
4年連続で学力アップ
飛躍的な学力向上を達成！
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区立小・中学校の子どもたちの学力向上を図るため、
「墨田区学力向上新3か年計画（第2次）」（令和2年度～
令和4年度）に基づき、取組を進めています。毎年行っ
ている「墨田区学習状況調査」の結果からは、今年も小・
中学校ともに学力が向上していることが分かりました。
[問合せ]すみだ教育研究所☎5608－6621

　毎年実施している「墨田区学習状況調査」では、各教科に観点を定め（例えば、国語では「書く能力」「読む能力」、算数では「数量や図形についての知識・
理解」など）、各学年・観点別に平均正答率を算出し、全国の平均正答率と比較しています。平成28年度からの推移を見ると、小・中学校ともに、「墨
田区の平均正答率が全国の平均正答率以上である」観点の数が増え、学力が毎年、確実に向上していることが分かります。

更なる学力アップへ！ 　子どもたち1人に1台タブレット端末を整備する「GIGAスクール構想」の
取組により、全区立小・中学生へのタブレット端末の配布が先月完了しました。

どのくらい学力がアップしたの？成果

取組

すみだスクールサポートティーチャー 募集中！
区では、区立小・中学校での授業や放課後学習の支援にご協力

いただける方を募集しています（謝礼あり）。
[対象]小・中学校で学習の支援等ができる18歳以上
の方 [申込み]随時、すみだ教育研究所(区役所11階)
☎5608－6621へ　＊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）

あなたの力を活
い
かしてみませんか？　タブレット端末は、学校の授業で使用するほ

か、家庭学習に活用することで、基礎的な学習
内容の定着から発展問題まで幅広い学習を可
能にします。今後、自動採点機能などを搭載し
た「デジタルドリル」を整備する予定です。　　
　また、家庭学習においては、墨田区学びの支援ポー
タルサイト「レッツ スタディ！＠home」をご活用
ください（右のコードを読み取ることでも接続可）。

電話相談窓口、墨田区コロナワクチン接種問い合わせダイヤル、各傷病手当金の支給、住居確保給
付金、各保険料の減免・免除、商店新生活様式対応支援事業（物資供給型）等2·3面 新型コロナウイルス

感染症の関連情報

コード コード

（全69観点） （全59観点）

墨田区学習状況調査の詳細は、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）。
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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 ･･････   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

NO.1989 東京2020オリンピック
開催まで あと 日

あと 日

162
194東京2020パラリンピック

開催まで



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～3年
3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

\コールセンターを開設しました/ 
新型コロナウイルス感染症

ワクチン接種に
関する電話相談窓口

　　

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、2月1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

発熱などの症状がある方の相談先一般的な相談窓口
　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

都「新型コロナコールセンター」
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」
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ご
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ご
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ご
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ご
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ご
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ご
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フリーダイヤル

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。

必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください
かかりつけ医がいる場合

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)
墨田区発熱・コロナ相談センター

☎5608－1443
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)

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、下記のいずれかの相談先にお電話ください

＊ 新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなど
についても相談可
＊混雑時は電話が繋がりにくい場合あり
＊ 診察が可能な区内の医療機関の一覧は区ホームページ
でも閲覧可（右下のコードを読み取ることでも接続可）

かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合

[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、申請
は郵送での受け付けです。

■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]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

申請期限を
3月31日
まで延長

　区と墨田区商店街連合会が協力し、テイクアウ
トを実施している区内の店舗をまとめたサイト「す
みだテイク！」。こちらのサイトでは、店舗の基本
情報やテイクアウトメニューを閲覧できるほか、
地図で近くの店舗を確認することもできます。
家で過ごす時間が増えた今、美

お い
味しいお店の料

理や飲物を自宅で楽しみながら、地域の飲食店を
応援しませんか。また、「すみだテイク！」に掲載
する店舗を募集しています。区内で飲食店を経営
している方はぜひ、ご検討ください。
 ■利用方法
 「すみだテイク！」で検索(右のコードを
読み取ることでも接続可)

