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PIDERと株式会社ヒロカワ製靴 廣川雅一社長
区では、「ものづくりのまち すみだ」としての魅力を国内外に発信する「すみだ地域ブランド戦略」を推

進しています。その取組の1つが、今年で10年目となるブランド認証事業。優れた商品や飲食店メニュー等
を「すみだモダン」として認証しています。昨年度はブランド認証商品137点の中から「ベストオブすみだ
モダン」として13点、さらにその中から特に象徴的な1点を「ザ・ベスト」として選定しました。
　その「ザ・ベスト」に選ばれたのが、ヒロカワ製靴が手掛けるSPIDER。38の革の端材を縫い合わせ、滑ら
かな表面に仕上げたSPIDERには、長い歴史と経験に裏付けられた高い技術力や斬新で美しいデザイン力
など、すみだのものづくりの魅力が凝縮されています。

株式会社ヒロカワ製靴 会社概要
昭和39年(1964年)創業。昭和54年

(1979年)に墨田区に移転して以来、す
みだで全ての製品を一貫生産している。
自社一貫生産を行う靴メーカーは、日
本で同社のみ。日本人の足に合う木型
と、履き心地にこだわったグッドイヤー
ウェルト製法が特徴で、全国的に有名
な「S

ス コ ッ チ

COTCH G
グ レ イ ン

RAIN」は同社の製品。

すみだのものづくりの力を

　　世界のすみずみへ　江戸時代の武士が使う日用品の製造で産業が発展してきた墨田区
には、革やガラス、金属、繊維など、多種多様な産業が今も地域に根
付いています。今年度実施した第26回墨田区住民意識調査でも、回
答者の約65％がすみだを「ものづくりのまちとして実感し、誇りに
思っている」と回答しています。
　区では、さらに多くの区民の皆さん、そして世界の方々に、そんなす
みだのものづくりの力を知ってもらうため、「SHOP & WORKSHOP
すみずみ」を開設しました。今号4・5面ではこの施設を詳しくご紹
介します。ぜひ、お越しください。
[問合せ]産業振興課産業振興担当☎5608－6188
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◆2面以降の主な内容
2・3面 ･･････  新型コロナウイルス感

染症の関連情報等
4・5面 ･･････ SHOP & WORKSHOP

すみずみ
6～8面 ･･････ 講座・教室・催し・募集
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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

匿名・無料で受けられます
HIV抗体検査

12月1日の世界エイズデーにちなみ、例年12
月の第1水曜日にHIVの即日検査を実施してい
ますが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止します。なお、本所保健セン
ターでは、毎月第1木曜日（12月を除く）にHIV
検査を行っていますのでぜひ、ご利用ください。
[申込み ]毎月第1木曜日午前9時～10時に直
接、本所保健センター (東駒形1－6－4)へ　
＊次回は令和3年1月7日（木）　＊結果は検査
月の第3木曜日に報告［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☎3611－6135ま
たは本所保健センター☎3622－9137へ

11月30日(月)までです
75歳以上の健康診査など

区内在住で75歳以上の方に健康診査を実施
しています。対象となる方には、6月末に受診票
をお送りしていますので、忘れずに区内実施医
療機関で受診してください。受診票を紛失した
場合や届いていない場合は、「すみだ けんしん
ダイヤル」へご連絡ください。
[実施期間]11月30日(月)まで　＊医療機関の
休診日を除く [費用]無料 [問合せ] ▼すみだ け
んしんダイヤル☎6667－1127　＊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）　＊聴覚障害のある方等は
℻  6862－6571へ　 ▼保健計画課健康推進担
当☎5608－8514

新施設での運営を開始します
文花子育てひろば

文花子育てひろば（文花1－20－3）は、12
月1日(火 )から新施設での運営を開始します。
移転に伴い、11月23日～30日の間、休館しま
すので、ご注意ください。
　なお、11月25日～29日は電話相談のみ受け
付けます。また、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、現在、子育てひろばの利用は予
約制です。詳細はお問い合わせください。
[新施設の場所]文花1－20－7[問合せ ] ▼文
花子育てひろば☎5630－6027　 ▼子育て支
援総合センター☎5630－6351

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　

新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口
以下の情報は、10月30日時点のものです

[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

東京都発熱相談センター
☎5320－4592

24時間対応(土・日曜日、祝日を含む)

発熱などの症状がある方の相談先

墨田区発熱・コロナ相談センター
（旧墨田区帰国者・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
＊お繋ぎするまで時間がかかる場合があり

ますので、ご了承ください

かかりつけ医がいる方
必ず電話で日頃受診している医療機関へご相談
ください

✓

かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合
診療や検査が可能な地域の身近な医療機関をご
案内しますので、下記の相談先へご連絡ください

