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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。

山路を登りながら
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暮
ら
し

吾嬬の里 陶芸教室「板(タタラ)
づくりでマグカップをつくろう」
(全6回)

令和3年1月10日～3月28
日の第2・4日曜日午前9時
半～午後0時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対中学生以上　定先着6人　費 6000円　持エプロン、タオル2枚、マ
スク、筆記用具　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け
付けは12月27日までの午前9時～午後8時(12月21日は休館)

令和2年度エコライフ講座第4回
「環境にやさしい素材を使用した
アロマ・ソイワックスサシェづ
くり」

令和3年１月14日(木)午後
2時～3時半

本所地域プラザ(本所
1－13－
4)

【講師】山﨑美鈴氏(株式会社BALLROOM代表取締役)　定20人(抽選)　
費500円(材料費)　持筆記用具　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
12月23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

すみだと世界をつなぐ水の大切
な話　第6回「すみだと世界の水
循環について考える授業を体験
しよう」

令和3年1月16日(土)午後
1時～3時　＊開場は午後0
時45分

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)　＊オン
ライン会議システム
Zoomでの参加も可

内今年度の「すみだと世界をつなぐ水の大切な話」の講座を振り返り
ながら、東京やすみだの水循環について参加型の授業形式で学ぶ　【講
師】橋本淳司氏 (水ジャーナリスト )　対 区内在住在勤在学の方
定 ▼ 会場での参加＝10人(抽選)　 ▼ Zoomでの参加＝80人(抽選)　
費無料　持筆記用具　申講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・参
加方法(会場またはZoomのいずれか)を、はがきまたはファクス、Eメー
ルで3年1月7日(必着)までにNPO法人ウォーターエイドジャパン
(〒130－0014亀沢2－12－11PAX21 301号 )℻  050－3488－
2040・ info-japan@wateraid.orgへ　＊抽選結果は後日通知　問環
境保全課環境管理担当☎5608－6207

健
康
・
福
祉

今こそストップ！薬物乱用「令
和2年度薬物乱用防止ポスター・
標語作品展」

12月15日(火)～18日(金)
の午前1 0時～午後4時
＊最終日は午後3時まで

区役所1階アトリウム 内薬物乱用防止をテーマに中学生が作成したポスターと標語の展示　
＊全ての応募作品を展示できない場合あり　費無料　申期間中、直接
会場へ　問生活衛生課生活環境係☎5608－6939

ボランティア説明会 12月22日(火)午後1時半～
3時

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

第5回さくらんぼの会(認知症家
族介護者教室)

12月25日(金)午後1時半～
3時

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4)

内認知症や介護に関する日頃の悩みや喜びなどについての情報交換　
対認知症の方を介護している方や認知症に関心がある方など　定先
着10人　費無料　申事前に電話で、うめわか高齢者支援総合センター
☎5630－6541へ

マインドフルネス教室「気づき
のストレッチ」(全9回)

令和3年1月4日～3月29日
の月曜日午前10時～11時　
＊祝日・第3月曜日を除く

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

定先着15人　費 4500円　持飲物　＊動きやすい
服装で参加　申事前に八広地域プラザ☎6657－
0471へ　＊受け付けは12月27日までの午前9時～
午後8時(12月21日は休館)

平成30年度実施講座の様子

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

ご協力ください
庁舎自衛消防訓練

地震および火災が発生したという想定のもと、
区役所で自衛消防訓練を行います。当日は、区役
所内に非常放送などが流れます。また、6階を出
火想定階として避難誘導訓練も行いますので、ご
来庁の際は、職員の指示に従ってくださいますよ
う、ご協力をお願いします。
[とき]12月14日（月）午前9時～10時半 [問合せ]
総務課庶務係☎5608－6240