■店舗の掲載応募方法
 　「すみだテイク！」または、墨田区商
店街連合会のホームページの店舗掲載
応募フォームから登録

コード

問合せ 産業振興課産業振興担当
☎5608－6187

飲食店のテイクアウトを活用しましょう

すみだテイク！

離職者等で就業意欲がある方のうち、住居
を失った、または失いかねない方に一定期間、
家賃相当額(上限あり)を支給します。なお、
受給を終了した方も2月1日から、再申請がで
きるようになりました。再申請は3月31日まで
です。詳細は電話でお問い合わせください。
[対象]申請日において離職・廃業から2年以内
の方、または個人の責に帰すべき理由・都合に
よらない勤務時間・就労機会の減少により、収
入が減少した方　＊そのほか収入・資産等の
要件あり[支給期間]原則3か月(令和2年度中に
新規申請し受給を開始した方のみ最長12か月ま
で延長可)　＊要件等の制度の詳細や必要書類に
ついては、問い合わせるか、区ホームページを参
照(下のコードを読み取ることでも接続可)

受給を終了した方の再申請が
できるようになりました

住居確保給付金
　現在、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り一定程度収入が減少した世帯または被保険
者を対象に、国民健康保険、後期高齢者医療保
険、介護保険の各保険料を減免しています。
国民健康保険料、介護保険料は減免の申

請期限が迫っていますので、お早めに申請し
てください。また、後期高齢者医療保険料の
減免は当面の間、申請期限を延長しています。
詳細は、区ホームページをご覧ください。
[国民健康保険料・介護保険料の申請期限]3
月31日（必着）

新型コロナウイルス感染症の影響
による国民健康保険料、後期高齢
者医療保険料および介護保険料の
減額・免除

[問合せ] ▼国民健康保険料について＝国保年金
課こくほ保険料係☎5608－6127　 ▼後期高齢
者医療保険料について＝国保年金課長寿医療
(後期高齢者医療)保険料担当☎5608－8100　

▼介護保険料について＝介護保険課資格・保険
料担当☎5608－6937

[問合せ]〒130－8640くらし・しご
と相談室すみだ(区役所3階・生活福
祉課内）☎5608－6289 コード

■店舗の掲載応募方法
 　「すみだテイク！」または、墨田区商
店街連合会のホームページの店舗掲載

墨田区コロナワクチン
接種問い合わせダイヤル

　区内在住の方のワクチン接種ス
ケジュール・接種会場・予約方法
については、詳細が決まり次第、
区報（本紙）や区ホームページでお
知らせします（区ホームページは

右下のコードを
読み取ることで
も接続可）。

コード

午前8時半～午後5時15分
(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

☎6734－0307

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

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、毎年申請が必要です。申請をし
ないと、3月31日で登録の有効期限が切れますの
で、必要書類を忘れずに提出してください。
[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17日に行います
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、区危機管理ツイッター、区公式フェ
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
できます。
[とき]２月17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

3月1日が納期限です
固定資産税・都市計画税
(第4期分)

令和2年度固定資産税・都市計画税（第4期分）
の納期限は3月1日です。お手元の納付書裏面に
記載されている金融機関、コンビニエンスストア
等で納期限までに、納めてください。口座振替や、
金融機関・郵便局等のペイジー対応のATMのほ
か、スマートフォン決済アプリ、パソコン等から
クレジットカードやインターネットバンキング
でも納付できます。
[問合せ] ▼固定資産税・都市計画税について＝墨
田都税事務所☎3625－5061　 ▼口座振替につ
いて＝都主税局徴収部納税推進課☎3252－
0955、税務課税務係☎5608－6008

受賞者を決定しました
産業功労表彰とフェア開催

区内の産業発展に貢献した伝統的手工芸技術
保持者および、優秀な技能者や区内企業に永年従
事した優良従業員を顕彰する産業功労表彰の受

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2年
10月分～3年1月分)を、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、
通帳記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、審査手
続等のため、振り込みが遅れる場合があります。
ご不明な点は、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]子育て支援課児童手当・医療助成係(区
役所4階)☎5608－6160