✓

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 ☎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」

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

a a a a ☎0570－550－571
　　午前9時～午後10時(土・日曜日、祝日を含む)

　　　　 ℻  5388－1396
　　 相談票に記入の上、送信(右のコー
ドを読み取ることで相談票の出力
画面に接続可)

ナビダイヤル

聴覚障害のある方

コード

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

[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、原則郵送での受け
付けとなりましたので、ご注意ください。

■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]原則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5時（祝日を除く）
＊ 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

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
「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

申請期限は
12月28日
（必着）です

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は
行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

広告 スマホの料金をもっと安くしたいと思いませんか？「J:COMモバイル」なら簡単便利、お得に使えます！詳しくは☎0120－938－362(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）
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▼住民異動届・マイナンバーカード
の交付　 ▼住民票の写し等の発行　

▼戸籍の証明書等の発行　 ▼戸籍届

混雑状況がわかる窓口業務

「混雑・空き情報」インフラ ネコの
目.comのホームページから官公庁
を選択して「墨田区役所」
を検索(右のコードを読
み取ることでも接続可)

確認方法

コード

窓口課庶務係☎5608－6100
問合せ

区役所1階の窓口の混雑
状況がわかります！

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
ロナウイルス感染症に感染した場合、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～12月31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



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

カード形式を選択できます
障害者手帳

令和２年10月1日以降の障害者手帳交付申請
受け付け分から、カード形式の障害者手帳を選
択できるようになりました。身体障害者手帳・
愛の手帳をお持ちの方で、カード形式への切替
えを希望する場合は再交付申請が必要です。精
神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は更新申請
時にカード形式に切り替えることができます。
なお、紙形式とカード形式両方の障害者手帳を
持つことはできませんので、ご注意ください。　　
[カード形式の障害者手帳の特徴] ▼保険証や
運転免許証と同等の大きさ　 ▼従来の紙形式の
手帳同様、カバー・別冊あり　 ▼プラスチック
製　 ▼ ICチップ等は非搭載　 ▼顔写真は白黒
[問合せ ] ▼ 身体障害者手帳＝障害者福祉課
障害者相談係☎5608－6165・℻  5608－
6423　 ▼愛の手帳＝障害者福祉課障害者相
談係☎5608－1304・℻  5608－6423　 ▼ 精
神障害者保健福祉手帳＝向島保健センター
☎3611－6135・℻  3611－3113、本所保健セ
ンター☎3622－9137・℻  3623－2108

男女共同参画社会の実現のために
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、性暴力、ストーカー行為、売買春、
人身取引、セクシュアル・ハラスメント等の女性
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、下記強化週間中は時間を延長して受け付け
ます。
［強化週間］11月12日（木）～18日（水）の　
午前8時半～午後7時　＊土・日曜日は午前
10時～午後5時　＊強化週間以外は、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☎0570－011－000 へ
■性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ　
　支援センター
[ 相談先 ]☎＃8891（はやくワンストップ）　
＊一部の IP電話、ダイヤル式公衆電話、PHS
からは接続不可

[ 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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お気軽にご相談・ご利用ください
墨田区訪問リハビリサポー
ト事業

[対象]区内在住で心身機能の低下により在宅
でのリハビリを希望する方　＊介護保険や医
療保険でのリハビリ利用者を除く [支援の流れ・
内容] ▼ 東京都リハビリテーション病院(堤通
2－14－1)に事前に連絡し、専門医の診断を受
ける　 ▼区内の在宅リハビリサポートコーディ
ネーターに自宅でリハビリプログラムを作成し
てもらう　 ▼在宅リハビリサポートコーディネー
ターに生活動作の評価や改善のための指導を自
宅で6か月に4回受ける　 ▼開始から6か月後に
東京都リハビリテーション病院専門医の診察を
受ける [利用期間]原則6か月間　＊医師の判断
により延長可 [費用]無料 [申込み]随時、電話

トリフォニーホール
おすすめ公演情報

楽しいクリスマスをホールで！

[とき]12月6日(日)午後7時～ [内容] ▼ 第1部＝きみまろ爆笑ライブ　

▼第2部＝ユーモア満載！クラシック [出演]綾小路きみまろ(漫談)、角
田鋼亮（指揮）、新日本フィルハーモニー交響楽団（演奏）[入場料(全席指
定)]3800円　＊区内在住在勤在学の方は3500円　＊ペア券は2枚1組
6000円　＊18歳未満は入場不可

トリフォニーホールチケットセンター
☎5608－1212・錦糸1－2－3

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「重要なお知らせ」をご確認ください。

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

ヘルプマークは、援助や配慮が必要な
方のためのマークです。このマークを
見かけたら、思いやりのある行動をお
願いします。
[問合せ]障害者福祉課庶務係
☎5608－6466・℻  5608－6423

