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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

建築・住まいの無料相談 4月16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

花育講座「リース型ハンギング
バスケット作り」講習会

4月23日(金)午後1時半～
3時半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内リース型の容器に春の花を植え込む　対区内在住在勤在学の方　
定先着12人　費3300円(容器代込み)　持エプロン、薄手の手袋、花
を持ち帰るための袋　申4月12日午前9時から電話で環境保全課緑化
推進担当☎5608－6208へ

健
康
・
福
祉

背骨コンディショニング〝腰痛・
肩こり等でお悩みの方〞（全10回）

4月16日～6月25日の金曜
日午後1時～2時　＊4月30
日は除く

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内肩こり・坐
ざこ つ
骨神経痛の改善プログラム　対18歳以上の方　定先着

8人　費1万1000円　＊体験は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 4月23日（金）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1回さくらんぼの会（認知症家
族介護者教室）

4月23日(金)午後1時半～
3時

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4)

内参加者同士の情報交換や介護に関する喜び・悩み等の共有　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

知ろう！行こう！地域の集いの
場(認知症普及啓発事業)

4月27日(火)午後2時～3
時

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内生活支援コーディネーターの講話を聞く　対認知症の方を介護して
いる方、認知症に関心がある方など　定先着10人程度　費無料　申事
前に電話で、こうめ高齢者支援総合センター☎3625－6541へ

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、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、手洗いや、せきエチケットを心掛け、発熱等の症状がある方は参加をお控えください。

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

就任しました
監査委員

　3月30日に開かれた令
和2年度墨田区議会定例
会2月議会で、浜田将彰氏
が選任同意され4月1日付
けで監査委員に就任しま
した。
[問合せ]監査委員事務局
☎5608－6321

浜田将彰 監査委員

都市計画図書をご覧になれます
「都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針」等の変更

　「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」
と「都市再開発の方針」の変更について、東京都
により都市計画決定されました。この内容に関
する都市計画図書を閲覧できます。
[閲覧場所・問合せ] ▼ 都市計画課都市計画・
開発調整担当 (区役所9階 ) ☎5608－6265　

▼東京都都市整備局都市づくり政策部都市計
画課(新宿区西新宿2－8－1第二本庁舎12階)
☎5388－3225

ご活用ください
公衆喫煙所設置費用助成 

区では、事業者等が区内で誰もが利用でき
る喫煙所(公衆喫煙所)を整備する場合、その
設置費用の一部を補助しています。なお、助
成を受けるには、工事前の申請が必要です。
助成対象者や設置場所、助成要件などの詳細
は、問い合わせるか、区ホームページをご覧
ください(下のコードを読み取ることでも接
続可）。
[募集期間 ]5月7日まで [助成限度
額]600万円 [助成率]10/10[問合せ]
保健計画課健康推進担当☎5608－
8514

火災発生時に備えて
公共用消火器の保守点検

区では、火災の初期消火のために、主要幹
線道路沿いのほか、区民の皆さんのご協力に
より、民家の敷地や塀に消火器を設置してい
ます。これらの消火器の維持管理のため、区
の委託業者が保守点検を実施します。なお、
この保守点検に関し、区民の皆さんに費用の
請求等をすることはありません。不審な点に
気付いたときは、すぐにお問い合わせください。 
[点検期間]4月中旬～10月末 [問合せ]防災課
防災係☎5608－6206

関係図書をご覧になれます
補助線街路第120号線の
認可

　東京都市計画道路事業補助線街路第120号線
(八広六丁目、東向島六丁目および八広五丁目
地内)の事業施行期間と事業地の変更に伴う計
画の変更について、国土交通省により認可され
ました。この内容に関する図書を閲覧できます。
[閲覧場所・問合せ]都市計画課都市計画・開
発調整担当(区役所9階）☎5608－6265

生活の変化等についてお伺いします
子育て世帯への影響調査

　新型コロナウイルス感染症のまん延によ
る子育て世帯への影響や子育て支援に対す
る要望を把握するため、アンケートを実施し
ます。ご協力をお願いします。
[ とき ]4月12日 (月 )～5月9日 (日 )[ 回答方
法 ]区ホームページから回答 (右の
コードを読み取ることでも接続可)
[ 問合せ ]子育て支援課子育て計画
担当☎5608－6084

申請はお済みですか
令和3年度就学援助費受給
申請

　小・中学校へ通学する子どもがいる家庭で、
経済的な理由により、学校生活で必要となる
費用の支払いが困難な場合に、審査のうえ、
その一部を区が援助します。
[ 申請書の配布場所 ] ▼ 墨田区立学校に通学
している場合＝各学校　 ▼都立・私立学校、
区外の学校に通学している場合＝学務課 (区
役所11階 )[申請方法 ]申請書を郵送で4月30
日 (消印有効 )までに〒130－8640学務課事
務担当☎5608－6303へ