区発行の「新しい生活様式推進宣言店ス
テッカー」を取得している店舗

■対象店舗 ■供給物資　＊供給時期は3月中旬予定
不織布マスク、ゴム手袋、アルコール製剤等
の感染症対策用品

2 店舗での感染症対策の実施

3 申請書の提出
申請書を直接または郵送、Eメールで〒130－
8640墨田区商店街連合会（区役所1階） inoue@
sumida-showren.jpへ

1 申請書を入手
申請書は、墨田区商店街連合会または産業振興課（区
役所14階）で配布（区ホームページからも出力可）

対策のチェック項目は申請書に記載

申請後、左記の供給物資の申込みが可能

賞者を決定しました。今年度は、伝統的手工芸技
術保持者4人、優秀技能者22人、中小企業等永年
勤続優良従業員134人が受賞しました。受賞者等
の詳細は、区ホームページをご覧ください（右下
のコードを読み取ることでも接続可）。
また現在、受賞者の企業が製造する商品を販
売する「墨田区産業功労表彰フェア」を開催し
ています。ぜひ、お越しください。
［産業功労表彰フェア開催日時／開催場所］2月28日
（日）までの午前11時～午後7時　＊定休日は月曜日
／SHOP&WORKSHOP すみずみ（向島1－23－９
東京ミズマチイーストゾーンE03）[費
用]無料　＊購入費は自己負担 [申
込み]期間中、直接会場へ [問合せ］
産業振興課産業振興担当☎5608－
1437 コード

４ ステッカーを郵送でお届け（申請から約2週間）

■申込み
墨田区商店街連合会のホームページの専用フォームから2月15日～28日
に申請　＊右のコードを読み取ることでも接続可

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

　周囲の音が大きく聞こえて、苦痛
に感じる聴覚過敏の方が、音を遮断
し症状を緩和するためにイヤーマフ
を着けることがあります。ご理解を
お願いします。

〝聴覚過敏〞で困っている方がいます

[問合せ]障害者福祉課庶務係☎5608－6466・℻  5608－6423

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33回予定)

[とき]4月13日(火)～令和4年3月29日(火)　＊休館日・年末年始とほかの
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(返信用の宛名を記入)
を、郵送で2月28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
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・7班＝
各班40人（抽選）　 ▼６・
8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 弱

8班 火曜日午前11時～午後0時20分 中

　区と墨田区商店街連合会は、新型コロナウイルス感染症対策に必要な消耗品を、
区発行の「新しい生活様式推進宣言店ステッカー」を取得している店舗を対象に
供給します。お店の安全安心のため、ぜひ、ご利用ください。
[問合せ]▶産業振興課産業振興担当☎5608－6187 ▶墨田区商店街連合会
☎5608－1111（内線5437）　＊商店街連合会は月曜日～金曜日の午前10時～午後4時

商店新生活様式対応支援事業（物資供給型）を実施します

コード

区 内 事 業 者 の 皆 さ ん へ まずは申請を！「新しい生活様式推進宣
言店ステッカー」発行までの流れ

ステッカー

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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委員会本会議

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。

参加者写真（学校別）

　　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

中学生区議会
中学生区議会を経験して

 本会議場の厳かな雰囲気
の中、緊張の面持ちで一人
ずつ「学校名、氏名」を発
言し、自己紹介しました。

すみだの未来は、私たちの手で切り拓
ひら
く！

当日のスケジュール

今年度のテーマである墨
田区の「福祉」、「まちづく
り・防災・環境」、「地域力」
について、3人の中学生議
員が代表質問をしました。

中学生議員の代表質問・
提案に対し、質問ごとに
山本 亨区長が答弁しました。

中学生議長が宣言を行い、
中学生区議会が開会しま
した。

１ 中学生議員の自己紹介

2 中学生議長開会宣言

3 代表質問および答弁

4 中学生議長閉会宣言

本会議場から各委員会室へ

委員会は、中学生議員が「福祉」、「まちづくり・防災・環境」、
「地域力」の3つのテーマごとに分かれ、各委員会の委員として
一人ずつ質問・提案を行い、それに対して各担当部長（区職員）
が答弁をしました。