ヘルプマークを知っていますか？

パイプオルガン・クリスマス・コンサート2020
　普段は見られないパイプオルガン演奏中の手元や足元を、舞台上のス
クリーンに投影しながら、クリスマスにちなんだ曲目を演奏します。
[とき]12月12日(土) ▼第1回＝午前11時～　 ▼第2回＝午後3時～[内容]

▼ 第1回＝親子で楽しめる0歳からのオルガン・コンサート（約45分）　

▼第2回＝しっかりじっくりオルガン・コンサート（約60分）[出演]長田
真実（オルガン）[入場料(全席指定)] ▼第1回＝500円　 ▼第2回＝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

綾小路きみまろ爆笑ライブ&新日本フィル クリスマス・スペシャ
ル〝オトナの音楽会〞

　 　    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　皆さんが撮影した写真を本紙に掲載します。
スマートフォン等で撮影した写真も応募でき
ます。ぜひ、お寄せください。
［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテー
マに区内で撮影した写真と、作品名・撮影
場所・住所・氏名・電話番号を、直接ま
たは郵送、Eメールで〒130－8640広報
広聴担当（区役所6階）☎5608－6223・
OSHIRASE@city.sumida.lg.jpへ　＊写

真は ▼直接・郵送＝A4以下の紙に印刷する
か、jpeg形式でCD－Rに保存　 ▼ Eメール
＝jpeg形式で添付（1通あたり3MB以内）　
＊応募に関する注意事項等は問
い合わせるか、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)

本紙毎月1日号に掲載しています

「私の好きな すみだ」写真募集

コード

で東京都リハビリテーション病院☎3616－
8399へ　＊受け付けは、月曜日～金曜日の午
前8時半～午後5時15分(祝日・年末年始を除
く)　＊中・重度者向けの在宅療養リハビリサ
ポート事業もあり(詳細は問合せ先へ)[問合せ]
保健計画課保健計画担当☎5608－1305

ご利用ください
墨田区のお知らせ「すみだ」
(区報)の戸別配付

墨田区のお知らせ「すみだ」(区報)は、主に新
聞に折り込んで配布しているほか、区施設や区
内の駅、一部の信用金庫・コンビニエンススト
ア・スーパーマーケット等でも配布しています。
また、新聞を購読していない方へ、発行日(1日、
11日、21日)にご自宅へ無料でお届けする戸別
配付を行っています。ぜひ、ご利用ください。
[対象]区内在住で新聞を購読していない方 [費
用]無料 [配付開始号] ▼ 1日 (必着)までの申込
み＝当月の11日号　 ▼11日(必着)までの申込
み＝当月の21日号　 ▼21日(必着)までの申込
み＝翌月の1日号　＊締切りが閉庁日に当たる
場合は前開庁日（必着）[申込み]随時、戸別配
付申込書を直接または郵送、ファクス、Eメー
ルで〒130－8640広報広聴担当(区役所6階)
☎5608－6223・℻  5608－6406・ OSHIRASE@
city.sumida.lg.jpへ　＊戸別配付申込書は、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　＊区ホームページの申込みフォーム
からも申込可 [注意事項] ▼ 1住戸につき、原則
1部配付　 ▼郵便ポスト等の確認のため、配達
員が現地調査を実施する場合あり

長田真実

綾小路きみまろ

広告 お墓はいらない　ご自宅出張から永代供養まで　全て込み　1霊　3万円　(株)メモリアルアシスト☎0120－05－1234
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　　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

　「すみだのものづくりの力を多くの人に知ってもらいたい」という想
おも
いから作られた施設で、1階

は物品販売、2階は催しなどを行うスペースとなっています。新たな産業や商品を生み出すため、様々
な産業の発信をしていきます。2階の使用方法等の詳細は、お問い合わせください。

どんな施設？

すみだのものづくりでクロスワードに挑戦
　　　　　　　　　　　　　＆記念品をもらおう！

すみだのサステナブルここにあり！

11月21日(土)・22日(日)スミファ開催
毎年恒例となった、すみだファクトリーめぐり「スミファ」。工場や工房の見学、職人

から教わるワークショップなど、貴重な体験ができます。
　今年は、オンラインでの開催を中心として、工場からの生
配信やワークショップを行います。「すみずみ」は、11月初旬
からスミファの特設コーナーを設置、開催当日はインフォメー
ションセンターとなります。詳
細はスミファのホームページ
等をご覧ください(右の各コー
ドを読み取ることでも接続可)。 ホームページ フェイスブック

