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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

フラワーアレンジメント教室「多
肉植物の和風アレンジ」

3月27日(土) ▼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)

内和風の器に多肉植物を寄せ植えする　対小学生以上　定各先着10
人　費各2000円　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受
け付けは3月26日までの午前9時～午後8時(3月15日は休館)

緑と花の学習園「春の緑化講習
会」

緑と花の学習園(文花
2－12－17)

対区内在住在勤在学の方　定各先着5人　申 3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

▼春の寄せ植え作り 4月3日(土)午前10時～11
時

内春の花苗で寄せ植えを作る　費1500円　持寄せ植えを持ち帰るた
めの袋

▼春のアレンジメント 4月3日(土)午前11時半～
午後1時

内季節を感じるアレンジメントを作る　費1800円　持枝切りはさみ、
エプロン、手拭き用タオル、作品を持ち帰るための袋　

幸せになろう！風水ぬり絵教室
（全6回）

4月8日、5月20日、6月10
日、7月15日、8月12日、9
月9日いずれも木曜日午後1
時半～2時半

区総合運動場（堤通2－
11－1）

対 18歳以上の方　定先着10人　費 3000円　持 12色以上の色鉛筆　
申 3月11日午後1時から電話でフクシ・エンタープライズ墨田フィー
ルド(区総合運動場)☎3611－9070へ　＊内容等の詳細は問い合わ
せるか、フクシ・エンタープライズ墨田フィールドのホームページを
参照

東京スカイツリー®
周辺の花の植替え
ボランティアの講
習会

4月13日 (火 )・14日（水）
午前10時～正午　＊いずれ
も10分前に集合　＊雨天時
は4月15日（木）・16日（金）
に延期

【集合場所】隅田公園そ
よ風ひろば（向島1－3）

内東京スカイツリー周辺に設置しているハンギングバスケット等を使
い、花の植替え方法の基本を学ぶ　＊花苗を進呈　対区内在住在勤在
学の方　定各日先着20人　費無料　持薄手の手袋、はさみ、エプロン、
花苗を持ち帰るための袋　申 3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

健
康
・
福
祉

リセットヨガ 3月12日～26日の毎週金曜
日午後8時15分～9時15分

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内凝り固まった体をリセットし、自律神経を整える　対 18歳以上の
方　定各回先着8人　費体験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

ボランティア説明会 3月24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

小さな博物館「NTTドコモ歴史
展示スクエア」のシニア向けタ
ブレット体験教室

3月24日（水）、4月28日（水）

▼午前10時半～正午　 ▼午
後3時～４時半

NTTドコモ歴史展示
スクエア（横網1－9－
2NTTドコモ墨田ビル
1階）

内タブレット端末の操作を体験する　対 60歳以上の方　定各先
着3人　費無料　申 3月12日午前10時からNTTドコモ歴史展示ス
クエア☎6658－3535へ

マインドフルネス「気づきのス
トレッチ」（全9回）

4月5日～6月28日の月曜日
午前10時～11時　＊毎月
第3月曜日、祝日を除く

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内呼吸を整え、心と体のストレッチを行う　対 20歳以上の方　定先
着15人　費 4500円　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　
＊受け付けは3月31日までの午前9時～午後8時(3月15日は休館)　
＊動きやすい服装で参加

歩いてスッキリ運動教室「ポー
ルウォーキング編」（全20回）

4月6日～令和4年2月15日
の原則第1・第3火曜日午前
10時～11時15分　＊8月
を除く　＊雨天時は振替日
に延期

隅田公園（向島5－6）
付近

内足腰への負担を軽減した、やさしく効果的なウォーキング　＊運
動強度は弱め　対区内在住の65歳以上で、医師から運動を制限さ
れていない本教室未受講者　＊ほかにも要件あり　定 20人（抽選）　
費無料　持ウォーキングポール、飲物、タオル等　＊ウォーキングポー
ルは貸出し可　申 3月25日までに高齢者福祉課地域支援係（区役所4
階）☎5608－6178へ