　　　   発言中の委員委員会室の様子

参加された皆さん、大変お疲れ様でした。
[上段]左から墨田中学校・本所中学
校・両国中学校・竪川中学校
[中段]左から錦糸中学校・吾嬬第二
中学校・寺島中学校・文花中学校
[下段]左から桜堤中学校・吾嬬立花
中学校

代表質問（まちづくり
・防災・環境）

　令和2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。今年度は、新型コロナウイルス
感染症対策のため、中学生議員の数を例年の半数（20人）に減らして実施しました。
［問合せ］広報広聴担当☎5608－6221



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。　粗大ごみ受付センタ5296－7000広告 【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』まで https://samuraiassist.com　☎03－5652－0801
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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27回
目となりました。

第27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2人ずつ選出されました。

　中学生区議会当日に議長および代表質問を行った4人の中学生に、中学生区議会を経
験した感想や、代表質問に込めた思いなどを教えていただきました。中学生区議会を経験して

代表質問（福祉）

　　 宮崎由羽さん
　 　(本所中学校)

地域で困っている人のために気軽に助け合えれば
〝全ての区民から笑顔があふれる″まちになるはず
　コロナ禍で開催される中学生区議会ということ
で最初は不安や心配な面もありましたが、区の担
当の方から中学生区議会に関する資料やDVDを
事前に送っていただいたので、心の準備も十分に、
安心して参加することができました。また、区長
さんに自分の意見を聞いていただけるという貴重
な経験ができたので、とても嬉

うれ
しく感じました。私

が代表質問をした「高齢者事業」というテーマの中
で、一番考えた内容は〝私たち中学生だからこそで

きることは何だろう〞ということでした。高齢者の方々が孤独を感じず、地
域とコミュニケーションを図ることができる環境を作るためには、何が必要
かを考えました。今回このような機会をいただき、私自身、これまでより真剣
に地域の暮らしについて考えるようになりま
した。幅広い世代の区民がより幸せに生活す
るためには、地域での助け合いやサポートが
もっと気軽に受けられることが必要です。そ
うすれば、困っている人や支援を必要として
いる人に対して優しいまちになり、全ての区
民からいきいきと笑顔があふれ、新型コロナ
ウイルスにも負けないまちになると思います。

中学生議長

　　 横井莉都さん
　　 (竪川中学校)

今回〝中学生議長〞として経験したことを活
い
かし

これからも自分にできる活動を積極的に行いたい
　コロナ禍のため、区の事業に関する説明をDVD
で見ることになりました。疑問に感じたこと等を
すぐに区の担当の方に質問することができず、コ
ミュニケーションには苦労しました。議会当日は
緊張しましたが、人前で話す力が身に付き、とても
良い経験になったと思います。議長として心掛け
たことは、議場にいる全員に聞こえるように発言
はゆっくり、ハキハキと話すようにし、なるべく聞
いている皆さんの方を見るように気を付けました。

　また、議長席まで歩いていくときは、〝自分が議長である〞という自覚をもち、
背筋を伸ばして堂々と歩くようにしました。今回は議長のため、代表質問の
機会はありませんでしたが、区には、若者から高齢者までどの世代の人も住
みやすく、今後いつ起きてもおかしくない
地震等の災害対策などがしっかりしていて、
安心・安全に暮らすことのできるまちをめ
ざしてほしいです。今回、中学生区議会に
参加し、様々な力が身に付いたと感じてい
ます。この経験を今後に活かしていき、もし
自分にできるボランティア活動などがあれ
ば積極的に参加していきたいと思います。

代表質問（地域力）

　　後藤天雅さん
　(吾嬬立花中学校)

質問は〝分かりやすい言葉〞を選び、身近な人も
興味をもち、理解できるように思いを込めた
中学生区議会が終わるまで、本当に不安でいっ

ぱいでした。新型コロナウイルス感染症の影響で
事前学習の機会がなくなってしまい、中学生区議
会が当日どのような雰囲気で行われるのか、全く
想像ができなかったからです。当日の日程が全て
終わった後は、やり切ったという気持ちになりま
した。代表質問を作成する上で意識したことは、
〝分かりやすく伝えること〞でした。聞いてくださっ
ている方に興味をもってもらうだけではなく、自分

