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　区は、地球温暖化対策のための賢い選択「COOL CHOICE」に賛同しています。
身の回りのできることから、「COOL CHOICE」をしていきましょう。
　　　 　環境保全課環境管理担当☎5608－6207問合せ

地球温暖化防止のために

賢い選択「C
ク ー ル

OOL C
チ ョ イ ス

HOICE」を！

未来のために、私たち一人ひとりができることから、「COOL CHOICE」を行い、
環境にやさしい、持続可能な「すみだ」を実現しましょう

一例をご紹介！COOL CHOICEってこんなこと
COOLなライフスタイルをCHOICE！ COOLなモノをCHOICE！

▶ LED照明への買換え
暑い日でも、服装などを工夫して、適正な室温で快適に過ごすラ
イフスタイルのことです。

▶ 省エネ家電（エアコン・冷蔵庫など）への買換え

▶  エネファームの導入

寒い日でも、衣食住の工夫で、過度な暖房に頼らず、冬を快適
に過ごすライフスタイルのことです。例えば、

　エネファームは、家で電気やお湯を作り、省エネで電気代を節約
することもできます（導入費用の一部は上記助成制度の申請可）。

鍋料理を
食べる

ストールを
着用する

入浴や運動で
体を温める

窓に断熱
シートを貼る など

　都が実施している「東京ゼロエミポイント」では、エ
アコンや冷蔵庫などの対象家電を買い換えた際、ポイ
ント数に応じて、商品券やLED割引券に交換できます。
申請方法等の詳細は「東京ゼロエミポイント」のホー
ムページをご覧ください。

　家で過ごす時間が増えた今、自宅の照明をLED照
明に換えることで、電気代の節約にもなります。

ク ー ル ビ ズ

ウ ォ ー ム ビ ズ

の実施▶

クールビズでは適正な室内の温度を28℃としてい
るよ。無理のない範囲で、この夏を快適に過ごそう！

　私たち一人ひとりの環境にやさしい行動は、S
エスディージーズ

DGs（持続可能な開発目標）がめざす、
より良い世界の実現につながります。SDGsは、2030年までに持続可能でより良い社会
の実現をめざす、17の目標で構成された「誰一人取り残さない」ことを誓う国際目標です。

地球温暖化防止の区の取組
　区では、温室効果ガス排出量やエネルギー消費量の削減に向けて、
第二次すみだ環境の共創プランに掲げる環境啓発事業などの取組を
行っています。今年度、本プランの中間改定を行い、削減目標値や取
組の見直しを行います。

　家庭や事業所に
おける省エネルギー
や 省資源 の ア イ
ディアなどを普及・
啓発しています。 「すみだ環境フェア2019」

の様子
 燃料電池自動車の導入(平
成29年～）

地球温暖化防止のために区内の建物に省エネ設備等を導入する際の
助成金を交付しています。助成内容等の詳細は、問い合わせるか、区ホー
ムページをご覧ください（助成を受けるには、着工前の申請が必要）。

墨田区地球温暖化防止設備導入助成制度

なぜCOOL CHOICEが必要？

COOL CHOICEとは？

墨田区環境キャラクター
「地球くん」

　地球温暖化防止のためには、私たち一人ひとりが「COOL CHOICE」
などの環境に配慮した行動をすることが必要です。

身近な生活における環境に優しいライフ
スタイルや、環境に優しいモノ・コトな
どを選ぶ「賢い選択」をしていこうという
国民運動のことだよ。

近年の猛暑だけでなく、豪雨や大型台風なども、
地球温暖化が原因と考えられているよ。

の実施▶
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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 ･･････ 企画展 すみだのスポーツ

の殿堂「国技館のあゆみ」
6～8面 ･･････ 講座・教室・催し・募集
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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、4月23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

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

　　 相談票に記入のうえ、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

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」

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、ポルトガル語

ご
、

スペイン語
ご
、タイ語

ご
、ベトナム語

ご
での相

そうだんか
談可　　　　　☎0120－565－653

午前9時～午後9時(土・日曜日、祝日を含む)
＊タイ語

ご
は午

ご ご
後6時

じ
まで、ベトナム語

ご
は午

ご ご
後7時

じ
まで

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。

コード

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

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につ
いては、4月25日発行の新型コロナ
ワクチン接種特集号や区ホームペー
ジでお知らせしていますので、ご確

認ください（特集号
と区ホームページ
は下のコードを読
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

墨田区新型コロ
ナワクチン接種
広報大使「わく丸」

発熱などの症状がある方の相談先

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)

墨田区後遺症相談センター☎5608－1443
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)