リニューアルします
すみだ探究工房

　「旅いく×アウトオブキッザニア in すみだ」
のプログラムが、「すみだ探究工房」としてリ
ニューアルします。オンラインでの体験も含
め、様々なテーマで、地元「すみだ」のものづ
くりを体験できます。体験可能日時や場所、
料金等の商品情報は「いこーよ」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)。
[ 問合せ ]産業振興課産業振興担
当☎5608－1437 コード

コード

関係図書をご覧になれます
東京都市計画下水道事業の
認可

　三之橋ポンプ場の廃止および三之橋雨水調整
池の設置（立川四丁目地内）に関する東京都市計
画下水道事業について、国土交通省により認可
されました。この内容に関する図書を閲覧でき
ます。
[閲覧場所・問合せ]都市計画課都市計画・開発
調整担当（区役所9階）☎5608－6265

コード

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
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お知らせ 住民票の写し、印鑑登録証明書、区民税・都民税課税(非課税)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

高齢者のパソコンプログラミン
グ入門教室「スクラッチ2.0を
使って簡単なゲームを作成しま
す」(全5回)

5月6日～6月3日の毎週木
曜日午後6時～7時半

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、パソコンの基本操作(文字入力)ができる
方　＊初参加者を優先　定10人(抽選)　費無料　持パソコン(OS
はWindows7以上)　申4月12日～16日の午前9時～午後5時に梅
若ゆうゆう館☎5630－8630へ

体力測定　 5月9日 (日 )午前
10時半～11時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内ストレッチ、握力・上体起こし・反復横跳び等の測定　＊新規利用者
は測定終了後に初回講習会あり　対高校生以上　定先着15人　費240
円(トレーニング室利用料)　持運動着、室内用運動靴、飲物　申事前に
本所地域プラザ☎6658－4601へ　＊受け付けは午前9時～午後8時(4
月19日は休館日)

要約筆記講習会（全10回） 5月11日～7月13日の毎週
火曜日午前10時～11時半

すみだボランティアセ
ンター(東向島2－17－
14)

内手書き要約筆記を基礎から学ぶ　対区内在住在勤在学で、講習会修了
後、区内で障害者福祉のためにボランティア活動等ができる方　＊子ど
もの同伴は不可　＊障害等配慮が必要な場合は事前に申込先へ　定10
人(抽選)　費3000円　申電話で4月16日までに墨田区社会福祉協議会
☎3612－2940へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時
半　＊墨田区社会福祉協議会のホームページからも申込可

パソコン点訳ボランティア養成
講座（全7回）

5月11日～6月22日の毎週
火曜日午前10時～正午

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内点訳の基本ルールと点訳ソフトの使用方法を学ぶ　対区内在住在勤
でパソコンの基本操作ができ、講座修了後ボランティア活動をする意思
がある方　定5人（抽選）　費1500円（教材費）　申講座名・住所・氏名・
年齢・電話番号を、直接または電話、ファクスで4月17日までに、すみ
だ福祉保健センター☎5608－3723・℻  5608－3720へ 

介護予防「やさしい筋トレ・ス
トレッチ体操」

5月12日～令和4年3月23
日の毎月第2・第４水曜日 　
午前10時半～11時半

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20
人（抽選）　費無料　申住所・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4月20日（消印有効）までに立
花ゆうゆう館☎3613－3911へ　＊抽選結果は4月26日までに通知　
＊問合せの受け付けは午前9時～午後5時

こころの病がある方の家族の会
〝家族同士で情報交換しません
か〞

5月18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、こころの病がある方の家族　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

運動と食の健康習慣づくりに！
「すみだテイクテン教室」(全8回)

5月21日～7月16日の金曜
日午後2時～3時半　＊5月
28日を除く

区総合運動場(堤通2－
11－1)

内運動強度が弱めのやさしい体操、栄養についての講話　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25人(抽選)　費無料　申教室名・住所・氏名・
年齢・電話番号・ファクス番号を、直接または電話、ファクスで5月6
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 

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　申事前に電話で各問合せ先へ

▼すみだボランティアセンター
開催分

4月16日 (金 )・19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)

定各先着2組　問墨田区社会福祉協議会☎3614－
3900　＊おもちゃドクターによる修理は第2金曜日　
＊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

▼みどりコミュニティセンター
開催分

4月28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)

定各先着4組　問みどりコミュニティセンター☎5600－5811　＊おも
ちゃドクターによる修理もあり　＊5月～7月は会場の都合上、中止

幼児の時間「2歳児以上の親子」、
すこやかクラブ「1歳児の親子」、
すくすくクラブ「0歳児の親子」
（各全35回）　

▼幼児の時間＝4月21日～
の水曜日午前10時半～11
時半　 ▼すこやかクラブ＝
4月22日～の木曜日午前11
時～11時40分　 ▼ すくす
くクラブ＝4月22日～の木
曜日午前10時～10時40分　
＊祝日・8月・年末年始を
除く