が提案する内容に共感してもらえるよう、言葉選びを工夫をしました。また、
質問内容には「幼い子どもたちにも自分の住んでいる区に興味をもってもら
えるように」という思いを込めました。私自身に4人の兄弟がいることもあり、
質問内容には年齢を問わず多くの人たちに
分かりやすく、理解してもらえるような言
葉を使うように心掛けました。
　今回、代表質問を作成する中で、区には
葛飾北斎や両国の相撲のように歴史的な強み
がたくさんあると感じました。今後、そういっ
た強みを存分に活かし、「昔ながら」を身近に
感じられるまちになってほしいと思います。

　　大谷敦也さん
　　(墨田中学校)

取り上げた題材は、課題の改善をしながら
〝多くの人が楽しめる内容〞となるよう考えた
　中学生区議会に向けて代表質問の練習を毎日し
ていました。しかし、当日になり、いざ多くの人の
前で自分の意見を述べるとなると、とても緊張し
てしまいました。ただ、壇上で意見を述べる際には、
「大きい声」と「目線を上げる」という2つのことを
意識し、それらについてはしっかりできたと思い
ます。代表質問の内容を考えたり、作成したりす
るときは、色々な人の立場に立ち、できるだけ多く
の人が楽しめる内容を考えるようにしました。

　また、〝区がよくなるためにはどうすればよいのかということ〞を念頭に置
き、自分の意見をまとめるように心掛けました。そこで、現在、区に改善し
てもらいたい題材として「食品ロス対策」を選びました。質問を考える上で、
課題については、指摘するだけではなく、
多くの人が楽しみながら改善できるよう
な内容となるように工夫しました。私の提
案で区の食品ロスが少しでも減ればよい
と思います。
今はコロナ禍ですが、区はこれを乗り越え、
老若男女問わず全ての人が楽しく安全に暮
らせるまちになってほしいと思います。

代表質問（まちづくり
・防災・環境）

注感染症対策を行った上で短時間で撮影しました。
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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）

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

暮
ら
し

フラワーアレンジメント教室「プ
リザーブドフラワー」

2月23日(祝) ▼午前9時～
10時半　 ▼午前11時～午
後0時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内プリザーブドフラワーをバスケットにアレンジする　対小学生以上　
定各先着6人　費各3000円　申事前に八広地域プラザ☎6657－
0471へ　＊受け付けは2月21日までの午前9時～午後8時(2月15日は
休館)

美顔塾(基本編) 3月9日(火)午前10時半～
午後0時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内季節に合わせたスキンケアとメイクを学ぶ　対女性　定先着6人　
費 500円　申事前に本所地域プラザ☎6658－4601へ　＊受け付け
は3月8日までの午前9時～午後8時

健
康
・
福
祉

区総合体育館公開講座「〝ゆっく
り歩いて健康に〞ノルディック
ウォーキング体験講座」

2月19日(金)
午前9時半～
11時半

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

内両手に専用ポールを持ち、体に無理のない姿勢でゆっくりと歩くノ
ルディックウォーキングの体験　定先着20人　費無料　持上履き　
＊ポールは貸出し　＊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18日まで

ボランティア説明会 2月25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

第6回さくらんぼの会(認知症家
族介護者教室)「マイ・タイムラ
インを作ってみよう！」

2月26日(金)午後1時半～
3時

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4)

内マイ・タイムライン(一人ひとりの防災行動計画)を作成する　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

3月1日～8日は女性の健康週間
「女性の健康週間イベント」

費無料

▼女性のためのキレイになれ
るセルフケア〝これって更
年期症状？不眠・イライラ・
のぼせ・頭痛〞

3月4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)

内ツボ押しと軽い体操で血行をよくする　対区内在住在勤の女性　
定先着20人　持飲物　＊動きやすい服装で参加　申 2月12日午前8
時半から電話で向島保健センター☎3611－6135へ

▼ママになって
も健康美骨〝日
常生活から見
直そう〞

3月8日(月) ▼午後１時～2
時　 ▼午後2時半～3時半

本所保健センター(東
駒形1－6－4)

