
電話相談窓口、新型コロナワクチン接種の予約開始日、国が設置する大規模接種センターでのコロナ
ワクチン接種、「区役所1階の窓口の混雑状況がわかります！」、令和3年度国民健康保険料の減免等4面 新型コロナウイルス

感染症の関連情報
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室内でも
マスクでも

熱中症を
予防しよう！

梅雨でも

　熱中症の危険性が極めて高くなると予測される際に環境省・気象庁か
ら全国に発表される、危険な暑さへの注意を呼び掛ける警報です。発表
されている場合には、できるだけ外出を控える、エアコン等を使用して
部屋の温度を調整するなど、積極的に熱中症の予防行動をとりましょう。

熱中症警戒アラートを活用しよう
熱中症警戒アラートとは？　　　　　　　　　　　       

環境省熱中症予防情報サイトのほか、区では、すみだ安心・安全メール
で熱中症警戒アラートをメールでお知らせします。ぜひ、ご登録ください。
[登録方法]s.sumida-city@raiden2.ktaiwork.jpへ空メールを送
信(右のコードを読み取ることでも送信可)、配信情報の選
択で「その他事故情報」を選択 [問合せ]安全支援課安全支
援係☎5608－6199

確認方法　　　　　　　　　   　　　　　　　　　     

コード

　気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、喉の渇きに気付きにく
くなったり、体温が上がりやすくなったりするため、熱中症の危険が
高まります。以下の対策で、熱中症予防と感染対策を両立させましょう。

マスク着用による熱中症に注意！

▼屋外で人と十分な距離(2m以
　 上)を確保できる場合は、マスク
を外す

▼マスク着用時は、負荷のかかる
作業や運動を避ける

▼周囲の人と十分な距離を確保したうえで、適宜
マスクを外して休憩する

対
策

十分な距離を
とる

(2m以上)

熱中症を予防する4つのポイント

4　室温の管理　　　                     

▼エアコンや扇風機を上手に
使う

▼ 窓を開け風
通しをよく
する

▼カーテンやすだれ
で日ざしを遮る

▼十分な睡眠や休
憩をとる

▼食生活に気を付
ける(朝食を抜
かない等)

▼体調が悪いとき　
は無理をしない

3　体調の管理　　　　                    

▼喉が渇く前にこまめ
に水分をとる

▼入浴の前後や就寝
前に水分をとる

▼汗を多くかいた
　  時は 塩分も一緒
　にとる

2　こまめな水分補給                         

▼帽子や日傘を使う

▼通気性がよく、乾
　きやすい服を着る

▼日陰などで、こま
めに休憩をとる

▼保冷剤・氷・冷たい
タオルで体を冷やす

1　暑さを避ける　　　                                   

こんな症状が出たら要注意！　　　　　　　　　　     

めまい

頭痛

吐き気

体の
だるさ

筋肉の
けいれん

▼涼しい場所に移動する

▼衣類を緩め、体を冷やす

▼水分・塩分を補給する

す
ぐ
行
動

呼び掛けに反応しない
など、意識がはっきりし
ないときは、すぐに救急
車を呼びましょう。

周
り
の
方
へ

【撮影協力】すみだ子どもPR大使
(上段 左から)金沢美羽さん、横溝莉子さん
(下段 左から)石塚勇悟さん、宮本 隆之介さん、丸尾息吹さん
注感染症対策を行ったうえで、短時間で個別に撮影しました。

　熱中症は気温などの環境条件だけでなく、体調
や暑さに対する慣れなどが影響して起こります。
気温がそれほど高くない日でも、湿度が高い・風
が弱い日や、梅雨などの体が暑さに慣れていない
時期は注意が必要です。外出時はもちろん、室内
でも熱中症に気を付けましょう。
［問合せ］保健計画課保健計画担当☎5608－6189
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　　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