シニア体操教室（全9回） 4月6日～6月29日の火曜日
午後1時半～2時半　＊4月
13日、5月11日、6月1日・
8日を除く

区総合運動場（堤通2－
11－1）

内簡単なリズム体操や筋トレ、ストレッチ　対60歳以上で次の全ての
要件を満たす方 ▼要介護・要支援認定を受けていない　 ▼心臓病、重
度の高血圧症・糖尿病がない　 ▼6か月以内に心臓発作・脳卒中を起
こしていない　定先着20人　費 4500円（トレーニング室2時間の利
用料込み）　持室内用の運動靴、飲物、タオル　＊動きやすい服装で参
加　申 3月11日午前9時から電話でフクシ・エンタープライズ墨田
フィールド(区総合運動場)☎3611－9070へ　＊内容等の詳細は問
い合わせるか、フクシ・エンタープライズ墨田フィールドのホームペー
ジを参照

高齢者「ゆうゆう元気体操教室」
〝ストレッチで心も体も元気アッ
プ〞(全10回)

4月7日・21日、5月19日、6
月2日・16日、7月7日・21
日、8月4日、9月1日・15日
いずれも水曜日 ▼1部＝午
前9時半～10時半　 ▼ 2部
＝午前11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)

内 ▼ 1部＝やさしいコース　 ▼2部＝しっかりコース　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　＊本教室未受講者
を優先　定各部8人(抽選)　費無料　申 3月17日までの午前9時～午
後5時に梅若ゆうゆう館☎5630－8630へ

介護予防「筋トレ・ストレッチ
体操」〝1年間続けて健康な身

から だ
体

に〞（全42回）

4月12日～令和4年3月14日
の月曜日 ▼第1コース＝午
前10時半～11時半　 ▼第2
コース＝午後1時半～2時半　
＊祝日、年末年始を除く

立花ゆうゆう館(立花
6－8－1－102)

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　
定各コース20人（抽選）　費無料　申参加希望コース・住所・氏名・
(ふりがな)・年齢・性別・電話番号・登録番号(ある方のみ)を、往
復はがきで3月18日 (消印有効)までに立花ゆうゆう館☎3613－
3911へ　＊問合せの受け付けは午前9時～午後5時

健康づくり教室第1期「今こそ体
を見直そう！〝運動と食事〞」（全
10回）

4月14日～6月23日の水曜
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　 ▼ 6時コース＝午後6
時～7時20分　＊5月5日
を除く

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

対区内在住の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 3月20日までに、すみだ福祉
保健センター☎5608－3729へ

要介護状態にならないために「ま
るごと若がえり教室（脳トレコー
ス）」（全12回）

4月20日～7月20日の火曜
日午前10時～11時半　＊5
月4日・25日を除く

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

内筋力アップ運動、栄養バランスや口
こうくう
腔ケアの講義など　対介護保

険の要介護認定で要支援1・2と認定された方、基本チェックリスト
で事業対象者と判定された方　＊ほかにも要件あり　定先着10人　
費 4800円　申事前に担当の介護支援専門員または、お住まいの地域
の高齢者支援総合センターへ　＊受け付けは4月2日まで　問高齢者
福祉課地域支援係☎5608－6178

お知らせ 新型コロナウイルス感染症対策 飲食店では大声や近距離での会話を控えよう [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

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」

4月21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3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〞 

4月22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3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 3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 ▼知育リトミック(0歳～3歳)／先着8組　 ▼足裏リフレクソ
ロジー／先着8人　 ▼足育のすすめ／先着14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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