内講義と運動を通して健康と骨密度について見直す　対区内在住で
子育て世代の女性　定各先着15人　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
保育あり(各先着15人）

▼女性の健康づくり応援キャ
ンペーン企画展示

3月19日 (金 )～4月14日
(水)の開館時間中

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内女性と健康についての展示やリーフレットの配布、女性と健康に
関する図書の紹介　申期間中、直接会場へ　問保健計画課健康推進
担当☎5608－8514

　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) コード

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

■秋山和慶＆新日本フィルハーモニー交響楽団
　毎年3月に開催する、音楽で平和への祈りを捧げるコンサート。今年は自由や
人々の連帯を音楽で訴えたベートーヴェン作品を、石丸幹二さんの朗読ととも
にお届けします。なお、チケット購入者は、公開リハーサルにご招待します。
[とき]3月10日（水）午後7時開演[曲目]ベートーヴェン／交響曲第2番、ゲーテの
悲劇「エグモント」への音楽　＊全曲朗読付き[出演]秋山和慶（指揮）、石丸幹二（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＝4500円（区内在住在勤の方は3500円）　 ▼Ａ席＝
2000円　＊区内在住在学の小学生～高校生はいずれも1000円
[公開リハーサルの日時]3月9日（火）午後2時～3時(入場は午後1
時～1時50分厳守)　＊当日、本公演チケットを提示　＊本公演は
宝くじの助成金により実施

■生オケ・シネマ チャップリン「街の灯」
大スクリーンでの高画質上映と、新日本フィルの生演奏、トリフォニーホール

の優れた音響設備で、最高の映画体験をお楽しみください。
[とき]3月17日（水）午後6時15分開演 [曲目]チャップリン／「街の灯」[出演]竹本
泰蔵（指揮）、新日本フィルハーモニー交響楽団　＊指揮者が当初発表から変更[入場
料（全席指定）]5000円　＊区内在住在勤の方は4000円　＊区内在住在学の小学生～
高校生は1000円　＊ペア券は2枚1組8000円　＊チケットは2月20日から発売予定

すみだ平和祈念コンサート2021

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
［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

「街の灯」

石丸幹二 櫻井愛子

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。

秋山和慶

　区内在住在勤の医療機関等の従事者とそのご家族を、上記いずれかの公演にご招待します。
申込方法等の詳細は、トリフォニーホールのホームページをご覧ください。

広告
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

広告 公文の先生募集中!ご自宅近く　家事育児と両立ができるお仕事です。まずは説明会にご参加ください。 株式会社公文教育研究会☎0120－834－414
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☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

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

健
康
・
福
祉

パソコンボランティア養成講座
(全2回)

3月6日(土)・20日(祝)午
後1時～3時

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7) 

内障害者向けのパソコンボランティアとして活動するための技術を
習得する　対区内在住在勤で次の全てにあてはまる方 ▼パソコンの
基本操作（インターネット・Ｅメールを含む）ができる　 ▼講座修了後、
パソコンボランティアとして活動できる　定 5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

身体障害者向け「楽しい笑顔と
体操教室」(全4回)

3月8日～29日の毎週月曜
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

こころの病のある方の家族の会
〝家族同士で情報交換しませんか〞

3月16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、病気や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

うつ予防講演会「専門医が教える
〝心と体を軽くする快眠のコツ〞」

3月17日（水）午前10時～
正午

区役所会議室121（12
階）

内心身の健康づくりに必要不可欠な「睡眠」について専門医から学ぶ　
対区内在住在勤の方　定先着30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☎3611－6193へ

いきいきプラザ「健康体操」(全8
コース、各コース50分程度）

4月2日～令和4年3月25日　
＊いずれも休館日、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65歳以上の方　定各コース20人(抽選)　＊各コース
10人のクラスに分けて実施(クラス分けの希望不可)　費無料　持靴下、
飲物、汗拭きタオル　＊動きやすい服装で参加　申希望コース(第1希
望のみ)・住所・氏名(ふりがな)・登録番号(未登録の方は「未登録」
と記入)・年齢・性別・電話番号を、往復はがきで2月24日(必着)ま
でに、いきいきプラザ(〒131－0044文花1－32－2)☎3618－0961
へ　＊はがきの持込不可　＊記入に不備があるものは不受理の場合あ
り　＊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