今年のスミファでは、拠点の一つに！みんなすみだ！

これもすみだ！

すみずみ施設長
武田 ゆり子さん

　1階では、すみだモダン認証商品を中心
に、品質・デザイン・ストーリー性に優
れた、すみだの商品を販売しています。高
級で高額な商品も多いですが、買っても
らうというよりも、まずは知ってもらい
たいんです。だから、各商品に詰まった
作り手の姿や想いを、作り手に代わって
丁寧に伝えていきたいです。気軽にふらっ
と立ち寄って欲しいですね。また、現在は、
区内の商品のみを取り扱っていますが、
今後は様々な地域と、ものづくりをテー
マにした交流も行っていく予定です。
　2階はものづくりに関する会議や催し
等に利用することができます。まだ本格

的に始動していませんが、「ものづくり体
験」を中心としたワークショップや区内
で開催される催しに合わせた企画展など
を実施していく予定です。
　新型コロナウイルス感染症の対策
もしっかり行い、皆さんをお待
ちしております!

繰り返し使うことので
きるガラスのストロー。
味や香りを損なわず味
わうことができる。
(廣田硝子株式会社)

① 根岸産業有限会社は、日本に残る唯一の〇〇〇〇
用の如雨露メーカーです。

② ベストオブすみだモダンの「ザ・ベスト」に選ば
れたのは、今号1面に掲載されている株式会社
ヒロカワ製靴の「〇〇〇〇〇」です。

③ ベストオブすみだモダンの「〇〇〇〇トング」は、
力の弱い方でも使いやすいトングです。

④ 〇〇〇（漢字で「鞣し」と書く）は、動物の皮から
加工用の「革」をつくる工程の1つです。

⑤ すみだは、〇〇の革の有数の生産地です。

⑥ ヒノデワシ株式会社が作る、子どもから大人ま
で人気の消しゴムは、「〇〇〇〇くん」です。

空き缶を活用した如雨露づくり体験。
「これをきっかけに職人志望者が出たら
私たちの事業もサステナブル。すみずみ
でもワークショップを行いたいですね。」
(根岸産業有限会社)

 近年、各国が世界の共通の目標として取り組んでいるS
サ ス テ ナ ブ ル

ustainableな(環境などに配慮した
持続可能な)社会の実現。そんなサステナブルな取組を行うすみだモダン認証事業者の事例
をご紹介します。各事業者の商品は「すみずみ」でも手にすることができます。

銅製如
じ ょ う ろ

雨露
(根岸産業有限会社／堤通)

職人が大切な人に贈った
はさみ 携帯用・普段用
(石宏製作所／墨田)

名刺入れ 鏨
たがね

の息吹
(有限会社塩澤製作所／
石原)

雅
みやび

ブラシ
(株式会社宇野刷

は け

毛
ブラシ製作所／向島)

みやびみやび

江戸切子[粋と技シリーズ]
(有限会社ヒロタグラスク
ラフト／太平)

「ベストオブすみだモダン」に
選定された全13商品。　＊ベ
ストオブすみだモダンや、すみ
だモダン認証商品については、
すみだ地域ブランド戦略のホー
ムページを参照

　　　 商品名(社名／所在地)写真

S
ス パ イ ダ ー

PIDER
(株式会社ヒロカワ製靴／堤通)

てのひらトング
(合資会社笠原スプリ
ング製作所／八広)

風琴マチシリーズ
(株式会社二宮五郎商店／
東向島)れれももももすすすす

I
イ キ ジ

KIJI ポロシャツ・シャツ
(精巧株式会社／緑)

W
ワ ヨ ウ

AYOU
(廣田硝子株式会社／
錦糸)

すみだモダン認証商品の「Jono
Jono」は、毛糸玉ではなく、メリ
ヤス玉。その端材を集めたカラ
フルな「JonoJono Hanpa」。
(オレンジトーキョー株式会社)

「Jono
　Jono」

①～⑥のヒントを読んで、言葉を入れ
ていくよ。水色のマスを縦に読んだ言
葉を「すみずみ」のスタッフに伝えよう。
記念品がもらえるよ！(先着100人)

あれ
もすみ

だ！

源
森
橋

東
武
橋

小
梅
橋

交　通
● 都営浅草線本
所吾妻橋駅か
ら徒歩5分

● 各線押上駅か
ら徒歩9分

すみみみみみみみみみみみみだだだ！

的に始動していませんが、「ものづくり体的に始動していませんが、「ものづくり体的に始動していませんが、「ものづくり体
験」を中心としたワークショップや区内験」を中心としたワークショップや区内験」を中心としたワークショップや区内
で開催される催しに合わせた企画展などで開催される催しに合わせた企画展など

　新型コロナウイルス感染症の対策　新型コロナウイルス感染症の対策　新型コロナウイルス感染症の対策　新型コロナウイルス感染症の対策　新型コロナウイルス感染症の対策　新型コロナウイルス感染症の対策
もしっかり行い、皆さんをお待もしっかり行い、皆さんをお待もしっかり行い、皆さんをお待もしっかり行い、皆さんをお待もしっかり行い、皆さんをお待もしっかり行い、皆さんをお待もしっかり行い、皆さんをお待もしっかり行い、皆さんをお待もしっかり行い、皆さんをお待もしっかり行い、皆さんをお待
ちしております!ちしております!ちしております!ちしております!ちしております!ちしております!

