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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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暮
ら
し

建築・住まいの無料相談 1月15日（金）午後１時～4
時　＊毎月第3金曜日に開
催

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の悩みを、一般社団法人東京都建
築士事務所協会墨田支部の所属建築士に相談する　申当日直接会場へ　
問建築指導課構造担当☎5608－1307

令和２年度第５回エコライフ講
座「里山BONSAI〝レクチャーと
ワークショップ〞」

１月27日（水）午後１時半～
３時

区役所会議室131（13
階）

内盆栽づくりを通して、里山が放置されるようになった背景や弊害を
学ぶ　【講師】鈴木敦子氏（株式会社環境ビジネスエージェンシー代表取
締役）　対区内在住在勤在学の方　定 20人（抽選）　費 1000円（材料
費）　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、ファクスまたはEメールで1月18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

大正琴を弾いてみよう（１日体験
講習会）

1月29日～2月19日の金曜
日午前11時40分～午後0時
15分　＊2月12日を除く

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

対18歳以上の方　定各日先着3人　費無料　申事前に、みどりコミュ
ニティセンター☎5600－5811へ　＊受け付けは各開催日の3日前ま
での午前9時～午後8時

令和２年度すずかけ大学 1月30日～2月27日の土曜
日午前10時～正午　＊2月
20日を除く

すみだ女性センター(押
上2－12－7－111)

内 ▼ 1月30日＝福澤諭吉の歴史からひも解く男女共同参画〝新しい生
活習慣への挑戦〞　 ▼2月6日＝気分爽快！心を晴れやかに！ストレス
マネジメント　 ▼2月13日＝温故知新 アドラー心理学から学ぶアフター
コロナ時代を生きるための勇気　 ▼2月27日＝コロナに負けない！ア
ンガーマネジメントのススメ　定 ▼ 1月30日＝先着10人　 ▼その他
＝各日先着15人　費無料　申事前に講座名・希望日・住所・氏名・
年齢・電話番号を、電話またはファクス、Eメールで、すみだ女性センター
☎5608－1771・℻  5608－1770・ SUZUKAKEKOUZA@city.
sumida.lg.jpヘ

令和２年度第6回エコライフ講
座「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〞」

2月16日（火）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）

内エコなだけでなく、旅行や子育て、アウトドア、防災等に役立つ実
用本位で新しい風呂敷の使い方を学ぶ　【講師】横山 功（ふろしきラ
イフデザイナー）　対区内在住在勤在学の方　定 40人（抽選）　費無
料　持風呂敷（1m×1m）1枚、風呂敷（50cm×50cm）1枚　＊持っ
ていない場合は貸出可　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、ファクスまたはEメー
ルで1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

健
康
・
福
祉

「すみだハート・ライン21事業」
「ミニサポート事業」有償ボラン
ティア募集説明会

▼ 1月12日(火)午前10時～
11時半　 ▼1月21日(木)午
前10時～11時半

▼1月12日＝キラキラ
茶家(京島3－49－18)　

▼1月21日＝すみだボ
ランティアセンター(東
向島2－17－14)

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 ▼ 1月12日＝先着5人　 ▼ 1月21日＝先着10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

はなみずき認知症家族会「高齢
ドライバーの自動車運転、運転
免許自主返納について」

1月16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)

対区内在住で認知症の家族を介護している方など　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

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）
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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

生き物やゴミの放棄はやめましょう
万華池

　大横川親水公園万華池（石原4－13地先）の水
を抜き、生き物調査と池の一部の環境改善を実
施したところ、無責任に放棄された生き物とた
くさんのゴミが見つかりました。人も生き物も
快適に過ごせる万華池をめざすため、ゴミや生
き物の放棄防止に皆さんのご理解とご協力をお
願いします。なお、万華池の環境改善の動画を
区ホームページで配信していますので、
ぜひ、ご覧ください（右のコードを読
み取ることでも接続可）。
■万華池に放棄された生き物やゴミ