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医療機関をご案内します。

電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。

＊ 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
＊混雑時は電話がつな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

後遺症にお悩みの方の相談先

5月10日から65歳以上の方への
接種を開始しています

申請期間が6月30日まで延長されました

[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）

「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

＊ 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(墨田区社会福祉協議会のホームページは、右のコードを読み取ることでも接続可)

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、求職活動を条件と
して家賃相当額(上限あり)を支給します。なお、受給
を終了した方の再申請の期限は、3月31日でしたが、6月
30日まで延長されました。なお、解雇された方で対象と
なる方は、今回の期限が過ぎても再申請ができます。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の受け付けが
6月30日まで延長されました

住居確保給付金

[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

　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。また、「福祉資金 
緊急小口資金」と「総合支援資金 生活支援費」の貸付けが終了した世帯に、再貸付け
を実施しています。なお、申請はいずれも郵送での受け付けです。

[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 ■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]3か月以内 [償還期間]10年以内
(均等月賦償還)

「総合支援資金 生活支援費」の再貸付け
[対象]令和3年3月31日までに「福祉資金 緊急小口資金」の貸付けが終了し、「総合支
援資金 生活支援費」の貸付けが3年6月30日までに終了(予定も含む)した世帯　＊「総
合支援資金 生活支援費」の延長貸付けをしていない世帯も含む [貸付上限額・償還期
間]「総合支援資金 生活支援費」と同様 [貸付期間]3か月以内(延長なし)

コード

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6月30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
被保険者の問合せ

広域連合お問合せセンター
☎0570－086－519・℻0570－086－075
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（祝日を除く）

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
被保険者の問合せ

▼住民異動届・マイナンバーカー
ドの交付　 ▼住民票の写しや戸
籍の証明書等の発行　 ▼戸籍届

混雑状況がわかる区役所1階
の窓口業務

「混雑・空き情報」インフラ ネコ
の目.comのホームページから
官公庁を選択して「墨田区役所」
を検索 ( 右のコードを読み取
ることでも接続可)

確認方法

コード
窓口課庶務係
☎5608－6100

問合せ

区役所1階の窓口の
混雑状況がわかります！

感染予防対策の
徹底をお願いします

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、不要不急の外出・移動を自粛し、やむを得ず外出する場合は、
混雑している場所や時間を避けましょう。また、あらゆる場面での身体的距離の確保やマスクの着用、手
洗い、手指消毒など、一人ひとりが継続的に感染予防対策を実施しましょう。

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）

2 墨田区のお知らせ

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 　　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ぽけっと
（区主催以外）

2021年（令和3年）5月11日



ご家庭でも再生土が作れます
｢土の再生キット｣の貸出し

　園芸などで使用した土を再生し、再利用するた
めの｢土の再生キット｣を貸し出します。
[キットの内容]ふるい、園芸シート、園芸スコッ
プ、酸度計、再生方法のチラシ [対象]区内在住
在勤の方 [費用]無料 [申込み]事前に環境保全
課緑化推進担当(区役所12階)☎5608－6208
へ　＊受け取りは申込先のほか、緑と花の学習
園(文花2－12－17)、
すみだ清掃事務所分
室(東向島5－9－11)
でも可

5月31日(月)が納期限です
軽自動車税(種別割)

　軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で軽自動車や
原動機付自転車等を所有している方に課税されます。
　対象となる方には、納税通知書をお送りします
ので、5月31日(月)までに税務課(区役所2階)や
各出張所・金融機関・コンビニエンスストア、モ
バイルレジで納めてください。また、クレジットカー
ドやPayPay等のキャッシュレス決済での納付も
可能です。詳細は区ホームページをご覧ください。
[問合せ]税務課税務係☎5608－6134

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
国民生活基礎調査

厚生労働省では毎年、国民生活基礎調査を全
国一斉に実施しています。対象世帯には、調査
員証を携行した調査員が訪問し、調査票の配付・
回収を行いますので、ご協力ください。
[調査日] ▼ 世帯調査＝6月3日(木)　 ▼所得調
査＝7月8日 (木 )　＊5月中に、調査員が事前
説明のため訪問 [問合せ] ▼ 世帯調査＝保健計
画課保健計画担当☎5608－6189　 ▼所得調
査＝都福祉保健局総務部総務課統計調査担当
☎5321－1111

年に１度は健康を確認しましょう
区の健康診査(40歳以上の方)

　区では、下表のとおり、健康診査を実施してい
ます。対象となる方には、各健康診査実施期間の
前に受診票をお送りします。
[健診項目]血圧測定、胸部エックス線・尿・血
液検査等　＊大腸がん検診(400円 )や肺がん
検診(無料)の同時受診を希望する方は、各が
ん検診の実施医療機関へ [費用]無料 [問合せ]