　　　 商品名(社名／所在地)写真

2階 WORKSHOP イベントスペース

行ってみよう

1階 SHOP 物品販売スペース

SHOP & WORKSHOPすみずみ
[問合せ]産業振興課産業振興担当☎5608－6188

すみだにある

多様な産業の魅力を
ここから発信！

SHOP & WORKSHOP　すみずみ
[営業時間]午前11時～午後7時

[定 休 日]月曜日(月曜日が祝日の場合は営業)

[所 在 地]向島1－23－9東京ミズマチイーストゾーンE03

表紙裏表紙

SHOP & WORKSHOP すみずみ / sumi zumi
131-0033 東京都墨田区向島 1-23-9  / 1-23-9, Mukojima, Sumida-ku, Tokyo, 131-0033, Japan

(+81)-3-6284-1731

shopandworkshopsumizumi

◀ 左のコードを読み取る
ことで、「すみずみ」のイ
ンスタグラムに接続可

久米繊維謹製 色丸首
(久米繊維工業株式会社／太平)(久米繊維工業株式会社／太平)(久米繊維工業株式会社／太平)(久米繊維工業株式会社／太平)(久米繊維工業株式会社／太平)(久米繊維工業株式会社／太平)(久米繊維工業株式会社／太平)(久米繊維工業株式会社／太平)(久米繊維工業株式会社／太平)

江戸木箸 五角・七角・八角 削り箸
(有限会社大黒屋／東向島)
江戸木箸 五角・七角・八角 削り箸江戸木箸 五角・七角・八角 削り箸江戸木箸 五角・七角・八角 削り箸江戸木箸 五角・七角・八角 削り箸江戸木箸 五角・七角・八角 削り箸江戸木箸 五角・七角・八角 削り箸江戸木箸 五角・七角・八角 削り箸江戸木箸 五角・七角・八角 削り箸

m
メ リ ッ パ

erippa
(中橋莫

メ リ ヤ ス

大小株
式会社／亀沢)

erippa
株

式会社／亀沢)式会社／亀沢)式会社／亀沢)

①

②

③

④

⑤

⑥

東京ソラマチ
東京

スカイツリー

とうきょうスカイツリー駅

押上駅

本所吾妻橋駅

うう

この鳳
ほうおう

凰は、お神
みこ し

輿の錺
かざり

でお神輿の一番上
の部分に取り付けられるものです。私はこう
いった錺を、鏨

たがね

という道具を使って平らな金
属から作る職人をしています。鏨は1500種類
以上あり、それらを組み合わせて様々な模様
を作っていきます。お神輿を見れば、自分が
手掛けたものかどうか、見分けられますね。

　2階のイベントスペースには、しっかりとした机があるので、私が
普段使う道具でも、その振動に耐えられそう
です。例えば、私がワークショップをするとす
れば、お神輿の錺の一部を使ったストラップに、
参加者がイニシャルなどを最後に打ち込むと
いうものはいかがでしょうか。これだけでも、
なかなか難しいんですよ。

塩澤製作所
塩澤政子さん

2階
はど
んな使い

方ができる！？

?
?

おすすめ商品やイベント情報をお届け

?

?



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
　　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

暮
ら
し

クリスマスを彩る
「ハンギングバス
ケットづくり講習
会」

12月4日(金)午前10時～正
午

区役所1階アトリウム 対区内在住在勤の方　定先着10人　費3500円（5スリットのバスケッ
ト代、花代）　＊バスケットをお持ちで花代のみの方は2500円　持エ
プロン、手袋、作品を持ち帰るための袋　申11月11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

人権週間事業　皮革工芸体験教
室「革で来年の干

え と
支(丑

うし
)のマス

コットキーホルダーを作ろう！」

12月5日(土)
午前10時 ～
11時40分

社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

内地域の産業である皮革産業について学びながら、革のマスコットキー
ホルダーを作る　＊皮革工場での皮から革への加工工程を記録した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ビデオ上映あり　＊革製品を進呈　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　費無料　
申事前に社会福祉会館☎3619－1051へ　＊受け付けは11月27日
までの月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（11月16日は休館)

