ツイッター、フェイスブック)
　気象・地震等に関する緊急情報を配
信(本面下部の オレンジ枠 内のコー
ドを読み取ることでも接続可)。

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＝選考方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申込書等の配布期間・場所が変更となる場合があります。お越しの際は、
事前に、各問合せ先へご確認ください。

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

お気に入りの本をPOPで紹介し
ませんか？「中学生・高校生の
ためのPOPコンテスト」作品の
募集

内手書きのイラスト・キャッチコピー・メッセージ等で
本の魅力を伝える紹介カード「POP」のコンテスト　【部門】

▼よみもの部門(小説・ノンフィクション等を同年代の方
に紹介)　 ▼絵本部門(絵本を5歳～小学校低学年程度の子
どもに紹介)　＊入賞作品は、各図書館などで展示するほか、
墨田区立図書館のホームページ等で公開　対区内在住在
学の中学生・高校生　費無料

申応募用紙を9月11日(必着)までに ▼直接＝各図書館・コミュ
ニティ会館に設置している応募箱へ　 ▼郵送＝ひきふね図書館
(〒131－0046京島1－36－5)☎5655－2350へ　＊応募は部
門ごとに1人1点まで　＊応募用紙は、各図書館・コミュニティ
会館で配布　＊応募作品の著作権・所有権は区に帰属(返却不可)　
＊詳細は、応募用紙の配布先で配布するチラシ、または墨田区立
図書館のホームページを参照

第67回墨田区文化祭の出展作品
の募集

対区内在住在勤在学の方　＊詳細は各出張所・図書館等
の区施設で配布している応募要項を参照

問文化芸術振興課文化芸術担当☎ 5 6 0 8 － 6 2 1 2・
BUNKASHINKOU@city.sumida.lg.jp

▼俳句 【展示期間】11月1日(日)～3日(祝)　【展示場所】すみだ
リバーサイドホール1階・2階(区役所に併設)　【注意事項】

▼応募は全部門を通して1人1点　 ▼応募作品(未発表の
ものに限る)には、題名・氏名(雅号)・住所・電話番号等
を裏面に記載　 ▼展示スペース等の関係上、申込期限前に
募集を締め切る場合あり　 ▼展示部門入賞作品は、作品・
作品名・作者名を、区ホームページおよびポスター等へ掲
載予定　 ▼絵画・自由作品へ応募する場合は、住所・氏名・
電話番号・種別(絵画の場合は号数も、自由作品の場合は
大きさと審査希望の有無も)を明記

申電話で9月30日までに墨田区俳句連盟　秋山欣也☎3611－
9333へ

▼水墨画 申電話で9月18日までに墨田区水墨画協会　末永重一☎3618－
0861へ

▼写真 申電話で10月9日までに問合せ先へ

▼書道 申電話で10月20日までに墨田区書道連盟　蕗野祐涯☎3611－
8074へ

▼花道 申電話で10月21日までに墨田区花道茶道連盟　勝倉清泉
☎3623－4782へ

▼絵画・自由作品 【募集数】 ▼絵画＝60点　 ▼自由作品＝40点　申電話またはE
メールで7月13日～10月2日に問合せ先へ
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