▼すみだ けんしんダイヤル☎6667－1127　
＊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)　▶保健計画課健
康推進担当☎5608－8514
種別 対象（年齢は令和4年3

月31日現在）
実施期間

特定健
康診査

墨田区国民健康保険に
加入している40歳～
74歳の方

10月31日(日)ま
で

75歳以
上の健
康診査

区内在住で後期高齢者
医療制度に加入してい
る75歳以上の方(一定
の障害があると認定さ
れた方は65歳以上)

7月1日(木)～11
月30日(火)

生活習
慣病予
防健康
診査

区内在住の40歳以上
で、制度上ほかの健康
診査を受ける機会が
ない方(生活保護受給
者等)

▼40歳～74歳の方
＝10月31日(日)ま
で　 ▼75歳以上の
方＝7月1日(木)～
11月30日(火)

いずれも実施医療機関の休診日を除きます。
実施期間終了間際になると大変混み合いますので、早めの
受診をお願いします。
特定健康診査は、各医療保険者（保険証の発行機関）が実施
します。墨田区国民健康保険以外の医療保険（健康保険組合、
国保組合等）に加入している40歳～74歳の方（扶養されて
いる家族を含む）は、各医療保険者や勤務先が実施する健康
診査を受診してください。
区が実施する「特定健康診査」と「生活習慣病予防健康診査」
の対象となる40歳～74歳の方には、5月6日(木)に受診票
をお送りしました。75歳以上の方が対象の健康診査は、6月
末に受診票をお送りします。
区が実施する「特定健康診査」の結果により、生活習慣の改
善が必要と判断された方には、区が委託した事業者の専門
職（保健師、管理栄養士等）との面談等による保健指導（個別
指導）を別途実施します。

ご協力をお願いします
住居表示板の実態調査

　区では、皆さんのご自宅に設置している街区・
町名・住居番号の表示板の破損状況等について、
次のとおり調査を実施します。
[調査期間]7月9日(金)まで [調査区域]本所・東
駒形・吾妻橋 [問合せ]窓口課庶務係☎5608－
6101

あっせんしています
生ごみ処理容器の購入

　区では、家庭から出る生ごみの減量とリサイ
クルの推進を目的に、生ごみ処理容器(5種類)の
購入をあっせんしています。あっせん商品の一
覧表と一部の商品は、すみだ清掃事務所分室(東
向島5－9－11)でご覧になれます。また、あっせ
ん商品の一覧表は、区ホームぺージでも閲覧で
きます。
[対象]区内在住の方 [申込み]随時、電話で、す
みだ清掃事務所分室☎3613－2229へ

ご活用ください
墨田区人材確保・定着支援
補助金

　従業員が働きやすいよう、就業規則を策定し、
職場環境の整備を行った区内中小企業に対し、か
かった経費の一部を補助します。
[申込み]必要書類を直接または郵送で6月1日(必
着)までに〒130－8640経営支援課経営支援担
当 (区役所14階 )☎5608－6185へ　
＊必要書類等の詳細は、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

障害のある方への虐待を防ぐために
墨田区24時間障害者虐待
通報ダイヤル

　障害のある方への虐待を防ぐには、小さな兆
候を見逃さず、早期に発見することが大切です。
｢障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する
支援等に関する法律(障害者虐待防止法)｣によ
り、障害のある方への虐待を発見した方は区市
町村へ通報する義務があります。
　虐待を受けたと思われる障害のある方を発見
した方や、虐待を受けた方、虐待をしたと悩ん
でいる方は、すぐに通報ダイヤルへご連絡くだ
さい。秘密は厳守され、連絡した方が特定され
ることはありません。また、虐待ではなかった
場合でも、通報したことへの責任を問われるこ
とはありません。
[ 連絡先 ]墨田区24時間障害者虐待通報ダ
イヤル☎3625－1103・℻  5608－6423・
SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp[ 費

用 ]無料　＊通話料・通信料は自己負担 [ 問
合せ ]障害者福祉課障害者相談係☎5608－
6165・℻  5608－6423

赤ちゃんも、障害のある方も、未就学児も…みんなみんな、｢ようこそ！誰でもコンサート｣新日本
フィル・スペシャル！
　小さいお子さんなど、普段はなかなかコンサートホールに来られない皆さんのご来場をお待ち
しています。
[とき]6月3日(木)午前10時半～　＊約60分(休憩なし)[出演]永峰
大輔(指揮)、岩﨑瑞穂(司会)、新日本フィルハーモニー交響楽団 [曲
目]久石 譲／オーケストラ・ストーリーズ〝となりのトトロ〞より｢さ
んぽ｣、J.ウィリアムズ／映画｢スター・ウォーズ｣メイン・テーマ　
ほか [入場料]全席指定2000円　＊障害のある方とその介助者、未就
学児は無料(要座席券・詳細はトリフォニーホールチケットセンターへ)