令和2年度エコライフ講座第２
回「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（水）午後0時半～4
時　＊区役所1階アトリウ
ムに10分前までに集合

中央防波堤埋立処分場
(江東区青海三丁目先)　
＊往復バスで移動

内家庭から出るごみが集まる埋立処分場を見学する　対区内在住在
勤在学の方　定 20人（抽選）　費無料　申講座名・希望回・住所・
氏名・年齢・電話番号・ファクス番号・Ｅメールアドレスを、はが
きまたはファクス、Eメールで11月24日（必着）までに〒130ー
8640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　

令和2年度エコライフ講座第３
回「これからのエネルギー〝水素〞
を楽しく学ぼう！」

12月15日（火）午後0時50
分～4時半　＊区役所1階ア
トリウムに10分前までに集
合

東京スイソミル（江東
区潮見1－3－2）　＊往
復バスで移動

内実際に水素を発生させ、そのエネルギーで物を動かす実験を通し、
水素の特徴やエネルギー資源としての可能性について学ぶ　対区内
在住在勤在学の方　定 20人（抽選）　費無料　申講座名・希望回・住
所・氏名・年齢・電話番号・ファクス番号・Ｅメールアドレスを、は
がきまたはファクス、Eメールで11月30日（必着）までに〒130ー
8640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　

健
康
・
福
祉

健康体力づくり教室「健美操（呼
吸体操）」(全8回)

11月18日～令和3年1月13
日の水曜日午前11時～正午　
＊12月30日を除く

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対 18歳以上の方　定先着50人　費 2550円　＊体験は1回510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

はなみずき認知症家族会 11月21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)

内高齢者探索のためのGPS機能の付いた機器など、認知症介護で使
う福祉用具について学ぶ　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 11月25日（水）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

すみだ食育フェス2020「食育で
みんながつくる 笑顔の環

わ
」パネ

ル展

11月26日(木)～29日(日)
の午前10時～午後4時

区役所１階アトリウム 内食育の取組のパネル展示　費無料　申期間中、直接会場へ　問保
健計画課保健計画担当☎5608－6517　＊11月28日～12月2日に食
育に関する各児童館の作品を京成曳舟駅（八広方面出口2階連絡通路）
でも展示（詳細は区ホームページを参照）

初心者向け英会話教室（全4回） 12月4日～25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)

内外国人の先生に日常英会話を教わる　対区内在住で60歳以上の方　
定 10人(抽選)　費無料　申 11月17日までに、すみだ福祉保健セン
ター☎5608－3721へ

65歳を過ぎたら毎年１回は
チェックをしましょう！「高齢
者身体能力測定会」（全4会場）

12月14日(月)午後2時～4
時

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内身長・体重・体組成測定、体力測定(握力、通常歩行速度、開眼片
足立ち)、生活機能評価、フレイル予防ミニ講座、通いの場の紹介等　
対区内在住の65歳以上で、個別の支援を必要とせず、医師から運動
を制限されていない方　＊ペースメーカーを装着している方は体組
成測定は不可　定各会場先着30人　費無料　申事前に催し名・希
望会場・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

12月15日(火)午後2時～4
時

区総合運動場(堤通2－
11－1)

12月16日(水)午後2時～4
時

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

12月17日(木)午後2時～4
時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

第３回セカンドステージセミナー
「ウクレレ演奏・アロハー〝ウク
レレの音色で南国気分を味わい
ませんか〞」

12月16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)

内ウクレレ演奏の鑑賞、ストレッチ体操　【出演】ヴィンテージクラブ（ウ
クレレ演奏グループ）　【講師】押野康代氏（理学療法士）　対おおむね
55歳以上の方　定先着100人　費無料　持マスク　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　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前10時～午後4時（祝日を
除く）　問高齢者福祉課支援係☎5608－6168・℻  5608－6404

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16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について専門医に相談する　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

レレの音色で南国気分を味わい

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。

山路を登りながら

＝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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【初回ご相談無料！】　不動産＆相続に関するご相談は『サムライアシスト』    https：//samuraiassist.comまで　☎03－5652－0801広告
☎ ＝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

健
康
・

福
祉

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24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　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 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25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／定 ▼賢い子どもに育てるヒント／先着3組　 ▼知育リトミック
（0歳～3歳）／先着6人　 ▼足形アート／先着5人　 ▼足裏リフレク
ソロジー／先着6人　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)　申事前に希望プログラム名・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

墨田区私立保育園
協会「TOKYO保育
フォト展」

11月 25日 ( 水 ) ～ 28日
(土)の午前9時半～午後8
時　＊初日は午後1時～、
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「保育フォトコンテスト」入賞作品と区内私立認可保育所等の応募
作品の展示　費無料　申期間中、直接会場へ　問子ども施設課保育
係☎5608－1253