社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

内体操、工作、手遊び、お話など　対 ▼幼児の時間＝平成29年4月2日～
平成31年4月1日に生まれた幼児とその保護者　 ▼すこやかクラブ＝
平成31年4月2日～令和2年4月1日に生まれた乳児とその保護者　 ▼す
くすくクラブ＝令和2年4月2日～12月31日に生まれた乳児とその保護
者　定各クラブ先着15組　費無料　申4月12日から住所、子どもの氏
名（ふりがな）・生年月日、保護者の氏名・電話番号を、Eメールで社会福
祉会館☎3619－1051・ SYAHUKU@city.sumida.lg.jpへ　＊Eメー
ルの件名は「希望するクラブ名」　＊問合せの受け付けは月曜日～金曜
日の午前9時～午後5時（祝日を除く）　＊詳細は社会福祉会館のホーム
ページを参照（左のコードを読み取ることでも接続可）

すみだキラキラママのつどい 4月28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4組　 ▼知育リトミック0
歳～2歳／先着5組 ▼足裏リフレクソロジー／先着8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

文
化
・

ス
ポ
ー
ツ

〝新しいことにチャレンジしませ
んか？コース型教室参加者募集
中！〞「初心者ヨガ教室」「成人水泳
教室」の１回体験

4月30日(金)までの ▼ ヨ
ガ教室＝月・水・金曜日　

▼水泳教室＝月曜日　＊い
ずれも50分、開始時間等
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　定各若干名　＊定員に満たない教室のみ　費各
1100円　申事前に両国屋内プール☎5610－0050へ

5月9日 (日 )午前

コード

事前に両国屋内プール☎5610－0050へ

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、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、手洗いや、せきエチケットを心掛け、発熱等の症状がある方は参加をお控えください。

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

住民票の写し、印鑑登録証明書、区民税・都民税課税(非課税)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 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。お知らせ
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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 ☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

暮
ら
し

高齢者向け優良賃貸住宅「日の
出ハイツ (京島1－42－15)」
「セイカガーデニアガーデン(石
原2－8－11)」空き家待機者の
募集

対区内に1年以上居住し、次の全ての要件を満たす方 ▼単
身世帯(60歳以上の方)または2人世帯(60歳以上の方と、
その配偶者か60歳以上の親族)　 ▼月額所得が48万7000
円以下　＊ほかにも要件等あり　＊所得に応じて最大4万
円の家賃減額あり　【日の出ハイツの間取り・負担月額等】

▼間取り＝1DK、2DK(31.32㎡～44.98㎡)　 ▼家賃減額
を受けた場合の負担月額＝4万5000円～8万円　＊別途、
共益費(月額1万9000円)・敷金(3か月分)が必要　【セイ
カガーデニアガーデンの間取り・負担月額等】 ▼間取り＝
1K＋S、1DK、1DK＋S(32.11㎡～42.31㎡)　 ▼家賃減
額を受けた場合の負担月額＝5万7000円～8万5000円
＊別途、共益費(月額1万8000円)・敷金(2か月分)が必要

【募集案内と申込書の配布場所】住宅課(区役所9階)、区民情報
コーナー(区役所1階)、各出張所　＊土・日曜日、祝日は区民情
報コーナーのみ　＊区ホームページからも出力可　申随時、申
込書を直接または郵送で ▼日の出ハイツ＝株式会社岡田不動産
(〒124－0024葛飾区新小岩1－52－10)☎5678－1321へ　

▼セイカガーデニアガーデン＝三幸ハウス株式会社(〒156－
0041世田谷区大原1－27－4)☎5452－0214へ　問住宅課公
営住宅担当☎5608－6214　＊空き家が発生次第、順次入居予
定(希望者が複数の場合は、募集住宅ごとに、あっせん順位を抽
選で決定)

仕
事
・
産
業

特別区立幼稚園（大田区・足立
区を除く）臨時的任用教員、臨
時的任用教員採用候補者の募
集

種臨時的任用教員（幼稚園）　対幼稚園教諭普通免許状を
有する方　＊取得見込みの方を除く　選書類選考および面
接　＊面接日は ▼5月選考＝5月11日（火）　 ▼6月選考＝6
月15日（火）・16日(水)　 ▼7月選考＝7月13日（火）　 ▼8
月選考＝8月17日（火）　 ▼9月選考＝9月14日（火）　 ▼10
月選考＝10月12日（火）　＊詳細は選考案内を参照