トリフォニーホール
おすすめ公演情報

トリフォニーホールチケットセンター
☎5608－1212・錦糸1－2－3

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。

中川 英二郎×エリック・ミヤシロ×本田雅人 SUPER BRASS STARS meets 新日本フィルハー
モニー交響楽団
　ジャズ・ブラスバンド界を代表し多方面で活躍するスーパースター3人が、すみだにやって来
ます！スペシャル・セッションと新日本フィルハーモニー交響楽団との共演をお楽しみください。
[とき]6月29日(火)午後7時～ [出演]Super Brass Stars(中川 英二郎／トロンボーン、エリック・
ミヤシロ／トランペット、本田雅人／サクソフォン)、川瀬 賢太郎(指揮)、新日本フィルハー
モニー交響楽団　ほか [内容 ] ▼ 第1部=Super Brass Starsスーパー・セッション　 ▼第2
部=Super Brass Stars with 新日本フィル(曲目は、チック・コリア／スペイン　ほか)[入
場料] ▼ S席=5000円　 ▼ A席=4000円　＊25歳以下の方は2500円　＊区内在住在勤の
方は3000円　＊区内在住在学の小学生～高校生は1000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[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

広告 永代供養出張サポート　１霊5万円　生前申込可　(株)メモリアルアシスト　☎0120－05－1234
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▶大正時代 関東大震災前の旧国技館周辺

▶現在の国技館 (横網 1丁目）

第1期
5月22日（土）～

6月27日（日）

第2期
7月8日（木）～

9月5日（日）

開催概要

1923 年 ( 大正 12 年 ) 関東大震災で
全焼した旧国技館と周辺の街の様子

メモリアルホール時代

開館当初の旧国技館

 旧国技館を描いた石版画

すみだのスポーツの殿堂
「国技館のあゆみ」

　来る7月、東京2020オリンピック競技大会（以下「東京2020オリンピック」）のボクシング競技が両
国の国技館で行われます。すみだ郷土文化資料館では、東京2020オリンピック開催の年に合わせ、ス
ポーツの殿堂として親しまれてきた「国技館のあゆみ」をご紹介します。
　今回の企画展では、旧国技館（以下、時期に関わらず「旧国技館」と表記）のあゆみを中心に、貴重な
資料で区の歴史的な出来事とともに振り返ります。ぜひ、この機会に、すみだ郷土文化資料館にお越し
ください。
［問合せ］すみだ郷土文化資料館☎5619－7034

企
画
展

[とき]上記期間の午前9時～午後5時　＊入館は午後4時半まで　＊月曜日、第4火
曜日、8月10日は休館（ただし8月9日は開館）　＊会期ごとに展示資料の一部入替え
あり（詳細は問合せ先へ）［ところ］すみだ郷土文化資料館（5面下部を参照）［入館料］

▼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［申込み］期間中、
直接会場へ　＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、展示の中止や会期等の
変更の場合あり（詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照）

　初代の旧国技館は、江戸時代に回向院が相撲の興行場所となったことを
きっかけに、1909年（明治42年）に回向院の一角（両国2丁目）に開館し、「国

技館」と命名されました。旧国技館は、東京駅や日本銀行
本店などの設計でも知られる著名な建築家たちが設計し
ました。ドームの形など、旧国技館と東京駅を見比べると、
似ている箇所を見つけることができます。その後の外観の
変化も本展示で詳しく解説します。

旧国技館の変遷
本企画展の一部をご紹介！

　火災や関東大震災、東京大空襲で3度全焼する憂き目に遭っ
た旧国技館は、その度に大規模修復され、使われました。

戦前の旧国技館は
3度も全焼した⁉ 

戦後の旧国技館
は、GHQ（連合国
軍総司令部）に
接
せっしゅう
収された⁉ 
　旧国技館はメモリア
ルホールと改称され、
プロレス興行などが行
われていました。

　その後、メモリアルホールから国際スタジアム、続いて日本大
学講堂と、時代の流れとともに名称が変わっていきました。この
頃、プロボクシングの世界タイトル戦の会場となるなど、旧国技
館は、いくつもの名勝負の舞台となりました。