予算の状況

一時借入金

区民負担の概況

■2年度 (下半期 )一般会計の主な補正予算
11月・1月議会補正…40億1498万円の追加 2月議会補正…16億4663万円の減額

▼大学誘致推進経費追加

▼新型コロナウイルス感染症PCR検査事業費

▼財政調整基金積立金追加

▼北斎基金事業費追加

▼新型コロナウイルス感染症対策事業費追加

▼商業活性化支援事業費追加

▼細街路拡幅整備事業費追加

▼両国リバーセンター事業費追加
▼新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

▼キャッシュレス決済促進・ポイント還元事業
費追加

▼京成曳舟駅周辺道路整備事業費追加

▼生活困窮者自立支援事業費追加

▼ひとり親家庭就業・養育費等支援事業費

▼医師会等への支援金給付事業費追加

▼地域完結型医療体制整備支援事業費

▼新型コロナウイルスワクチン接種事業費　等

▼職員退職手当追加

▼財政調整基金積立金追加

▼公共施設整備基金積立金追加

▼水と緑のまちづくり基金積立金追加

▼すみだ北斎美術館管理運営費追加

▼私立保育所等整備助成事業費追加

▼予防接種費追加

▼新型コロナウイルス感染症対策事業費
追加

▼区内循環バス運行等経費追加

▼区民、文化およびスポーツ施設管理運
営費追加

▼高齢者福祉施設管理運営費追加

▼産業会館管理運営費追加

▼個人番号カード交付経費追加

▼各種事務事業の不用額の減額

収入・支出の概況

区有財産の現在高

区債(特別区債)の発行残高

　2年度下半期の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
依然として厳しい状況に置かれています。
　こうした中で、直面する課題に的確に対応するとともに〝すみだの
夢〞実現に向けた歩みを進めつつ、新型コロナウイルス感染症対策事
業費の追加やワクチン接種事業費の新規計上などについて補正予算
で対応したうえで、予算に計上した事務事業を計画的・効率的に執
行することができました。

[一般会計]2年10月1日以降、下表の補正を行った結果、最終予算額は
1603億2896万円となりました。
[特別会計]当初予算に必要な補正を行うことにより、最終予算額は、国民
健康保険特別会計が272億1372万円、介護保険特別会計が251億247万
円、後期高齢者医療特別会計が61億2320万円となりました。

区の施策を実施するために必要な財源として、区民の皆さんに税や
各種使用料、手数料を負担していただいています。このうち、特別区税
の予算現額と収入額は、下表のとおりです。

　区では、区民の皆さんが納めた税金等がどのように活用されているのか
をお知らせするために、区の予算と収入・支出の状況を年2回公表してい
ます。今回は、2年度下半期の財政状況をお知らせします。
［問合せ］財政担当☎5608－6232

令和2年度下半期 財 政 状 況

■2年度　区民1人あたりの予算額（一般会計）

1人あたり
58万955円

一般会計予算額　1603億2896万円
3年4月1日現在の人口　27万5975人

■2年度特別区税の予算現額と収入額(3年3月31日現在）
内訳 予算現額 収入額 収入率

特別区民税 239億4200万円 212億7786万円 88.9%

軽自動車税 1億1600万円 1億1842万円 102.1%

特別区たばこ税 19億8600万円 20億  191万円 100.8%

入湯税 1300万円 835万円 64.2%

合計 260億5700万円 234億  654万円 89.8%
上記の収入額に加え、出納整理期間中にも収入がありました。

一時借入金とは、収入と支出の時期の違いにより、事務事業を執行す
るうえで一時的に資金が不足する場合に、年度内償還を条件として市
中銀行などから借り入れる資金のことです。
　2年度は、この借入れを行う必要がありませんでした。

　3年度予算は、依然として終息の兆しが見えないコロナ禍において、
「ポストコロナを見据えた、〝すみだ〞の未来につながる予算 持続可能
な〝すみだ〞の実現に向けて」として編成しました。
　我が国の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続
き厳しい状況にあり、先行きについては、感染拡大の防止策を講じつ
つ、社会経済活動のレベルを引き上げていく中で、感染の動向が内外
経済に与える影響には十分注意する必要があります。
　一方、区財政においては、ここ数年、納税義務者数の伸び等を背景
に特別区民税等の増収効果もあり、財政調整基金等の残高も順調に
推移してきたところですが、3年度予算においては、感染症拡大の影
響を背景に特別区民税、特別区交付金の減収を見込んでいます。
こうした状況においても、区民の皆さんの安全・安心の確保や区民