Ｂリーグ「サンロッカーズ渋谷　
対 レバンガ北海道」観戦ご招待

3月24日 ( 水 ) 午後7時5
分～

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

対区内在住在勤在学の方　＊小学生以下は20歳以上の方の同伴が必
要　定 10人(抽選)　＊保護者の膝の上で観戦できる未就学児は人数
に含まない　申代表者の住所・氏名・年齢・電話番号、観戦者全員の
氏名を、往復はがきで3月16日(必着)までに区総合体育館「Ｂリーグ
観戦」係(〒130－0013錦糸4－15－1)☎3623－7273へ　＊申込み
は1人1通のみ（1通につき2人まで申込可）　＊中学生～18歳は保護者
の同意を往復はがきに記載　＊開催中止・延期となった場合は無効

パーソナルトレーニング 4月1日（木）～の午前9時～
午後9時　＊1回あたり60
分（日程の詳細は申込先へ）

区総合運動場（堤通2－
11－1）

内ダイエットや筋力アップなど、目的に応じたトレーニングメニュー
の作成とマンツーマン指導　対 15歳以上の健康な方　費 1回5000円　
＊4回（１か月）で1万8000円　＊中学生～大学生は半額　持室内用の
運動靴、飲物、タオル　＊動きやすい服装で参加　申事前に電話でフ
クシ・エンタープライズ墨田フィールド（区総合運動場）☎3611－
9070へ　＊空きがあれば当日会場でも申込可　＊内容等の詳細は問
い合わせるか、フクシ・エンタープライズ墨田フィールドのホームペー
ジを参照

〝新しいこと始めませんか〞3か
月間の定期教室

＊日程や時間の詳細は申込
先へ

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 16歳以上の方　申 3月11日午前10時から直接、両国屋内プール
☎5610－0050へ

▼   成人水泳教室（初級、中・
上級、各級全10回）

4月5日（月）～6月14日（月）
の午後2時～3時

定各級先着10人　費各級1万1000円　＊体験は1回1100円（定員に
満たない級のみ／体験以降は残り回数×1100円）

▼初心者ヨガ（Aコース～H
コース、各コース全12回）

4月5日（月）～6月30日（水）　 定各コース先着16人　費各コース1万3200円　＊体験は1回1100円
（定員に満たないコースのみ／体験以降は残り回数×1100円）　

区民体育大会「ゲートボール大
会」

4月15日（木）午前9時半～
午後3時　＊受け付けは午
前9時～　＊雨天の場合は4
月21日（水）に延期

錦糸公園野球場（錦糸
4－15－1）

費1人500円　＊4月7日（水）午後1時から、すみだ生涯学習センター（東
向島2－38－7）で実施する代表者会議で、チーム全員分を一括して支
払い（筆記用具を持参）　申チーム全員の住所・氏名・電話番号を、郵
送で4月6日（必着）までに墨田区ゲートボール連合会 二階堂 次郎
（〒131－0032東向島4－35－10）☎090－7727－6133へ　＊代
表者会議当日の申込みも可

区民体育大会「ソフトテニス大
会」

4月18日（日）午前8時～午
後8時　＊雨天の場合は4月
25日（日）に延期

錦糸公園テニスコート
（錦糸4－15－1）ほか

種男子A・B、壮年A・B、女子A・B　＊Aは上級者、Bは初・中級者　
対区内在住在勤在学の方　費1組3000円　＊高校生は2000円　申種
別、ペアの住所・氏名・年齢(学年)・電話番号を、直接または郵送で
3月26日（必着）までに墨田区ソフトテニス連盟事務局 布施亮人
（〒131－0045押上2－34－1－203）☎090－2647－6617へ

ダンスレッスン初級〝音楽に乗っ
て楽しく体を動かしましょう！〞

4月21日、5月19日、6月16
日、7月14日、8月18日、9
月15日いずれも水曜日午後
７時半～８時半

区総合運動場（堤通2－
11－1）

対小学生以上のダンス初心者で、足腰や膝に疾患がなく、有酸素運動
ができる方　定各日先着20人　費各日500円（トレーニング室2時間
利用料込み）　持室内用の運動靴、飲物、タオル　＊動きやすい服装で
参加　申当日直接会場へ　＊申込受け付けは午後5時半～　問フクシ・
エンタープライズ墨田フィールド(区総合運動場)☎3611－9070　
＊内容等の詳細は問い合わせるか、フクシ・エンタープライズ墨田フィー
ルドのホームページを参照