【選考案内・申込書等の配布場所】申込先、各区教育委員会事務局
（墨田区では問合せ先）　＊特別区人事・厚生事務組合のホームペー
ジからも出力可　申事前に電話連絡の上、申込書等を郵送で各申
込期限までに特別区人事・厚生事務組合教育委員会事務局人事企
画課採用選考担当（〒102－0072千代田区飯田橋3－5－1東京区
政会館17階）☎5210－9857へ　【申込期限（消印有効）】 ▼5月選
考＝4月23日～5月6日　 ▼6月選考＝5月20日～6月9日　 ▼7
月選考＝6月24日～7月7日　 ▼8月選考＝7月29日～8月10日　

▼9月選考＝8月26日～9月8日　 ▼10月選考＝9月24日～10月7
日　問教育委員会事務局指導室（区役所11階）☎5608－6307

区
政
そ
の

他

「墨田区景観審議会」区民委員
の募集

対区内在住の20歳以上で景観まちづくりに興味があり、
年に数回開催する審議会（原則月曜日～金曜日の昼間、2時
間程度）に出席できる方　【委嘱期間】6月1日～令和5年5
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　＊選考方法等の詳細は
申込先へ

申応募用紙と「地域ごとの特色を活
い
かした景観まちづくり」をテー

マとした作文（1200字程度で書式自由）を、直接または郵送、ファ
クス、Eメールで4月26日（必着）までに〒130－8640都市計画課
景観・まちづくり担当（区役所9階）☎5608－6266・℻  5608－
6409・ TOSHIKEIKAKU@city.sumida.lg.jpへ　＊応募用紙は、
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

＝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。

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

昭和初期の風情を伝える「旧小
山家の五月人形展」

4月15日 (木 )～5月11日
(火)の午後0時半～4時半

立花大正民家園旧小山
家住宅(立花6－13－
17)

内区指定有形文化財(建造物)の旧小山家住宅に伝わ
る五月人形の公開　費無料　申期間中、直接会場へ　
問すみだ郷土文化資料館☎5619－7034

区総合体育館公開講座「からだを
ゆるめるストレッチ」

4月21日(水)午後7時～9
時

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

内運動不足で硬くなった体をほぐす　定先着20人　費500円　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4月14日まで

区
政

そ
の
他

東京都議会議員選挙立候補予定者
説明会

5月10日(月)午後2時～ 区役所会議室122(12
階)

内立候補の届出や公費負担の手続、選挙運動等に関する説明　対7月
4日(日)に行われる東京都議会議員選挙の立候補予定者　定立候補予
定者1人につき2人まで　＊代理の方も出席可　申当日直接会場へ　
問選挙管理委員会事務局☎5608－6320

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、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、手洗いや、せきエチケットを心掛け、発熱等の症状がある方は参加をお控えください。

＝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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北斎を知る
北斎名品コレクション46

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。

「椿
ちんせつゆみはりづき

説弓張月」続編 巻三 石
せきひつ

櫃を破て曚
もううん

雲出現す（版本）
本作品は、曲亭馬琴の代表的な読本の一つで、葛飾北斎が挿絵を担当

しました。読本とは江戸時代の小説の一種で、文字のページと数点の挿
絵で構成されたものです。物語は、保元の乱に敗北し伊豆大島に配流さ
れた後に自害したとされる源為朝が、琉球に渡り活躍するという内容です。
本図は、封印されていた石櫃を暴いたところ、百千の雷が一度に落ちた
ような爆音と共に櫃が八方に砕
けて飛び散り、中から妖術師が
出現した場面を描いています。
吹き飛ばされる岩の破片や人々
の描写、放射状の線で衝撃の強
さが表現されています。本図は、
右記の「しりあがりサン北斎サ
ン〝クスッと笑えるSHOW 
TIME！〞」展にて展示されます。

世の中の不条理や不合理をゆるいタッチで描き出す、マンガ家でアーティ
ストのしりあがり寿氏。2018年当館で開催の展覧会「ちょっと可

お か
笑しなほ

ぼ三十六景 しりあがり寿北斎と戯れる」で発表したパロディ作品に加え、
更に今回は「青富士」「瑠璃富士」などの、しりあがり寿氏の新作や、原案と
なった当館所蔵の北斎作品など、より大き
な構成で展示します。遊び心満載の展覧会
に、ぜひ、ご来館ください。
[とき]4月20日（火）～6月27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＝1000円　

▼高校生・大学生・65歳以上の方＝700円　

▼中学生・障害のある方＝300円　＊観覧
日当日に限り、常設展も観覧可 [申込み]期
間中、直接会場へ［問合せ］すみだ北斎美術
館☎6658－8936　＊詳細は、すみだ北斎
美術館のホームページを参照

すみだ北斎美術館企画展
「しりあがりサン北斎サン〝クスッと笑えるSHOW TIME!〞」

－HOKUSAI PROMOTION－

[問合せ]文化芸術振興課文化芸術・国際担当☎5608－6115