福祉の向上につながる緊急性・優先性の高い需要に対し、迅速かつ積極
的に取り組んでいく必要があることから、これまで以上に行財政改革を
推し進め、予算計上した施策の目的が最小の経費で確実に達成されるよ
う予算執行していきますので、区政へのご理解とご協力をお願いします。

令和の時代のすみだを創る
さらなる〝飛躍〞と〝夢〞実現に向け

重点施策を着実に推進

収入

国からの負担金・補助金など

国庫支出金
19万7197円（33.9%）

都からの負担金・補助金など
都支出金 4万2765円（7.4%）

地方消費税を原資とした都からの交付金
地方消費税交付金 2万2796円（3.9%）

財政調整基金等からの繰入金、特別会計からの
繰入金

繰入金 2万2264円（3.8%）

施設整備に要する借入金
特別区債 1万3809円（2.4%）

地方譲与税、繰越金など
その他 3万5270円（6.1%）

使用料及び手数料
区施設の使用料、各種証明手数料など

7944円（1.4%）

都区財政調整制度に基づく、
固定資産税等を原資とした

都からの交付金

特別区交付金
14万4492円（24.9%）

特別区民税、
特別区たばこ税など

特別区税
9万4418円（16.2%）

収入・支出ともに（　）内の数字は、一般会計予算額に占める比率です。
一般会計予算額のうち、人件費は199億515万円（区民1人あたり7万2127円）です。
歳入・歳出予算額のいずれも、前年度からの繰越分を除いています。

3年３月31日現在の区有財産の現在高は、下のグラフのとおりです。

土地（道路を除く75万5787㎡）
（内訳）

886億6548万円

1562億8440万円
建物（53万8341㎡）

85億9838万円工作物

7億1315万円立木

412万円商標権

26億1500万円有価証券

27億8534万円出資金

●物品

●公有財産 2596億6587万円

130億8714万円
329億7818万円

合計 3057億3119万円区有財産

●基金

学校施設の整備や、まちづくり事業などの公共施設の整備には、多額
の経費がかかります。このため区は、区債を発行し、その財源を確保す
るとともに、区債の償還を通じて現在から将来にわたる区民の皆さん
の世代間の負担の公平化を図っています。
　各年度末における区債の残高は、下のグラフのとおりです。

300

350

250

26平成

（億円）

298億
4723万円

27 28 29 30 2

313億
9310万円

301億
6212万円 293億

5163万円
281億
7098万円

285億
8420万円

286億
2770万円

令和元

　3年3月31日現在の2年度各会計の予算現額と収支の状況は、下表のと
おりです。一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が92.6％、歳出が
83.0％となっています。
　なお、事務処理手続等の関係で3月31日までに執行できなかったもの
については、出納整理期間中（4月1日～5月31日）に執行しました。

■2年度予算の収支の状況（3年3月31日現在）
区分 予算現額 収入額 支出額

一般会計 1612億2516万円 1492億5313万円
(92.6%)

1338億3312万円
(83.0%)

国民健康保険
特別会計 272億1372万円 243億  501万円

(89.3%)
234億  510万円

(86.0%)
介護保険特別
会計 251億  247万円 233億2110万円

(92.9%)
204億5257万円

(81.5%)
後期高齢者医
療特別会計 61億2320万円 59億2704万円

(96.8%)
59億6772万円

(97.5%)
予算現額とは、最終予算額に元年度からの繰越分を加えたものです。元年度からの繰越額は、一般会
計で8億9620万円ありました。
収入額・支出額欄の（　）内の数字は、それぞれ予算現額に対する割合です。
各会計の収入・支出はともに出納整理期間中に執行・整理を行い、いずれも予算計上額をほぼ達成し
ています。

＊各表・グラフ中の数値は、四捨五入により合計額が合わない場合があります。

支出

高齢者・子ども・低所得者
などの福祉の経費

民生費
34万8793円（60.0%）

防災対策、広報・広聴、
基金積立などの経費

総務費
5万7406円（9.9%）

道路・公園、まちづくり、住宅施策などの経費
土木費 4万5101円（7.8%）

スポーツ、生涯学習、文化振興などの経費
区民生活費 2万6850円（4.6%）

ごみ収集、環境、リサイクル対策などの経費
資源環境費 1万4644円（2.5%）

特別区債の償還金などの経費
諸支出金 1万3767円（2.4%）

予算外の支出または予算超過の支出に充てる
ために計上

予備費 1087円（0.2%）

区議会の運営などの経費
議会費 2404円（0.4%）

幼稚園、小・中学校の運営などの経費
教育費 3万5347円（6.1%）

健診、予防接種、公害保健対策などの経費
衛生費 2万4552円（4.2%）

産業観光費
商工振興策、消費者・勤労者対策、観光振興な
どの経費

1万1004円（1.9%） (年度)