仕
事
・

産
業

とき時あーと展2020 11月13日(金)～18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)

内区内の職人グループ「パルティーレ〝すみだ作る創るの会〞」による
屏
びょうぶ
風、革工芸品、桐工芸品などの展示・即売　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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

ユートリヤで健康な体になろう！
「太極拳、ボーカルテクニックク
ラス、ヨーガ、歌うボイスエクサ
サイズ」（11月）

▼太極拳＝11月12日（木）・
26日（木）午後1時～2時　　

▼ボーカルテクニッククラ
ス＝11月14日（土）・28日
（ 土 ）午前10時 ～11時

▼ヨーガ＝11月16日（月）
午後3時～4時　 ▼歌うボイ
スエクササイズ＝11月20
日（金）午後3時～4時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内初級者向け健康講座　＊1日のみの参加も可　対 16歳以上の方　
定 ▼太極拳・ヨーガ＝各先着15人　 ▼ボーカルテクニッククラス・
歌うボイスエクササイズ＝各先着20人　費 ▼ ボーカルテクニックク
ラス＝各日1000円　 ▼その他＝各日700円　申事前に、すみだ生涯
学習センター事業課☎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

友好都市交流展with大地のタカ
ラ×江戸のチカラ〝十勝・台東・
墨田 連携事業〞

11月17日（火）～23日（祝）
の午前9時～午後5時　＊17
日は午後1時～

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)

内墨田区の友好都市・姉妹都市や墨田区・台東区と十勝地域との交流
事業を紹介するパネル展示　費無料　申期間中、直接会場へ　問文
化芸術振興課都市交流・国際担当☎5608－1459

世界をもっと深く知るコンサー
ト「新日本フィルハーモニー交
響楽団による弦楽四重奏」

令和3年1月16日(土)午前
11時～正午

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

定 80人(抽選)　＊区内在住の方を優先　費 500円　申催し名・住
所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号を、往復はがきで12月25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

イ
ベ
ン
ト

クリスマスコンサート
〝新日本フィルハーモニー交響楽団
の演奏を聴きにきませんか〞

12月24日(木)正午～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)

内新日本フィルハーモニー交響楽団員による弦楽五重奏　定100人(抽
選)　費無料　申代表者の住所・氏名(ふりがな)・電話番号、参加人
数を、往復はがきまたはEメールで12月7日(必着)までに〒130－
8640文化芸術振興課文化芸術担当 BUNKASHINKOU@city.
sumida.lg.jpへ　＊1通につき2人まで申込可　＊抽選結果は後日通
知　問 ▼文化芸術振興課文化芸術担当☎5608－6212　 ▼すみだト
リフォニーホール☎5608－5404

ぽ
け
っ
と

相続寺子屋区民講座「もめないた
めの相続の基礎」

11月25日(水)、12月９日
（水）午前10時～正午

▼11月25日＝曳舟文
化センター（京島1－
38－11）　 ▼12月９
日＝みどりコミュニ
ティセンター（緑3ー
7－3）

内遺言など相続に関する基礎知識を身に付ける　定各日先着10人　
費無料　申当日直接会場へ　問相続寺子屋東京事務局☎090－
9014－8106

新型コロナウイルス感染症にか
かる「こころといのちの法律相
談（電話相談）」

12月1日(火)、令和3年1月
22日(金)午後3時～7時　

自宅等 内新型コロナウイルス感染症の影響による、暮らし・職場・借金・家
庭などの様々な心の悩みを、弁護士に相談する　費無料（東京・千葉・
神奈川・埼玉・茨城以外から発信の通話料は自己負担）　申当日電話
で、「新型コロナウイルス感染症にかかるこころといのちの法律相談」

▼東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城＝☎0120－556－289へ　 ＊そ
の他地域からの発信は☎03－6257－1007へ　問東京弁護士会人権
課☎3581－2205

初心者向け「やさしい終活セミ
ナー」

12月6日(日 )午前11時～
午後0時半（予定）

R・side両国 多目的ス
ペース（両国1－12ー3
両国ビル3階）

内医療、介護、保険、相続、葬儀、お墓などの終活の知識を身に付け
る（セミナー修了後、アンケート回答者にエンディングノートを進呈）　
定先着12人　費 2000円　申事前に催し名・氏名・電話番号を、E
メールでカウンセリングルームハートトゥハート crhth.
workshop@gmail.comへ 問カウンセリングルームハートトゥハー
ト「やさしい終活セミナー」担当・楠☎080－2137－6331

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。

山路を登りながら

＝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

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(事務補助)

内自転車駐車場利用申請に関する書類審査・発送・
データ入力等　対パソコンの基本操作(ワード、エ
クセル)ができる方　【雇用期間】令和3年1月6日～
3月31日　【募集数】3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