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
[問合せ]環境保全課緑化推進担当☎5608－6208

▼左上＝ミシシッピアカミミガ
メ　 ▼左下＝ウナギ　 ▼右＝
様々なゴミの一部

コード

改訂しました
すみだ健康マップ

　区内医療機関等が掲載された「すみだ健康
マップ」を改訂しました。親子健康手帳（母子健
康手帳）の交付を受けた方に差し上げているほ
か、問合せ先や各出張所等でも配布しています。
ぜひ、ご利用ください。
[費用]無料 [問合せ]保健計画課保健計画担当
（区役所5階）☎5608－6189　＊区ホームペー
ジでも閲覧可

ぜひ、ご参加ください
「みんなでいっしょに自然
の電気」キャンペーン

　都が現在実施している「みんなでいっしょに
自然の電気」キャンペーンを通して電力会社の
切替えをすると、自然の電気(再生可能エネル
ギー)を利用することができ、キャンペーンの
参加者が多いほど、電気代が安くなります。キャ
ンペーンの流れ等の詳細は「みい電」
の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)。
[参加登録期間]2月15日まで　＊登録後、見
積りの提示があり、その上で電力会社の切替え
の検討が可能 [対象 ]首都圏の各家庭・商店・
小規模事業所 (従量電灯B・C)[ 参加料 ]無料
[申込み]「みい電」のホームページから申込み
[問合せ] ▼「みんなで
いっしょに自然の電
気」キャンペーン事務
局 ☎ 0120 － 267 －
100(携帯電話からは
☎0570－058－100)　

▼環境保全課環境管理
担当☎5608－6207

フレイル(虚弱)を予防しましょう！

[問合せ]高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

3 元気に運動

1 しっかり食べる1 しっかり食べる
ぐっすり
眠る

お口の
お手入れお手入れ

2 楽しく社会参加2 楽しく社会参加大切な
3つの柱

＊詳細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

コード

暮らし
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お知らせ 毎年1月26日は文化財防火デーです。「育てよう　歴史を守る　防火の心」　[問合せ]地域教育支援課文化財担当☎5608－6310
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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

ボランティア説明会 1月21日（木）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

弁護士による権利擁護法律相談 1月21日(木)午後1時半～
4時半

内判断能力が十分ではない方への権利擁護法律相談、福祉サービスの
苦情相談、親族後見人からの相談　定先着3人　費無料　申事前に電
話で、すみだ福祉サービス権利擁護センター☎5655－2940へ

感染症に負けない身
からだ
体づくり「今

からできる！免疫力アップ大作
戦」

1月28日(木 )午後2時～4
時

すみだ女性センター(押
上2－12－7－111)

内自宅でできる簡単な運動や免疫力がアップする生活習慣・食生活に
ついて学ぶ　対区内在住在勤の方　定先着30人　費無料　申 1月12
日午前8時半から電話で向島保健センター☎3611－6135へ

高齢者ゆるやか体操教室「体の
機能向上をめざす体操」（全5回）

2月5日～3月5日の毎週金
曜日午前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)

対区内在住の60歳以上で医師から運動を制限されていない方　定 12
人（抽選）　＊初参加者を優先　費無料　申 1月12日～18日の午前9
時～午後5時に梅若ゆうゆう館☎5630－8630へ

身体障害者向け「バレンタイン
フラワーアレンジメント教室」

2月12日（金）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1800円　申教
室名・住所・氏名・年齢・ファクス番号を、直接またはファクスで1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

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」

2月17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1月12日午前8時半から電話で向島保健センター☎3611－6193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〞

2月25日（木）午後1時半～
3時半

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 1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

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

▼すみだボランティアセン　　
ター開催分

1月15日 (金 )・18日 (月 )

▼ 午前10時半 ～11時半　

▼午後1時半～2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)

定各回先着2組　申事前に電話で墨田区社会福祉協議会☎3614－
3900へ　＊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　＊おもちゃドクターによる修理は第2金曜日（予約制）

▼みどりコミュニティセン
ター開催分

1月27日 (水 ) ▼午前10時
半～11時半　 ▼午後1時
半～2時半　＊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)