ポストコロナを見据えた、
〝すみだ〞の未来につながる予算
持続可能な〝すみだ〞の実現に向けて



　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。受
給を終了した方の再申請の期限は、9月30日まで延長
される予定です。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は
9月30日まで延長される予定です

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

申請期間が8月31日までに延長されました！

[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)

　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」および「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]「福祉資金 緊急小口資金」および「総合支援資金 生活支援費」の貸付けが令和3年
8月31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の電話相談窓口
以下の情報は、6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

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

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

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯の方へ
令和3年度国民健康保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響で、一定程度を超え
る収入の減少が見込まれる場合は、保険料が減免される
ことがあります。減免を受けるためには、申請が必要です。
減免の対象となる世帯などの詳細は、令和3年度国民
健康保険料納入通知書に同封されている案内または区
ホームページをご覧ください。

[問合せ]国保年金課こくほ保険料係☎5608－6127

国が設置する大規模接種センター(千代田区大手町)で
新型コロナワクチン接種(65歳以上)を希望する方へ

　国は、65歳以上の方でまだ1回も接種をしていない方を対象に、新型コロナワクチン
の大規模接種センターを設置しています。下記は6月1日時点の情報です。最新情報や
詳細は、防衛省・自治体のホームページ( 　https://www.mod.go.jp/
j/approach/defense/saigai/2020/covid/center.html)をご覧くだ
さい(右のコードを読み取ることでも接続可)。 コード

[ところ]大手町合同庁舎3号館(千代田区大手町1－3－3)[対象]まだ1回も接種していな
い、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県在住の65歳以上の方[接種期間]6月14日(月)～
20日(日)[予約方法]区が発行する新型コロナウイルスワクチン接種券(クーポン券)を用
意のうえ、接種希望日の前日までに次のいずれかで予約 ▼Web予約サイト( https://
www.vaccine.mrso.jp/sdftokyo/VisitNumbers/visitnoAuth/)　 ▼無料通信アプリ
「LINE」( https://lin.ee/ZQsE5Ge)　＊いずれも右下の各コードを読み取ることでも
接続可(LINEは「自衛隊東京大規模接種センター接種予約」を友だち登録)[注意事項等]

▼区は65歳以上の方へ、4月1日に接種券(クーポン券)を発送済みです　 ▼電話での予
約はできません　 ▼墨田区での予約と大規模接種センターの予約が重複した場合は、速
やかにどちらかの予約を取り消してください　 ▼ワクチンの種類が異なる可能性がある
ため、墨田区と大規模接種センターで1回ずつ接種
することはできません Web予約サイト LINE

[問合せ]自衛隊東京大規模接種センター専用問い合わせ窓口☎0570－056－730
＊受け付けは午前7時~午後9時　＊電話での予約は不可

▼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

[問合せ]窓口課庶務係☎5608－6100

区役所1階の窓口の混雑状況がわかります！

新型コロナワクチン接種
の予約開始日

▼  基礎疾患がある方・訪問介護施設
等に従事している方＝6月14日（月）

▼60歳～64歳の方＝6月21日（月）

▼40歳～59歳の方＝6月28日（月）

▼16歳～39歳の方＝7月13日（火）
＊開始時間はいずれも午前8時半
＊ 65歳以上の方には4月1日に接種券
を発送し、5月1日から予約開始済み
　6月１日に発送した「新型コロナ
ウイルスワクチン接種券」の封筒表
面を併せてご確認ください。なお、
接種券が届かない場合はお
問い合わせ
ください。

ご確認ください

墨田区コロナワクチン接種
問い合わせダイヤル☎6734－0307

午前8時半～午後5時15分
(土・日曜日、祝日を含む)

コード
年齢要件等の
詳細はこちら！

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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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。最新情報は各問合せ先へご確認ください。ご注意ください