ご理解とご協力をお願いします
保育所整備に伴う「ひいら
ぎ公園」の一部使用等

区では、旧墨田福祉作業所跡地(八広1－16－
22)に区立ひきふね保育園(八広1－1－18)を移設
し、新たに学童クラブを併設した公私連携型保育
所の整備を進めています。整備にあたり、当該地に
接する道路が狭いため、下記のとおり隣接する公
園の一部などを工事車両が通行します。なお、工事
期間中は、交通誘導員を配置し、安全管理に十分に
配慮します。ご理解とご協力をお願いします。
[工事期間]令和4年3月31日まで [工事期間中の
車両通行箇所] ▼区立ひいらぎ公園(八広1－16－
11)の一部と鉄道用地の一部＝工事車両の通行　

▼八広ふれあい通りの一部区間＝工事車両の相
互通行　＊車両通行箇所の詳細は区ホームペー
ジを参照 [問合せ]子育て支援課子育て計画担当
☎5608－6084

ご注意ください
曳舟文化センターの休館

曳舟文化センター（京島１－38－11）は、大規
模修繕工事のため12月25日から約1年間、休館

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

　耳が聞こえない・聞こえにくい方が
買物をする際、レジ等にレジ袋やポイ
ントカードについて、指さしで意思表
示ができる案内板があると安心です。
[問合せ]障害者福祉課庶務係
☎5608－6466・℻  5608－6423

レジなどに案内板があると安心です
レジ袋
いります

ご活用ください
ものづくり企業地域共生推
進助成金

区内のものづくり企業が地域と共生するため、
近隣住民等への配慮を前提とした、防音・防臭・
防振など操業環境の改善につながる事業を行う
場合、都と区が連携し、その費用の一部を助成し
ます。手続等の詳細はお問い合わせください。
[助成金額]操業環境の改善や、住民の受入れ
環境の整備にかかる費用の3/4(上限375万円)
[ 問合せ ]経営支援課経営支援担当☎5608－
6183

します。休館期間中は施設利用を休止しますの
で、ご注意ください。館内各施設の令和4年1月
以降利用分の予約抽選会は、会場を変えて実施
します。1年前から予約開始となるホールの4年
1月15日～3月31日利用分の予約抽選会の日時・
会場は下記のとおりです。
[予約抽選会日時] ▼ 4年1月利用分＝3年1月8日
（金）　 ▼4年2月利用分＝3年2月1日（月）　 ▼4年
3月利用分＝3年3月1日（月）　＊いずれも午前9時
に受け付けを終了し、午前9時～抽選［予約抽選会
場］すみだリバーサイドホール1階会議室（区役所
に併設）　＊4年4月以降の予約抽選会等の詳細は
区ホームページを参照　＊一般予約は抽選会翌日
（土・日曜日、祝日の場合は翌日）から電話で受け
付け　＊初めて施設予約をする場合は事前に墨田
区公共施設利用システムの利用登録が必要[問合
せ]文化芸術振興課文化芸術担当☎5608－6212
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2020年（令和2年）12月11日

お知らせ 新型コロナウイルス感染症対策　会食は小人数で開催し、小一時間程度で終了しよう　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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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。
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健
康
・
福
祉

健康づくり教室「初心者向けリ
ズム体操教室」(全6回)

令和3年1月6日～2月10日
の毎週水曜日 ▼1時半コー
ス＝午後1時半～2時50分　

▼3時コース＝午後3時～4
時20分

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

対区内在住在勤の20歳以上で、医師から運動を制限されていない方　
定各コース10人(抽選)　費無料　申12月20日までに、すみだ福祉保
健センター☎5608－3729へ

身体障害者向け「声出し脳トレー
ニング教室」(全3回)

令和3年1月7日～21日の毎
週木曜日午前10時～正午

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12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

調理経験のない方、食生活が気
になる方へ「男性のための1から
始める栄養教室」(全8回) 

令和3年1月18日～3月15
日の月曜日午前10時～11
時半　＊3年2月15日を除
く　＊調理実習日は午前10
時～正午

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

内日常生活に役立つ栄養の基礎知識の講話、献立作り、調理実習等　
＊新型コロナウイルス感染症の流行状況により、インターネットでの
開催や個別対応に変更する場合あり　対区内在住の65歳以上で、個別
の支援を必要としない男性　定 12人(抽選)　費無料　＊別途材料費
が必要　申教室名・住所・氏名(フリガナ)・年齢・電話番号を、直接
または電話、ファクスで12月28日までに高齢者福祉課地域支援係(区
役所4階)☎5608－6178・℻  5608－6404へ