定各回先着5組　申事前に電話で、みどりコミュニティセンター
☎5600－5811へ　＊おもちゃドクターによる修理もあり（予約制）

すみだキラキラママのつどい 1月27日（水）午前10時～
午後3時

内／定 ▼賢い子どもに育てるヒント／先着4組　 ▼知育リトミック(0
歳～3歳)／先着4組　 ▼毛細血管測定／先着8人　 ▼足裏リフレクソ
ロジー／先着6人　 ▼足形アート／先着9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

幼児水泳教室「水慣れ水遊びク
ラス」（全3回）

2月4日～25日の木曜日午
後3時～3時50分　＊2月
11日を除く

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 4歳以上の未就学児　定先着15人　費 3300円　申 1月21日午前
10時から両国屋内プール☎5610－0050へ　＊窓口での受け付けを
優先　＊内容等の詳細は申込先へ

楽しい理科実験教室「親子で実
験〝DNAを取り出そう〞」

2月13日（土）午前10時～
正午

本所地域プラザ（本所
1－13－4）

内果物からDNAを取り出す実験をする　対小学校3年生～中学生
とその保護者　定先着6組12人　費無料　申事前に本所地域プラ
ザ☎6658－4601へ　＊受け付けは2月12日までの午前9時～午後
8時（1月18日は休館）

サブ・リーダー講習会（全2回） 3月7日（日）・20日（祝）午
前9時～正午　＊受け付け
は午前8時45分～　

区役所会議室 な ど　
＊参加者に別途通知

内グループ活動やジュニア・リーダーとの活動を通して、子ども会等
の場でインリーダーとして必要なことを学ぶ　対区内在住在学の小学
校6年生　定 30人（抽選）　費無料　申申込書または、催し名、参加者
の住所・氏名(ふりがな)・学校名・学年・キャンプネーム(講習会で
使用する呼び名)、保護者の氏名・電話番号・Eメールアドレスを、直
接または郵送、ファクス、Eメールで1月27日（必着）までに〒130－
8640地域教育支援課地域教育支援担当（区役所11階）☎5608－
6311・℻  5608－6411・ CHIIKIKYOUIKU@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（区
立小学校の児童には学校を通じて配布）　＊ファクス・Eメールは、申
込後、受信確認のため申込先へ電話連絡が必要　

仕
事
・
産
業

〝外出せずに区内の魅力的な企業
に出会えます〞LIVE！すみだオ
ンライン合同企業説明会

2月9日（火）午後1時～3時
半

各参加者の自宅等 内オンライン会議システム「Zoom」を使ったオンライン合同企業説
明会　【参加企業】6社（予定）　＊詳細は区ホームページを参照　対 39
歳以下の若年求職者（学生も可）、子育て世代等の働きたい女性　費無
料　申事前に電話で、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へ　＊すみだ人材発掘・就
労支援プログラム事業運営事務局の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）

文
化
・

ス
ポ
ー
ツ

健康体力づくり教室「からだい
きいき体操、ゆるやかヨガ、エア
ロビクス、太極拳、健美操など全
8教室」（各教室全8回）

1月20日（水）～3月27日
（土）　＊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50人　費各教室2550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

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）
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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

生き物やゴミの放棄はやめましょう
万華池

　大横川親水公園万華池（石原4－13地先）の水
を抜き、生き物調査と池の一部の環境改善を実
施したところ、無責任に放棄された生き物とた
くさんのゴミが見つかりました。人も生き物も
快適に過ごせる万華池をめざすため、ゴミや生
き物の放棄防止に皆さんのご理解とご協力をお
願いします。なお、万華池の環境改善の動画を
区ホームページで配信していますので、
ぜひ、ご覧ください（右のコードを読
み取ることでも接続可）。
■万華池に放棄された生き物やゴミ