［とき］9月20日（祝）まで　
＊入館料等は、企画展「すみだのスポー
ツの殿堂〝国技館のあゆみ〞」と同一

特集展示では、江戸随一の名
所となった両国・回向院の江
戸から明治までの歴史をご紹介
します。江戸時代後期に回向院の境内で定期的に開催された相撲場
所や見せ物についてなど、企画展にもつながる内容が多数あります。
ぜひ、併せてご覧ください。

▶浮世絵 国郷「両国大相撲繁栄の図」

　チャンピオンになった選手には、
大場政夫氏やガッツ石松氏、輪島
功一氏がいます。

　旧国技館は、相撲だけでなくボク
シングやプロレスなどの格闘技や、
イベントの会場として1983年（昭和
58年）に解体されるまで、多くの人々
に親しまれました。

旧国技館と
東京駅を設計したのは

同じ人⁉ 

日本大学講堂時代の旧国技
館で激戦を制し、チャンピオン
になった、あの選手のグローブ
やトロフィーなども展示！

このほかに本企画展では、
旧国技館で行われた名勝負の
数々を、当時の写真や貴重な
資料で振り返ります。

どのようにして国技館がスポー
ツの殿堂となったのか⁉ 
お楽しみください。

［ところ］向島2－3－5
すみだ郷土文化資料館

大正ロマンを感じる
レトロな建物が目印

すみだ郷土
文化資料館

★

特集展示「両国・回向院〝供養と盛り場〞」
期間中、併せて観ることができます！
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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。

＝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

令和3年度すずかけ大学 6月5日～19日の毎週土曜
日、6月27日(日)いずれも
午後2時～3時

参加者の自宅等　＊オ
ンライン会議システム
「Zoom」を使用

内 ▼ 6月5日＝温故知新 アドラー心理学から学ぶ新時代を生きる勇気　

▼6月12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〞　 ▼6月19日＝コロナに負けない！アンガーマネジメ
ントのススメ　 ▼6月27日＝気分爽快！心を晴れやかに！ストレスマ
ネジメント　＊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)　対自宅等から「Zoom」で参加できる方　定各日先
着20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、Eメールで、すみだ女性センター☎5608－1771・
SUZUKAKEKOUZA@city.sumida.lg.jpへ　＊Eメールの件名は

「すずかけ大学受講希望」

健
康
・
福
祉

つながろう！ITでも家族会(認
知症家族介護者教室)(全3回)

5月25日、7月27日、9月28
日いずれも火曜日午後2
時～3時半

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内インターネットを使った交流について学ぶ　対認知症の方を介護し
ている方、認知症に関心がある方　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

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

5月26日 ( 水 )、6月23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5月12日午前10時からNTT
ドコモ歴史展示スクエア☎6658－3535へ　問産業振
興課産業振興担当☎5608－1437

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

調査にご協力ください
経済センサス‒活動調査

　全国全ての事業所を対象に「経済センサス-活
動調査」を実施します。今月中に調査員が各事業
所を訪問します。新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、郵便受けに調査票を配布するなど、
できる限り接触を避けた方法で調査を行います
ので、郵送またはインターネットでの回答をお願
いします。
　調査結果は、各種統計調査のデータベースと
して利用されるほか、行政施策や産業振興の分
野でも活用されます。詳細は区ホームページお
よび総務省統計局のホームページをご覧くだ
さい。
[調査基準日]6月1日(火)[問合せ]総務課統計係
☎5608－6205

あなたの寄付が、地域のまちづくり
活動を育てます
すみだの力応援基金

区では、皆さんからの寄付を積み立て、地域
の課題解決や活性化につながる活動に助成する
「すみだの力応援基金」を設置しています。
　令和2年度は基金に対して約153万円、プロ
ジェクト支援に対して約3990万円の寄付をい
ただきました。ご協力ありがとうございました。
地域の活動を応援するため、引き続き基金への
寄付を受け付けています。詳細はお問い合わせ
ください。
■助成事業実施報告会
　基金を活用した助成事業である｢すみだの力応
援助成事業｣と｢すみだの夢応援助成事業｣につい
て、令和2年度に助成を受けた団体による報告会
を開催します。ぜひ、ご参加ください。
[とき]5月23日(日)午後1時半～[ところ]区役所
会議室131(13階)[定員]先着20人 [申込み]事前
に住所・氏名・電話番号を、電話またはEメール
で地域活動推進課まなび担当☎5608－6202・
KATSUDOSUISHIN@city.sumida.lg.jp へ　

＊受け付けは5月20日まで

環境にやさしい生活のため、ぜひご利用ください
みどりの補助金制度

　まちに潤いと安らぎをもたらす緑を増やすため、
屋上や壁面などを新たに緑化する方へ、工事費等
の一部を助成しています。また、区内に残された
自然度の高い貴重な樹木(特別保全樹木)を保全
するため、せん定費用や、樹木診断費用の一部