▼Aコース（初級） 火曜日午前9時半～

▼ Bコース（中級） 火曜日午前10時45分～

▼ Cコース（初級） 火曜日午後2時半～

▼Dコース（中級） 火曜日午後3時45分～

▼ Eコース（初級） 金曜日午前9時半～

▼ Fコース（中級） 金曜日午前10時45分～

▼Gコース（初級） 金曜日午後2時半～

▼ Hコース（中級） 金曜日午後3時45分～

いきいきプラザ「初心者限定・
健康麻

マージャン
雀教室」(全6クラス)

4月5日～令和4年3月28日　
＊いずれも休館日、年末年
始を除く

対区内在住の70歳以上で、原則全日程参加できる麻雀初心者　＊次
のいずれかに当てはまる方は不可 ▼以前いきいきプラザで同教室の経
験者クラスを受講したことがある　 ▼麻雀のルールを知っている（点
数計算ができる、役がわかるなど）　定各クラス16人(抽選)　費無料　
持フェイスシールド、飲物　申申込用紙を直接、2月24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　
＊申込前に、いきいきプラザへの登録が必要　＊抽選結果は3月8日
(月)～17日(水)に申込先で掲示　＊当選者は3月19日までに申込先
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

▼A1クラス（第1・第3月曜日）午前10時～正午

▼A2クラス（第1・第3月曜日）午後1時～3時

▼ B1クラス（第2・第4月曜日）午前10時～正午

▼ B2クラス（第2・第4月曜日）午後1時～3時

▼ C1クラス（第2・第4水曜日）午前10時～正午

▼ C2クラス（第2・第4水曜日）午後1時～3時

子
育
て
・
教
育

アウトオブキッザニアinすみだ
＠まち処

2月19日(金)～24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）

内ものづくり職人体験ができる子ども向けの制作キットの販売、制作
物の展示　費無料　＊購入費は自己負担　申期間中、直接会場へ　
問産業振興課産業振興担当☎5608－1437 

すみだキラキラママのつどい 2月24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 ▼おうちでできる知育遊び／先着5組　 ▼知育リトミック（0歳～
3歳）／先着4組　 ▼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

すみだ自然観察会「野鳥観察」 3月6日 (土 )
午前10時 ～
11時半

隅田公園（向島一・二・
五丁目）周辺　＊詳細
は参加者に通知

内隅田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上　
＊小学校1年生～3年生は保護者の同伴が必要　定先着7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

男性向け育児講座「すみだパパ
スクール」

3月7日（日）午前10時～正
午

参加者の自宅等　＊オ
ンライン会議システム
「Zoom」を使用

内男性向け育児講座　＊自宅等から「Zoom」で参加　＊詳細は区ホー
ムページを参照(左のコードを読み取ることでも接続可)　対区内在住
在勤で、生後3か月～2歳の子どもの男性保護者　定先着30人　費無
料　＊通信料は自己負担　申事前に講座名・住所・氏名・年齢・電話
番号・子どもの年齢（0歳児は月齢）を、Eメールで、すみだ女性センター
☎5608－1771・ SUZUKAKEKOUZA@city.sumida.lg.jpへコード

広告 渋沢×北区 青天を衝け 大河ドラマ館　2月20日開館　東京北区大河ドラマ「青天を衝け」活用推進協議会☎03－3908－1364
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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北斎を知る
－HOKUSAI PROMOTION－

北斎名品コレクション44

　北斎の享和年間（1801年～1804年）を代表する1点
として知られる優品で、急降下する雁と、ふっくら丸み
を帯びた燕

つばめ

が描かれています。左上には国学者・加藤
千蔭による、毎年春秋来ては帰る鳥に恋の固い約束を
重ねた賛「はる秋の契たか

が

へ
え

す
ず

とりと
ど

りに来るも帰る
もこゝ

こ

ろ有けり」が記されています。また、作品を収
納する箱には、春に渡来し秋に帰る夏鳥の燕と、逆の
渡りをする冬鳥の雁を示す「来燕帰雁」が由来の「来燕
帰雁之図」という題が記されています。本作品は新た
に寄託されたもので、当館では初公開となります。右
記の「筆魂 線の引力・色の魔力〝又兵衛から北斎・国
芳まで〞」展の前期（3月7日まで）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。