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
[問合せ]環境保全課緑化推進担当☎5608－6208

▼左上＝ミシシッピアカミミガ
メ　 ▼左下＝ウナギ　 ▼右＝
様々なゴミの一部

コード

改訂しました
すみだ健康マップ

　区内医療機関等が掲載された「すみだ健康
マップ」を改訂しました。親子健康手帳（母子健
康手帳）の交付を受けた方に差し上げているほ
か、問合せ先や各出張所等でも配布しています。
ぜひ、ご利用ください。
[費用]無料 [問合せ]保健計画課保健計画担当
（区役所5階）☎5608－6189　＊区ホームペー
ジでも閲覧可

ぜひ、ご参加ください
「みんなでいっしょに自然
の電気」キャンペーン

　都が現在実施している「みんなでいっしょに
自然の電気」キャンペーンを通して電力会社の
切替えをすると、自然の電気(再生可能エネル
ギー)を利用することができ、キャンペーンの
参加者が多いほど、電気代が安くなります。キャ
ンペーンの流れ等の詳細は「みい電」
の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)。
[参加登録期間]2月15日まで　＊登録後、見
積りの提示があり、その上で電力会社の切替え
の検討が可能 [対象 ]首都圏の各家庭・商店・
小規模事業所 (従量電灯B・C)[ 参加料 ]無料
[申込み]「みい電」のホームページから申込み
[問合せ] ▼「みんなで
いっしょに自然の電
気」キャンペーン事務
局 ☎ 0120 － 267 －
100(携帯電話からは
☎0570－058－100)　

▼環境保全課環境管理
担当☎5608－6207

フレイル(虚弱)を予防しましょう！

[問合せ]高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

3 元気に運動

1 しっかり食べる
ぐっすり
眠る

お口の
お手入れ

2 楽しく社会参加大切な
3つの柱

＊詳細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

コード

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

お知らせ 1月17日は墨田区防災の日　【1月17日の点検項目】確かめよう あなたの家の 危険物　[問合せ]防災課防災係☎5608－6206

コード
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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

区
政
そ
の

他

墨田区介護保険事業運営協議会
の区民委員の募集

内介護保険事業の適正な運営に関する事項等の検討　
対区内在住の40歳以上で、月曜日～金曜日の日中に
年間10回程度開催される協議会等に出席できる方　
＊介護保険サービス事業者および公務員を除く　【委
嘱期間】区長が委嘱した日～令和6年3月31日　【募
集数】3人(選考)　＊詳細は募集案内を参照

申申込書を直接または郵送で1月25日(必着)までに〒130－8640介
護保険課管理・計画担当(区役所4階)☎5608－6924へ　＊募集案
内・申込書は申込先、区内の各高齢者支援総合センターで配布

＝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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

区総合体育館公開講座「アスレ
ティックリハビリテーション講
座」

1月27日（水）午後7時～9
時半

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

内捻挫など慢性化した痛みから回復するトレーニング法を学ぶ　【講師】
板倉尚子氏（理学療法士・オリンピック帯同トレーナー）　定先着20
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1月22日まで

区民体育祭「スキー大会」 1月31日（日）午前9時半～
午後１時　＊受け付けは午
前9時まで

菅平高原スキー場（長
野県上田市菅平高原）　
＊現地集合・解散

種 ▼回転競技＝男子（青年・成年）・女子の部　 ▼公開競技＝ジュニア
（小・中学生）の部　対区内在住在勤在学で、傷害保険等に加入してい
る方　費 ▼回転競技＝1000円　 ▼公開競技＝無料　持クラッシュヘ
ルメット　＊競技時は着用必須　申１月22日までにスポーツ振興課
スポーツ振興担当（区役所14階）☎5608－6312へ　問墨田区スキー
連盟 神野 登美夫☎090－4748－9187

コース型教室「成人水泳教室初
級、中・上級」（各級全9回）

2月1日～3月29日の毎週月
曜日午後2時～3時

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 16歳以上の方　定各級先着10人　費各級9900円　申事前に両国
屋内プール☎5610－0050へ　＊内容等の詳細は電話で申込先へ