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

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

車いすを使用している方などが車を乗降するとき、
幅の広い駐車スペースが必要です。必要な方がいつで
も利用できるよう、障害者用駐車
場を空けておきましょう。

広い駐車スペースを必要とする方がいます

皆さんの大切な一票を
東京都議会議員選挙

[投票日時]7月4日(日)午前7時～午後8時 [投
票できる方]日本国民で、平成15年7月5日以前
に生まれ、令和3年3月24日までに墨田区へ転入
の届出をし、引き続き6月24日まで住民基本台帳
に記録されている方 [持ち物]入場整理券　＊世
帯の対象者全員分の入場整理券を一つの封筒に
入れて郵送　＊入場整理券がない場合でも対象
者であれば投票可　＊3年3月25日以降に都内の
他区市町村から転入した方は、前住所地の投票所
で投票できる場合あり(詳細は前住所地の選挙管
理委員会事務局に問合せ)
■期日前投票
仕事やレジャー等で投票日に投票できない方
は期日前投票ができます。期日前投票を行う場合
は、告示日前後に世帯ごとにお届けする入場整理
券の裏面にある「宣誓書兼請求書」を記入のうえ、
お持ちください。
なお、入場整理券がない場合でも対象者であれ

ば投票できます。
[とき・ところ]下表のとおり

■不在者投票
　仕事先・旅行先などの滞在地の選挙管理委員
会で、不在者投票が可能です。不在者投票を行う
場合は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に、
「不在者投票宣誓書兼請求書」を持参または郵送
してください。なお、「不在者投票宣誓書兼請求
書」は、問合せ先で配布しているほか、区ホーム
ページから出力できます。
　また、指定の病院や老人ホーム等に入院・入所
している方は、施設内で不在者投票をすることが
できます。指定されているかどうかは、問合せ先
または入院・入所している施設にお問い合わせ
ください。
■郵便等投票の請求
[対象]身体障害者手帳または戦傷病者手帳、介
護保険被保険者証をお持ちで、障害等の程度が郵
便等投票の条件に当てはまる方 [請求方法]郵便
等投票請求書に郵便等投票証明書を添えて、郵送
で6月30日(必着)までに問合せ先へ　＊代理者
による持参も可　＊対象者の詳細や郵便等投票
請求書・郵便等投票証明書の交付については問
合せ先へ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[問合せ]〒130－8640選挙管理委員会事務局
(区役所12階)☎5608－6320

6月30日が納期限です
特別区民税・都民税（第1期
分）

令和3年度特別区民税・都民税(普通徴収分)
の納税通知書をお送りしました。第1期分の納期
限は6月30日です。納期限までに税務課（区役所
2階）、各出張所・金融機関・コンビニエンスス
トア、モバイルレジ、PayPay請求書支払いで納
めてください。　
口座振替の場合は6月30日が振替日(引き落と
し日)ですので、前日までに入金してください。
なお、これから口座振替を申し込む方は、第2期
分から引き落としを開始します。
また、クレジットカード納付も利用できます。
詳細は区ホームページをご覧ください。
[ 問合せ ] ▼ 税額について＝税務課課税係
☎5608－6135　 ▼クレジットカードによる納
付方法等について＝税務課税務係☎5608－
6133　 ▼ 納税相談について＝税務課納税係
☎5608－6142

6月30日が納期限です
固定資産税・都市計画税（第
1期分）

令和3年度固定資産税・都市計画税第1期分の
納期限は6月30日です。納期限までに納付書裏面
に記載の金融機関、コンビニエンスストア等で納
めてください。
口座振替、金融機関・郵便局のペイジー対応の
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