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」

令和3年1月19日(火)午前
10時～正午

本所保健センター(東
駒形1－6－4)

内悩みの共有、病気・福祉制度などについての情報交換　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　申事前に電
話で本所保健センター☎3622－9137へ

ひきこもりの当事者とその家族
を応援する「すみだみんなのカ
フェ(居場所)」

令和3年１月21日(木 )、2
月18日(木)、3月18日(木)
午前10時半～正午

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内講座とグループワーク　【テーマ】「ひきこもりと医療のつながり」「ひ
きこもりとは」「親子のコミュニケーション」等　対区内在住在勤在学で、
ひきこもり状態の方やその家族　定各日先着20人　費無料　申事前
に電話で保健予防課精神保健係☎5608－6506へ

子
育
て
・
教
育

すみだキラキラママのつどい 12月23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3人　 ▼毛細血管測定体験／先着8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
育児講演会「子どもに伝わるこ
とばかけ」

令和3年1月20日(水) ▼第
1部＝午前9時半～10時20
分　 ▼第2部＝午前10時40
分～11時半

本所保健センター(東
駒形1－6－4)

対区内在住で1歳6か月～3歳11か月の子どもの保護者　定各部先着
10人　費無料　申 12月14日午前8時半から電話で本所保健センター
☎3622－9137へ　＊事前申込みによる一時保育あり(子ども同伴で
の参加は不可)

仕
事
・
産
業

シニアお仕事フェアin錦糸町 令和3年1月13日(水) ▼正
午～午後2時　 ▼午後1時～
3時　 ▼ 午後 2時～4時

▼午後3時～5時

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

内再就職セミナー、企業面接会、就業相談会　対 55歳以上で求職中の
方　定各先着20人　費無料　申事前に電話で東京しごとセンターシ
ニア就業支援キャラバン事務局☎5212－2636へ　＊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）　問経営支援
課経営支援担当☎5608－6185

すみだオンライン起業ゼミ
2021春(全5回)

令和3年2月6日～3月6日の
毎週土曜日午前9時半～正
午

参加者の自宅等　＊イ
ンターネットでの受講

内経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身に付け、起業のプロセ
スを学ぶ　対原則、全日程参加できる15歳以上で、区内で起業意志が
ある方や起業して5年未満の方(新規事業を立ち上げる方も可)　＊高
校生以下は不可　定 30人(選考)　費 3000円　申区ホームページか
ら申込み　＊左のコードを読み取ることでも接続可　問 ▼すみだ起業
ゼミ運営事務局(株式会社OMEGAHIGH内)☎6869－1104　 ▼経営
支援課経営支援担当☎5608－6185

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

企画展「東京大空襲〝被害の詳細
と痕跡〞」

12月19日(土)～令和3年5
月9日(日)の午前9時～午
後5時　＊入館は午後4時半
まで　＊休館日は月曜日、
第4火曜日、12月28日～3
年1月2日、1月12日、2月
24日、5月6日(ただし3年1
月11日、2月23日、5月3日
は開館)

すみだ郷土文化資料館
(向島2－3－5)

内区内の焼失地域を再検討した資料や、生存者の避難の軌跡図などの
展示　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

体験してみませんか「たのしい
運動教室」

令和3年1月4日(月)～3月
31日(水)　＊各コースの
日程の詳細は申込先へ

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内 ▼大人クラス＝ヨガ、太極拳、大人のカンフーなど全18教室　 ▼子
どもクラス＝カンフー、こども運動教室、チアダンス、ヒップホップダ
ンスなど全10教室　定各教室先着8人～20人　費各教室体験1回
1100円　＊体験以降は残り回数×1100円　申事前にスポーツプラ
ザ梅若☎5630－8880へ　＊内容や対象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