を助成しています。詳細は、工事着工前に問い
合わせるか、区ホームページをご覧ください。
[助成内容]下表のとおり [問合せ]環境保全課緑
化推進担当☎5608－6208

種別 助成対象・条件 助成金額
屋上緑化 建築物の屋上（最上部の平たんな屋根部分等）や屋根

のないルーフバルコニー等に設置する1m2以上の緑
地　＊築1年以上の建築物は事前の安全点検が必要
（費用は区が負担）　＊花壇（一年草の草花）・菜園や
プランター等は対象外

1m2につき1万円で算出した額と、工事
費（税抜き）の半額を比べて、少ない方の
額（屋上緑化・壁面緑化のいずれも上限
40万円）　＊1万円未満切捨て

壁面緑化 道路に面した建築物の壁面に1m2以上の補助器具を
設置し、つる性植物等で覆ったもの　

沿道緑化（生
け垣）

道路に面した沿道部分に、塀の形成を目的として高
さ1m以上の樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植
したもの

植え込み地の長さ1mにつき2万円で算
出した額と、工事費（税抜き）を比べて少
ない方の額（上限40万円）　＊10cm未
満切捨て

沿道緑化（植
樹帯）

道路に面した沿道部分の植栽ます（幅50cm以上）に、
樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植したもの　
＊草花は対象外

植え込み地の面積（植栽ますの縁石を除
く）1m2につき2万4000円で算出した額
と、工事費（税抜き）を比べて少ない方の
額（上限40万円）　＊10㎠未満切捨て

特別保全樹
木（樹木）

生育状態が健全で、地上1.5ｍの高さにおいて幹の周
囲が1.2ｍ以上の樹木

▼せん定費用＝1本につき2万円（5本ま
で）で算出した額と、せん定費（税抜き）を
比べて少ない方の額（上限10万円）　 ▼樹
木医による樹木診断費用＝診断費用（税
抜き）の半額（上限2万円）

特別保全樹
木（生け垣）

生育状態が健全で、道路に面し、高さ1m以上、総延
長30m以上の植栽

▼せん定費用＝１mにつき500円で算出
した額（上限2万円）　 ▼樹木医による樹
木診断費用＝診断費用（税抜き）の半額　
（上限2万円）

注沿道緑化の工事に当たり、ブロック塀を取り壊した場合には、ブロック塀の長さ1mにつき1万円を助成金額に加算します。
注建築基準法などの法令に適合しない建築物に設置する場合および条例・要綱に基づき設置する場合を除きます。
注設置する場所により、助成対象とならない場合があります。
注特別保全樹木は事前に指定が必要です。

新型コロナウイルス感染症対応施策も
掲載しています

すみだ産業情報ナビ

コード
すみだ産業情報ナビ

いますぐ
検索！

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

　障害特性に合わせて配慮して
ほしい内容などを記載した約30
種類のシールを、区役所3階の障
害者福祉課で配布しています。

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ
周囲に理解・配慮してほしいことを伝えるシール

[問合せ]障害者福祉課庶務係
☎5608－6466・℻  5608－6423

40万円）　＊1万円未満切捨て

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）

6 墨田区のお知らせ

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 　　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ぽけっと
（区主催以外）

2021年（令和3年）5月11日

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

第2回さくらんぼの会(認知症家
族介護者教室)

5月28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

ローズティーの会(同愛認知症
家族会)

5月28日(金)午後1時半～
3時

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内悩みの共有、情報交換　対認知症の家族を介護している方、介護の
経験がある方、認知症や介護に関心がある方　定先着10人　費無料　
申事前に同愛高齢者支援総合センター(亀沢2－23－7塚越ビル1階)
☎3624－6541へ

高齢者｢盆踊り教室｣(全5回) 6月1日～29日の毎週火曜
日午後1時半～3時半

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内東京五輪音頭を踊る　対区内在住で60歳以上の方　定15人(抽選)　
費無料　申5月17日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721
へ

区総合体育館公開講座「いきい
きシニア、楽しく運動講座」

6月3日(木)・17日(木)午
前10時～正午

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

内免疫力を高める生活習慣について座学と実技で学ぶ　対60歳以上
の方　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　申講座名・住所・氏名・電話番号を、電話またはEメールで
5月27日までに区総合体育館☎3623－7273・ sumidagym@
n-reco.co.jpへ

ストレッチ体操教室(全4回) 6月3日～24日の毎週木曜
日午前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60歳以上の方　定10人(抽選)　費無料　申5月17日
までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