区民体育大会「相撲大会」 4月25日（日）午前10時半～
午後5時　＊受け付けは午
前9時半～

吾嬬第二中学校（八広
4－4－4）　＊車での
来場は不可

種幼児（4歳以下・5歳以上）、小学生（学年別）、中学生、一般（初心者・
経験者）　対区内在住在勤在学でスポーツ保険等に加入している方　
費無料　持汗拭き用タオル　申種別・住所・氏名・年齢・電話番号・
学校名・学年（未就学児の場合は4歳以下か5歳以上か）を、ファクスで
4月23日午後5時までに墨田区相撲連盟事務局 佐藤元治℻  5631－
6662へ　問墨田区相撲連盟事務局 関澤敏男☎090－1608－0567　
＊問合せの受け付けは、日曜日のみ

区民体育大会「バドミントン大
会」

▼ 男女別ダブルス3・4部、
壮年45歳以上の部＝5月16
日（日）　 ▼男女別ダブルス
1・2部、60歳以上の部＝5
月30日（日）　＊いずれも午
前9時～午後7時半（受け付
けは午前8時50分～）

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

種男女別ダブルス　＊いずれも1部～4部（学生は1・2部）、壮年45歳
以上の部、60歳以上の部　費１人1500円（シャトル代込み）　申種別・
住所・氏名・生年月日・年齢(学年)・電話番号・ファクス番号・Eメー
ルアドレスを、Eメールで4月5日までに墨田区バドミントン連盟事
務局 sumida.bado@gmail.comへ　＊Eメールが使用できない
場合は問合せ先へ　問スポーツ振興課スポーツ振興担当（区役所14
階）☎5608－6312

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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☎ ＝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45

　本作品は山椒と2種の烏賊が描かれた扇子です。右が鯣
するめ
烏賊、左が

紋
もんごう
甲烏賊と考えられます。紋甲烏賊は、全体を鼠

ねずみ
色で塗った後に胡

ご
粉
ふん
で

点を入れ、最後に薄い隈
くま
取
ど
りを引くことで立体感が表現されています。

これは北斎が晩年に描いた「画本彩色通」で説明する烏賊の彩色法と一
致します。また、作品の左に書かれた狂歌師浅草庵市

いちんど
人による讃

さん
「幽斎

もしらぬ伝授の三鳥は鳶
とんび
とからすと甲のしら鷺

さぎ
」は、烏賊の口の中にあ

るカラストンビなどの部位も掛
けて詠まれています。
　本作品は、東京国立博物館で
展示された平成17年(2005年)
以来15年ぶりに、「筆魂 線の引
力・色の魔力〝又兵衛から北斎・
国芳まで〞」展の後期展示（4月4
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。

葛飾北斎「烏
い か

賊に山
さんしょうず

椒図」(肉筆画)

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

みんなのコンサート 3月13日(土) ▼第1回＝午
後0時半～1時10分　 ▼第2
回＝午後2時半～3時10分

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)付近の北
十間川河川テラス

内誰もが聴いたことのある楽曲のヴァイオリン演奏等　
費無料　申当日直接会場へ　問 ▼ みんなのコンサート
実行委員会☎6284－1731　 ▼産業振興課産業振興担
当☎5608－6188

ソラのねマルシェ 3月14日（日）午前11時～午
後5時　＊売り切れ次第終
了

錦糸公園（ 錦糸4－
15－1）

内区内商店街のおいしいパン屋によるマルシェ　費無料　＊購入費
は自己負担　申当日直接会場へ　問 ▼ 墨田区商店街連合会☎070－
1354－6328　 ▼産業振興課産業振興担当☎5608－6187 