誘われても、勇気をもって、
はっきりと断りましょう！
[問合せ]生活衛生課生活環
境係☎5608－6939

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

延期公演のチケットを再発売します！
4月25日からの緊急事態宣言発令により延期した2公演のチケットを、6月13日（日）から再
発売します。延期前のチケットをお持ちの方は、席番等の変更・手続なくそのまま入場できます。
■坂東玉三郎 お話と素踊り
[とき]7月3日（土）午後4時開演 [出演]坂東 玉三郎(歌舞伎俳優)ほか[入場料（全席指定）] ▼ S席＝
5000円　 ▼ A席(3階席)＝4000円　＊区内在住在勤の方はいずれも3000円、区内在住在学の
小学生～高校生・大学生等は1000円 [申込み]事前にトリフォニーホールチケットセンターへ
■新日本フィル・シンフォニック・ジャズ・コンサート Special Guest 上原 ひろみ
[とき]8月9日（振休）午後3時開演 [内容] ▼ 第1部＝シンフォニック・ジャズ　 ▼第2部＝with
上原 ひろみ [出演]沼尻竜典(指揮)、上原 ひろみ(ピアノ／第2部)、新日本フィルハーモニー
交響楽団 [入場料（全席指定）] ▼ S席＝7000円　 ▼ A席＝6000円　＊区内在住在勤の方はいず
れも3500円、区内在住在学の小学生～高校生・大学生等は1000円 [申込み]事前にトリフォニー
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。

パイプオルガンを弾いてみよう!!夏休み自由研究スペシャルじっくり体験コース(全3回)
[とき／内容] ▼ 8月1日(日)午後1時～／楽器説明、グループレッスン　 ▼8月2日(月)または3
日(火)午後1時～4時10分のうち60分／個人レッスン　 ▼8月4日(水)午後1時～／
個人レッスン、試演会 [講師]室住素子(オルガニスト)[対象]区内在住在学の小学校
3年生～中学生 [定員]6人(抽選)[費用]8000円 [申込み]応募フォームから7月1日ま
でに申込み(右のコードを読み取ることで接続可)
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ところ]すみだトリフォニーホール(錦糸1－2－3）

コード

就任しました
区議会議長・副議長、区議会
議員選出監査委員

5月27日に開かれた令和3年度墨田区議会定
例会招集議会で、議長に木内 清氏、副議長に
じんの 博義氏が選出され、同日付けで就任し
ました。
また、区議会議員選出の監査委員に、とも宣子
氏が選任同意され、同日付けで就任しました。

木内 清 議長 じんの 博義 副議長

とも宣子 監査委員

投票所・所在地 投票期間
区役所会議室122(12階) 6月26日(土)～7

月3日(土)の午前
8時半～午後8時区総合体育館(錦糸4－15－1)

すみだ生涯学習センター(東向
島2－38－7)

みどりコミュニティセンター(緑
3－7－3)

社会福祉会館(東墨田2－7－1)

広告 弁護士によるくらしの電話無料相談　予約受付6月11日～18日10～16時　☎3581－3332　東京弁護士会主催
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[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。

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。

予防接種ナビ

イベント

　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。

　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。

App Store Google Play

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。

　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。

すみだ 子 育 て ア プ リ

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。最新情報は各問合せ先へご確認ください。ご注意ください

ぜひご活用ください
子育て世帯定住促進支援事業

子育て世帯が墨田区に長く住み続けられるよう、住宅購入費や民間賃貸住宅への転居費を助成します。
利用する場合は、転居・転入後3か月以内(転居・転入時点で妊娠中の場合は1年以内)の申請が必要と
なるなど、要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
[問合せ]住宅課計画担当☎5608－6215
助成制度等 対象 助成内容 助成金額等
三世代同居・
近居住宅取得
支援

中学生以下の子
どもを扶養する
世帯

区内在住の親世帯と同居または近居
するために、区内に住宅を取得した場
合の購入費の一部　＊この支援を受
けた場合、区と独立行政法人住宅金融
支援機構との事業協力連携により「フ
ラット35地域連携型」の利用が可能

▼新築住宅購入＝50万円　 ▼中古
住宅購入＝30万円　＊「フラット
35地域連携型」を利用した場合、借
入開始後5年間、フラット35の借入
金利から0.25%（年利）引下げ

民間賃貸住宅
転居・転入支
援

未就学児を扶養
する世帯

区内で転居する場合や、区内在住の親
世帯と同居または近居するために、区
外から転入した場合の転居費の一部

▼引越し費用　 ▼賃貸借契約に伴
う仲介手数料　 ▼賃貸借契約に伴
う礼金　のいずれも12万円を限度
とし、最大36万円

上記のほかにも要件があります（詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照）。

保護者の負担を軽減します
私立幼稚園等の保育料等補
助金

区では、私立幼稚園等に通園している子どもの
保護者に、入園料補助金と保育料補助金を交付し
ています。詳細は問い合わせるか、区ホームペー
ジをご覧ください。
[対象]次の全ての要件を満たす方 ▼令和3年4月
１日以降、区内に住所がある　 ▼3歳児～5歳児
を私立幼稚園等に通園させている　 ▼入園料お
よび保育料を納めている [申込み]随時、通園し
ている私立幼稚園等へ [問合せ]子ども施設課保
育係☎5608－1583
補助金名 補助金額 交付方法等
入園料補
助金