初心者向け音訳ボランティア養
成講座(全4回)

6月9日～30日の毎週水曜
日午前10時～正午

内音訳ボランティアとして活動するための基礎を学ぶ　対区内在住在
勤のおおむね59歳以下で、音訳に関心があり、講座修了後、音訳ボラ
ンティアとして活動できる方　定10人(抽選)　費100円　申住所・
氏名・年齢・電話番号を、直接または電話、ファクスで5月17日までに、
すみだ福祉保健センター☎5608－3723・℻  5608－3720へ

歯と口の健康週間普及事業「歯・
口の健康相談会」

6月10日(木 )午前10時～
午後1時　＊受け付けは午
後0時45分まで

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内歯科健診、歯磨き指導など　対区内在住の方　定先着80人　費無
料　申事前に申込書または住所・氏名・年齢・電話番号を、ファクス
で公益社団法人東京都向島歯科医師会℻  3614－7394へ　＊申込書は
向島保健センター(東向島5－16－2)と保健計画課(区役所5階)で配
布　＊受け付けは5月21日まで　問向島保健センター☎3611－6135

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〞

6月10日(木)午後1時半～
3時半

向島保健センター(東
向島5－16－2)

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、こころの病がある方の家族　定先着15人　
費無料　申5月12日午前8時半から電話で向島保健センター☎3611－
6193へ

第1回セカンドステージセミナー 6月14日(月)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)

内ウクレレ演奏の鑑賞、ストレッチ体操　【出演】ヴィンテージクラブ(ウ
クレレ演奏グループ)　【講師】押野康代氏(理学療法士)　対おおむね
55歳以上の方　定先着100人　費無料　申事前に講座名・開催日・
住所・氏名・電話番号・ファクス番号を、電話またはファクスで、てー
ねん・どすこい倶楽部事務局☎5631－2577・℻  5631－2578へ
＊受け付けは月曜日～金曜日の午前10時～午後4時　問高齢者福祉課
支援係☎5608－6168・℻  5608－6404

〝毎年1回はチェックをしましょ
う〞「高齢者身体能力測定会」(全
4会場)

6月15日(火)午後2時～4
時

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

内体組成測定、体力測定(握力、通常歩行速度、開眼片足立ち)、生活機
能評価、フレイル予防ミニ講座、通いの場の紹介等　対区内在住の65
歳以上で、個別の支援を必要とせず、医師から運動を制限されていな
い方　＊ペースメーカーを装着している方は体組成測定は不可　定各
会場先着30人　費無料　申事前に催し名・希望会場・住所・氏名・
年齢・電話番号を、電話またはファクスで高齢者福祉課地域支援係
☎5608－6178・℻  5608－6404へ

6月16日(水)午後2時～4
時

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

6月17日(木)午後2時～4
時

区総合運動場(堤通2－
11－1)

6月18日(金)午後2時～4
時

八広はなみずき高齢者
支援総合センター(八
広5－18－23)

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〞

6月16日(水)午後　＊予約
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5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

キッズチアダンス、ジュニアチ
アダンスの体験

5月12日～6月30日の毎週
水・金曜日
＊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 ▼ キッズ＝3歳以上の未就学児　 ▼ジュニア＝小学生　定各先着
10人～20人　費各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　＊内容等の詳細は
申込先へ

すみだキラキラママのつどい 5月26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　 ▼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

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。

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

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－

すみだ北斎美術館(亀沢2－7－2)の企画展「しりあがりサン北斎サ
ン〝クスッと笑えるSHOW TIME！〞」の見所をご紹介します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、展示の中止や会期等の変更となる場合があります。
ご来館の際は、事前に、すみだ北斎美術館のホームページで開館状況をご確認ください。

　「赤富士」の名で親しまれる「凱風快晴」は、北斎作品の中でも特に著名
な作品です。一般的に、晩夏から初秋にかけての早朝に富士山が赤く見
える現象を「赤富士」と呼びます。作品名の「凱風」は、南から吹いてくる
夏のそよ風です。南から吹く穏やかな風に鰯

いわしぐも
雲がゆっくりと流されてい

く空の下で、山頂はまだ薄暗く、中腹から赤みを帯びつつある富士の姿が
描かれています。晩夏や初秋の頃の徐々に夜が明けて行く富士山の様子
を表現したものと考えられ
ており、夜が明けきるまで
のわずかな時間の経過を巧
みに描き出した名作といえ
ます。本作は企画展「しり
あがりサン北斎サン〝クスッ
と笑えるSHOW TIME！〞」
の後期(5月25日～6月27
日)で展示されます。