申採用選考受験申込書を直接または郵送で11月20日(必着)までに
〒130－8640土木管理課交通安全担当 (区役所10階 )☎5608－
6203へ　＊採用選考受験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

墨田区常勤職員(栄養士)の募集 種Ⅰ類　対平成3年4月2日以降の生まれで、管理栄
養士の免許を有する方または、第34回管理栄養士国
家試験(令和2年3月1日実施)に合格した方　＊国籍
は不問　＊令和3年3月31日までに免許を取得する
必要あり（免許を取得できない場合は採用不可）　【募
集数】１人

【第1次選考日】12月13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】職員課(区役所8階)、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30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　＊募集内容の
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「歳時ゾーン」における令和3
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　＊具体的な製品展示・実演・即売等
で、組合・団体・区のPRにつながるもの　対特別
区民税・都民税を滞納していない区内事業者で構成
される組合・団体・グループ等

申企画書を直接または郵送、ファクスで12月4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)℻  6796－6345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☎6796－6341　 ▼観光課観光
担当☎5608－6931

＝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。

ぜひ、ご利用ください

[問合せ]文化芸術振興課文化芸術担当☎5608－6115北斎を知る
－HOKUSAI PROMOTION－

北斎名品コレクション41

「北斎漫画」は、ありとあらゆるものが約
4000図描かれた絵手本です。ここでの「漫画」
は、北斎が漫然と描いた画という意味で、現
在の漫画の意味とは異なります。しかし、中
には現在の漫画の原点ともいえる表現が含ま
れています。本図は、様々な芸を描いた４図
から成り、４コマ漫画の原始的な形と評価さ
れています。紐

ひも
で吊

つ
り下げた柿を食べる

「 釣
つりがき
柿 」、煙草 の 煙 で 文字 を 表現 す る

「煙
たばこきょくのみ
草曲呑」、饅

まんじゅう
頭を投げて口で受けて食べる

「曲
きょくぐい
喰」、ここまでが起承転結の、起・承・転で、

最後の結が「無
むげい
芸大
たいしょく
食」で笑わせています。本

図は「GIGA・MANGA展」の前期（11月25日～12月13日）でご覧いた
だけます。

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。
「北斎漫画」十

じゅっぺん

編 芸
げいくら

競べ図（版本）

江戸戯
ぎ が

画（GIGA）から近代漫画までをたどる漫画の歴史
企画展「ＧＩＧＡ・ＭＡＮＧＡ 江戸戯画から近代漫画へ」開催！
　印刷文化が発展した江戸時代の戯画は、明治近代ジャーナリズム媒体
の誕生とともに、挿絵、漫画へと姿を変え、漫画雑誌も刊行されるに至り、
大衆が楽しめる新しい絵画表現として確立しました。
　本展では、江戸時代の風刺表現である浮世絵の戯画を、日本の漫画的な
表現の出発点とし、江戸時代から昭和戦中期の日本の漫画の変遷を展覧
します。ぜひ、ご来館ください。
[とき]11月25日（水）～令和3年1月24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　＊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

すみだ 子 育 て ア プ リ

　区では、妊婦の方や乳幼児の
保護者が、安心して出産や子育
てができるように、子育て支援
情報をアプリで配信しています。
ぜひ、ご利用ください。
[利用方法 ]App Storeまたは
Google Playからアプリ「すみ
だ子育てアプリ」をダウンロー
ド　＊下のコードを読み取るこ
とでもダウンロードページに接
続可 [費用]無料　＊通信料は自
己負担 [問合せ]子育て支援課子
育て計画担当☎5608－6084

App Store
コード

Google Play
コード

おでかけマップ
区内の保育園や児童館など施設を地
図で見ることができます。

イベント
妊娠期の講座や子どもと参加できる
イベントを探せます。

保育サービスQ&A
経験豊富な保育コンシェルジュが保
育サービスに関するご質問にお答え
します。

予防接種ナビ
子どもの生年月日を登録すると、予
防接種のスケジュール
を自動で作成し、接種
日が近づくとメールで
お知らせします。

緊急のとき
夜間や休日に受診できる医療機関や
相談窓口を掲載しています。

区からのお知らせ
区から子育て支援情報が届きます。

きずなメール
出産予定日や子どもの生年月日を
登録することで、妊娠期～3歳の子
どもの成長に合わせた
子育てに関するアドバ
イスが届きます。

　妊娠期に毎日メールが届くのが
楽しみでした。自分だけだろうかと
いう疑問に答えてくれる内容も多く、

出産直後の育児が大変で
辛い時に、このメールの
おかげで気持ちが大分楽
になりました。

利用者アンケートより
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