暮らしやすいまちづくり〝多文化
共生について考えよう！〞

2月14日（日）午後1時～3時 区役所会議室131（13
階）

内防災をテーマに、文化や国籍の異なる外国人と共に生きていく「多文
化共生」について考える　対区内在住在勤在学で18歳以上の方　定先着
50人　費無料　申1月15日から電話で文化芸術振興課都市交流・国際
担当☎5608－1459へ　＊受け付けは2月5日までの午前9時～午後5時

2020年度ユートリヤ祭特別展
示「一歩ずつ前へ、すみだマナビ」

2月18日（木）～28日(日)の
午前10時～午後4時　＊2
月22日～24日を除く

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内すみだ生涯学習センターに登録している団体・サークルの活動を紹
介するパネル展示　費無料　申期間中、直接会場へ　問すみだ生涯学
習センター事業課☎5247－2010

区民体育大会「バスケットボー
ル大会」

4月4日（日）・18日（日）・
25日（日）・29日（祝）、5月2
日（日）午前8時～午後9時

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

種男子1・2・3部、女子1・2部　対区内在住在勤在学の方で構成す
るチーム　費 1チーム5000円　＊2月26日（金）午後7時から区総合
体育館で実施する代表者会議で支払　申申込書を直接または郵送で1
月29日（必着）までに〒130－8640スポーツ振興課スポーツ振興担当
（区役所14階）☎5608－6312へ　＊申込書は申込先や区総合体育館、
スポーツプラザ梅若(墨田1－4－4)で配布　問墨田区バスケットボー
ル協会 中山重樹☎090－1430－7766

イ
ベ
ン
ト

区議会本会議場コンサート 2月5日（金）午後0時10分～
0時40分

区議会本会議場（区役
所19階）

内新日本フィルハーモニー交響楽団員による演奏　定 30人(抽選)　
費無料　申催し名・住所・氏名・電話番号を、はがきまたはファクス、
Eメールで1月22日(必着)までに新日本フィルハーモニー交響楽団事
務局パトロネージュ部（〒130－0013錦糸1－2－3）℻  5610－3825・
patronage@njp.or.jpへ　問 ▼新日本フィルハーモニー交響楽団事

務局☎5610－3820　 ▼区議会事務局庶務係☎5608－6350

[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43

「北斎漫画」は人物や動植物、風景など、
ありとあらゆるものが約4000図描かれた
北斎の代表的な絵手本です。「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用いられてい
ます。例えば、本図の布団をかけて寝てい
る男性に注目すると、頭から出ている吹き
出しに、重箱に入った料理が描かれています。
吹き出しにより、男性が美

お
味
い
しい料理の夢

を見ていることが想像できます。本図は
「GIGA・MANGA展」の後期(1月24日まで)でご覧いただけます。ご来
館の際は、開館状況等すみだ北斎美術館のホームページをご確認ください。

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」十一編　夢(版本)

　区内4か所（東駒形部屋・キラキラ橘部屋・亀沢部屋・東向島部屋）で巡
業（ワークショップ）を行い誕生した、身長180cmのダンボールの力士が
勢ぞろいします。今回の 本場所は、オンラインでライブ配信するほか、皆
さんが「たたき手」として、パソコンやスマートフォンの画面をクリック（タッ
プ）することで土俵を揺らし、お好きな力士を応援することもできます。
個性豊かな力士の中から、どんどこ！どんどこ！土俵をたたいて、最強力
士を決める「北斎すみゆめ場所」の千秋楽をみんなで応援してください。
[開催日時]2月7日(日)午後1時半～5時 [参加方法]すみゆめのホーム
ページ内の専用フォームから申込み（下のコー
ドを読み取ることでも接続可）[問合せ]「隅
田川 森羅万象 墨に夢」実行委員
会事務局☎5608－5446　＊詳
細は、すみゆめのホームページを
参照

「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。すみゆめ通信

隅田川 森羅万象 墨に夢

すみゆめ主催企画
「どんどこ！巨大紙相撲 〝北斎すみゆめ場所〞」本場所開催！

コード
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