葛飾北斎「冨嶽三十六景 凱
がいふうかいせい

風快晴」（錦絵）

　6月27日(日)までが会期となっている企画展「しりあがりサン北斎サ
ン〝クスッと笑えるSHOW TIME！〞」は、北斎の「冨嶽三十六景」のパ
ロディ作品である、しりあがり寿氏の「ちょっと可笑しな三十六景」(2018
年同館で開催した展示会)に、新作を加えた内容となっています。
　今回は本展のチラシでも掲載した「ちょっと可笑しなほぼ三十六景 青
富士」をご紹介します。本作は北斎の「冨嶽三十六景 凱風快晴」(通称 赤
富士)を原案にしており、
北斎の「赤富士」に対し、
海底に佇

たたず
む青い富士を描

くことで、過去(江戸)と
未来も対比させているよ
うです。独特のタッチで描
いたゆるい深海魚も登場
させるなど、しりあがり寿
氏の発想豊かな作品です。

しりあがり寿「ちょっと可
お か

笑しなほぼ三十六景 青富士」

北斎名品コレクション47

＝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 内容・対象等 申込み・問合せ等

イ
ベ
ン
ト

「成人を祝うつどい」実行委員の
募集

内令和4年1月10日(祝)に、すみだトリフォニーホール(錦
糸1－2－3)で開催する「成人を祝うつどい」に向けた企画
会議(月に2・3回開催)・事前準備、当日の運営等　対区
内在住で平成13年4月2日～平成14年4月1日に生まれた
方　定先着20人

申事前に文化芸術振興課文化行事担当(区役所14階)☎5608－
6181へ　＊受け付けは6月11日まで

区
政
そ
の
他

墨田区行財政改革推進会議区民
委員の募集

内区の行財政改革に関する会議の区民委員の募集　対次
の全ての要件を満たす方 ▼5月11日現在、区内在住在勤在
学の20歳以上である　 ▼区の行財政改革に関心がある　

▼原則、月曜日～金曜日の午後に2時間程度開催する会議
(年3回を予定)に出席できる　【任期】区長が委嘱した日～
令和4年3月31日　【募集数】若干名(選考)　選書類選考

申申込書と必要書類を、直接または郵送、ファクス、Eメールで5
月28日(必着)までに〒130－8640行政経営担当(区役所7階)
☎5608－6230・℻  5608－6407・ GYOUSEI@city.sumida.
lg.jpへ　＊必要書類等の詳細は募集要項を参照　＊募集要項と
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(左のコードを読み取ることでも接続可)

コード

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

〝暖かくなってきましたね。体を
動かしませんか？コース型教室
参加者募集中！〞「初心者ヨガ教
室」の1回体験

5月31日 (月 )までの月・
水・金曜日　＊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　定各日若干名　＊定員に満たない教室のみ
費1100円　申事前に両国屋内プール☎5610－0050へ

区民体育大会「ライフル射撃大
会」

▼ エアーライフルの部＝6
月6日(日)午前10時～午後
5時　＊受け付けは午前9時
半～　 ▼小口径の部＝6月
27日(日)午前9時半～午後
5時　＊受け付けは午前9
時～

▼エアーライフルの部
＝台東リバーサイドス
ポーツセンター エアー
ライフル場(台東区今
戸1－1－10)　 ▼小口
径の部＝千葉県営総合
スポーツセンター射撃
場(千葉県千葉市若葉
区小間子町4－3)

種エアーライフル、小口径　費各部2000円　申 ▼費用を持って直接　

▼郵便振替(記号番号は00170－0－718428、口座名は墨田区ライフ
ル射撃連盟)で　墨田区ライフル射撃連盟事務局 梁瀬敏昭(向島5－
24－11)☎3622－0357へ　【申込期間】 ▼エアーライフルの部＝5月
16日～30日　 ▼小口径の部＝6月13日～20日

心をつなぐ、ユニバーサルデザ
インセミナー

6月30日(水)、7月3日(土)、
8月4日(水)午後2時～3時
半　＊各日同一内容(7月3
日のみ手話通訳あり）

ミライロハウスTOKYO
(江東橋3－9－10丸井
錦糸町店5階)

内車椅子の走行アシスト器具などの展示物の体験を通し、ユニバーサ
ルデザインについて学ぶ　定各日10人(抽選)　費各日300円　申講
座名・希望日・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号・手話通訳希
望の有無(7月3日のみ)を、往復はがきで6月8日(必着)までに、すみだ
生涯学習センター事業課(〒131－0032東向島2－38－7)☎5247－
2010へ　＊すみだ生涯学習センターのホームページからも申込可　

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。

＝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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