新年のスタート！新しいこと始
めませんか？コース型教室「初
心者ヨガ」(Aコース～Hコース、
各コース全12回)

令和3年1月4日～3月31日
の月・水・金曜日　＊各
コース1回50分程度、日程
の詳細は申込先へ

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 16歳以上の方　定各コース先着16人　費 1万3200円　＊体験は1
回1100円(空きがある場合のみ)　申事前に両国屋内プール☎5610－
0050へ

墨田区らしい〝おもてなし〞を学
びませんか？「第1回 区民おも
てなし講座」

令和3年1月17日(日)午後
3時～4時半　＊開場は午後
2時半

区役所会議室131（13
階）

内日本古来の「おもてなし」「礼儀作法」について学ぶ　【講師】鈴木
万亀子氏(小笠原流礼法総師範)　対区内在住在勤在学の方　定先着
50人　費無料　申事前に講座名・希望回・住所・氏名(ふりがな)・
年齢・電話番号・勤務先または学校の名称(区内在勤在学者のみ)を、
ファクスまたはＥメールで墨田区オリンピック・パラリンピック地域
協議会事務局(オリンピック・パラリンピック室内)☎5608－1445・
℻  5608－6934・ OLY-PARA2020@city.sumida.lg.jpへ　＊受け
付けは3年1月7日午後5時まで

コード

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。
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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

子
育

て
・
教
育

子育て支援活動助成事業の募集 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

【募集期間】12月25日まで　＊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)　
問子育て支援課子育て計画担当(区役所4階)☎5608－6084

文
化
・
ス

ポ
ー
ツ

令和3年度「すみだ文化芸術活動
助成金」助成団体の募集

内広く区民等に公開され、区の文化芸術振興に寄与
する公益性の高い文化芸術事業への助成　対区内
を活動拠点とする文化芸術団体　【助成限度額】100
万円　＊助成の可否・金額は選考会を経て、公益財
団法人墨田区文化振興財団が決定

申申請書類を郵送で令和3年1月4日～29日(消印有効)に公益財団法
人墨田区文化振興財団助成事業担当(〒130－0013錦糸1－2－3)
☎5608－5446へ　＊申請方法等の詳細は募集要項を参照(募集要項
と申請書類は申込先で配布しているほか、すみだ文化芸術情報サイト
からも出力可)　問文化芸術振興課文化芸術担当☎5608－6212

区
政
そ
の
他

「墨田区一般廃棄物処理基本計画
(第4次)」(案)のパブリックコメ
ント(意見募集)

【案の閲覧期間／閲覧場所】令和3年1月11日(祝)ま
で／すみだ清掃事務所(業平5－6－2)、すみだ清掃事
務所分室(東向島5－9－11)、区民情報コーナー(区
役所1階)　＊日曜日は区民情報コーナーのみ(年末
年始を除く)　＊区ホームページでも閲覧可

【ご意見の提出方法】ご意見(A4用紙1枚程度で書式自由)と、住所・氏
名(団体名)・電話番号を、直接または郵送、ファクス、Ｅメールで3年
1月11日(必着)までに、すみだ清掃事務所(〒130－0002業平5－
6－2)☎5608－6922・℻  5608－2573・ SEISOU@city.sumida.
lg.jpへ

墨田区障害福祉総合計画(案)の
パブリックコメント(意見募集)

【対象となる計画】墨田区障害福祉総合計画(第5期墨
田区障害者行動計画・墨田区障害福祉計画第6期・
墨田区障害児福祉計画第2期)　【案の閲覧期間／閲
覧場所】令和3年1月12日(火)まで／障害者福祉課
(区役所3階)、区民情報コーナー(区役所1階)　＊土・
日曜日、祝日は区民情報コーナーのみ(年末年始を
除く)　＊区ホームページでも閲覧可

【ご意見の提出方法】ご意見(書式自由)と、住所・氏名(団体名)・電話
番号・ファクス番号・Eメールアドレスを、郵送またはファクス、Ｅメー
ルで3年1月12日(必着)までに〒130－8640障害者福祉課庶務係
☎5608－6466・ ℻  5608－6423・ SYOUGAIHUKUS@city.
sumida.lg.jpへ　＊区ホームページから意見書の様式も出力可