墨堤の桜を愛
め
でるまち歩きガイ

ドツアー
3月27日 (土 )・28日 (日 )
午前11時～　＊いずれも1
時間半程度　＊集合は午前
10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】隅田公園(向島一・
二・五丁目)

内すみだ観光ガイドと墨堤(桜橋、三囲神社、隅田公園など)を散策
する　＊天候により、コースが変更になる場合あり　定各日先着20
人程度　費各日2000円(保険料・土産代・お茶代込み)　申事前に
催し名、参加希望日、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(〒131－
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　＊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

首都高速6号向島線・7号小松
川線開通50周年記念のパネル
展示

3月20日（祝）・21日（日）午
前10時～午後4時　＊雨天
中止

隅田公園そよ風ひろば
（向島1－3）

内首都高速6号向島線・7号小松川線が3月21日に開通50周年を迎え
ることを記念したパネル展示　費無料　申当日直接会場へ　問 ▼首
都高速道路株式会社東京東局保全管理課☎5640－4851　 ▼都市整備
課都市整備・河川担当☎5608－6281

ぽ
け
っ
と

たもんじ交流農園オンラインセ
ミナー「〝農〞を採り込む、まち
づくり」

3月21日(日)午後2時～4
時

参加者の自宅等　＊オ
ンライン会議システム
「Zoom」を使用

内 ▼第1部＝講演「世界に広がる都市型農園の意義と運営方法」　 ▼第
2部＝パネルディスカッション「農園が身近にある暮らし方と効力」　
対自宅等から「Zoom」で参加できる方　費無料　＊通信料は自己負担　
申事前に、たもんじ交流農園オンラインセミナーの申込専用フォーム
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13日まで　問たもんじセミナ－事務局 小川☎080－3421－3115

すみだ 子 育 て ア プ リ
　区では、妊婦の方や乳幼児の保護者の方が、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

区のお知らせ・
きずなメール

　区から子育て支援情報が届
くほか、出産予定日や子どもの
生年月日を登録することで、妊
娠期から3歳までの子どもの成
長に合わせた子育てに関する
アドバイスが届きます。

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
が自動で作成されます。また、
接種日が近づくと、Eメールが
届きます。

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
ジュに保育サービスに関する
質問ができます。また、過去の
質問・回答も確認できます。App Store Google Play

　「北斎」「隅田川」をテーマに、すみだの地域資源を活用した独創的な企
画、地域の魅力を掘り下げ、人と人とのつながりを深める表現活動を募
集します。採択されると、プロジェクト補助金（上限100万円）の交付や、
区施設の利用料の減額または免除、広報連携等の支援を受けることがで
きます。なお、本事業は、3年度予算の成立状況により、事業内容に変更
が生じる可能性がありますのでご了承ください。
[対象]9月1日～12月26日に区内各所および隅田川流域で個人または団体
が実施する企画[申込み]応募用紙を郵送またはEメールで4月16日（消印
有効）までに「隅田川 森羅万象 墨に夢」実行委員会事務局（〒130－0013
錦糸1－2－3・公益財団法人墨田区文化振興財団内）
sumiyume@sumida-bunka.jpへ　＊募集要項と

応募用紙は「隅田川 森羅万象 墨に夢」のホームペー
ジから出力可(右のコードを読み取ることでも出力
画面に接続可)[問合せ]「隅田川 森羅万象 
墨に夢」実行委員会事務局☎5608－5446　
＊受け付けは午前9時半～午後4時半

「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

令和3年度「すみゆめ」プロジェクト企画を募集します！

コード

コード

誰もが聴いたことのある楽曲のヴァイオリン演奏等　
みんなのコンサート

産業振興課産業振興担

おでかけマップ
　区内の保育園や児童館など
の施設を地図で見られます。
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