来
らい

燕
えん

帰
き

雁
がん

図
ず

(吉野石膏コレクション すみだ北斎美術館寄託)

一点物の肉筆画は、浮世絵版画よりもその起源は古く、複雑で奥深い
彩色技法や描き手の筆遣いを直接感じることができます。本展では、浮
世絵の先駆とされる岩佐又兵衛をはじめ、浮世絵の始祖である菱川師宣、
喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川国芳など60人に及ぶ浮世絵師
の肉筆画を、前後期合わせ約125点、公開します。重要文化財や重要美術
品、初公開作品など約40点を含んでおり、見所満載の展覧会です。浮世
絵の源流である肉筆画を通して、300年に及ぶ浮世絵の歴史を体感いた
だくとともに、それぞれの絵師の巧みな線の引力、色の魔力、そして絵に
宿る筆魂をご堪能ください。
[とき]4月4日(日)までの午前9時半～午後５時半　＊入館は午後５時まで[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　 ▼小学
生以下＝無料　＊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

「筆魂 線の引力・色の魔力〝又兵衛から北斎・国芳まで〞」展を開催中！

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

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

▼事務 内すみだボランティアセンター管理事務、受験生チャ
レンジ支援事務、庶務事務等　【勤務場所】厚生課（区役
所3階）　＊すみだボランティアセンター(東向島2－
17－14)への出張あり　対パソコンの基本操作(ワー
ド・エクセル等)ができる方　【雇用期間】4月1日～
令和4年3月31日　【募集数】若干名

問〒130－8640厚生課厚生係(区役所3階)☎5608－1163　【申込
期限】2月17日午後５時(必着)

▼事務 内国民健康保険料の徴収・収納に関する業務　【勤
務場所】国保年金課（区役所2階）　対パソコンの基
本操作（ワード・エクセル等）ができ、国民健康保険
料の集金や滞納者への対応、徴収に関する業務に意
欲的に取り組める方　【雇用期間】4月1日～令和4年
3月31日　【募集数】若干名

問〒130－8640国保年金課こくほ保険料係(区役所2階)☎5608－
6126　【申込期限】2月19日午後５時(必着)

＝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

特集展示「資料館で雛
ひな
まつり」 4月11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、第4火曜日(祝
日のときは翌日)

すみだ郷土文化資料館
(向島2－3－5)

内歴史的・美術的に価値が高い江戸時代の雛人形などの展示　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

冬こそダイエット！ボディメイ
クプログラム体験（超音波の体脂
肪厚測定２か所付き）

2月28日(日)までの午前9
時～午後8時　＊60分程度

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内トレーニングと食事コントロールで無理なく続けられる6週間ダイ
エットの１回体験　対 18歳以上の方　費 1100円　申事前にスポー
ツプラザ梅若☎5630－8880へ　＊内容等の詳細は申込先へ

これから運動したい人におすす
め！ヨガ教室・水泳教室体験会

2月12日(金)～26日(金)　
＊各教室の日程の詳細は申
込先へ 

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 16歳以上の方　費 1回1100円　申事前に両国
屋内プール☎5610－0050へ

区
政
そ
の
他

地域活動に役立つ〝Web会議
ツールの活用法〞

3月6日（土）午前10時～正
午

参加者の自宅等　＊オ
ンライン会議システム
「Zoom」を使用

対オンライン会議システムを地域活動に活用したいと考えている方で、
自宅等から「Zoom」で参加でき、次のいずれかにあてはまる方 ▼区内在
住在勤在学で地域活動に興味・関心がある　 ▼区内で地域活動を行って
いる　定先着20人　費無料　＊通信料は自己負担　申事前に区ホーム
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)　＊受け付け
は3月1日まで　問地域活動推進課まなび担当☎5608－6202

コード
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