＝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。

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

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

すみだ観光ガイドが案内する
「隅田川七福神めぐり」

令和3年1月4日(月)・5日
(火 )午前10時～午後1時　
＊集合は午前9時50分　＊荒
天中止

【集合場所】区役所前う
るおい広場　【解散場
所】東武鉄道伊勢崎線
鐘ヶ淵駅

内三囲神社や長命寺などの隅田川七福神をめぐる　定各日先着45人
程度　費各日1500円(資料代・保険料込み）　＊向島百花園の入園料
が別途必要　申事前に催し名、希望日、代表者の住所・氏名・電話番号、
参加人数を、はがきまたはファクスで一般社団法人墨田区観光協会
(〒130－0045押上1－1－2東京ソラマチ®5階・産業観光プラザ す
みだ まち処内)☎5608－6951・℻  5608－7130へ　＊一般社団法
人墨田区観光協会のホームページからも申込可

区
政
そ
の
他

すみだタウンミーティング「コ
ロナで変化？これからの地域・
これからのつながり」

令和3年1月16日(土)午前
10時半～正午

区役所会議室131(13
階)　＊オンライン会
議システムZoomで
の参加も可

内コロナ禍での地域活動の現状・課題や実践している工夫、新たなア
イディア等について、区長を交えて話し合う　対区内在住在勤の方　
定各先着20人　費無料　申事前に ▼会場での参加＝催し名・住所・
氏名・電話番号・ファクス番号・一時保育希望の有無・手話通訳希望
の有無を、ファクスまたはＥメールで地域活動推進課まなび担当
☎5608－6202・ ℻  5608－6934・ KATSUDOSUISHIN@city.
sumida.lg.jpへ　＊区ホームページからも申込可(左のコードを読み
取ることでも接続可)　 ▼ Zoomでの参加＝区ホームページからのみ
申込可　＊いずれも受け付けは3年1月6日まで(一時保育・手話通訳
を希望する場合は12月23日まで)　＊後日、参加の可否を通知コード

[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42

　「北斎漫画」の「漫画」という言葉は、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、本書の
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。例えば、当時の誰もが知っ
ている桃太郎や浦島太郎などが描かれてい
ますが、これは現在の漫画に登場するキャ
ラクター性の源流とも言えます。
　本図では、鬼ヶ島で桃太郎が鬼をねじ伏
せています。後ろには打ち出の小

こづ ち
槌や宝珠

などの宝物も見え、昔話の桃太郎の象徴的
な場面を1枚の絵で物語っています。本図
は「GIGA・MANGA展」の中期(12月15日～令和3年1月3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」十五編　桃太郎(版本)

すみだ北斎美術館開館4周年・マンガ館友好協力協定締結１周年記念
「クラクフ ドラゴンとドラゴン」展 開催中！
　すみだ北斎美術館では、昨年11月15日に、ポーランドのクラクフにあ
る日本美術技術博物館マンガ(通称 マンガ館)と友好協力協定を締結しま
した。両館の友好協力協定締結1周年を記念して、「クラクフ ドラゴンとド
ラゴン」展を開催しています。マンガ館があるクラクフのヴァヴェル城に
伝わる「ポーランドのドラゴン」と、北斎の龍の図にインスピレーションを
得た「日本のドラゴン」をテーマに、ポーランド人のアーティスト6人によ
る48点の作品を展示しています。また、会場では、作品を紹介するショー
トアニメーションも上映しています。ぜひ、北斎
がつなぐポーランドと日本のドラゴンの競演を
ご覧ください。
[とき]令和3年1月24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)
[観覧料]AURORA(常設展示室)または企画展の
観覧券が必要　＊詳細は、すみだ北斎美術館の
ホームページを参照 [申込み]期間中、直接会場
へ [問合せ]すみだ北斎美術館☎6658－8936
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