園児1人に
つき7万円

保護者に直接交付または
幼稚園が代理受領

保育料補
助金

世帯の特別
区民税等の
所得割課税
額に応じて
決定

2万7500円までは幼稚園
が代理受領し、2万7500円
を超える場合は、世帯に差
額を年3回交付予定

手続等をお忘れなく
児童手当・児童育成手当

■児童手当・児童育成手当の現況届の提出
児童手当・児童育成手当を受けている方へ、

今月上旬に現況届をお送りしました。現況届の
提出は､子どもの養育状況等を確認し、児童手当・
児童育成手当の6月分～翌年5月分の支給の可否
を決めるために必要な手続です。提出がない場合、
手当が受けられなくなりますので、6月30日(必
着)までに提出してください。なお、児童手当現
況届は、政府が運営するオンラインサービス「マ
イナポータル」のホームページからも提出でき
ます。詳細は区ホームページをご覧ください。
■6月期分(2月分～5月分)の支給
児童手当・児童育成手当の6月期分を今月中旬

に指定の口座へ振り込みます。個別に振り込みの
通知はしませんので、通帳記入等でご確認ください。
また、6月期分の振り込み後に金融機関・支店・口
座番号を変更する場合は、必ず届出をしてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[提出先・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

お済みですか
MR(麻しん・風しん混合)
予防接種

MR予防接種第1期の対象者(1歳の子ども)
には1歳の誕生月の前月に、第2期の対象者(幼
稚園等の年長児に相当する年齢の子ども )に
は3月末に、予防接種予診票等をお送りしてい
ます。
麻しん(はしか)は、感染力が非常に強く、か
かると重篤な肺炎や脳炎を引き起こすこともあ
ります。また、平成30年の夏以降、風しんの予
防接種の機会がなかった世代を中心に風しん
の発生が確認されています。まだ接種していな
い場合は、できるだけ早く接種を受けましょう。
なお、第1期・第2期の各接種期間内に受け
ることができなかった場合は、救済措置の対象
となることがありますので、お問い合わせくだ
さい。
[ 費用 ]無料 [ 問合せ ] ▼ 保健予防課感染症係
☎5608－6191　 ▼向島保健センター☎3611－
6135　 ▼本所保健センター☎3622－9137

ボウフラ対策が重要です
蚊の発生防止対策

梅雨から真夏にかけては、蚊の発生が増える季節
です。殺虫剤等で蚊を駆除しても、ボウフラ(蚊の幼
虫)が生き残っていると、数日でまた蚊が発生します。
ボウフラは水がなければ生きられません。庭や
物陰にあるほんの小さな水たまりに産み付けら
れた卵が水の中でふ化することでボウフラにな
ります。屋外にある植木鉢の受け皿やバケツ、食
品トレーなどの容器、落ち葉で詰まった雨どい、
古タイヤ、防水シートのゆるみなどにたまった水
を捨てて、ボウフラの生育できる環境をなくしま
しょう。防火水槽など水をためておくものには、
しっかりと蓋をするか防虫
網を掛け、蚊が産卵できな
いようにしておきましょう。
[問合せ]生活衛生課生活
環境係☎5608－6939 ボウフラ(蚊の幼虫)

本紙毎月1日号8面に掲載しています 「私の好きな すみだ」写真募集
［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　＊Eメールの件名は「私の好き
な すみだ」　＊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)

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

コード

広告お知らせ 食中毒予防　室温で放置しないですぐ食べる　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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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

2021年（令和3年）6月11日

ぽけっと
（区主催以外）



☎ ＝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

暮
ら
し

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

7月6日(火)・7日(水)午前
10時～正午　＊いずれも
10分前までに集合

区総合体育館駐車場東
側(錦糸4－15－1)

内東京スカイツリー周辺地域に設置しているハンギングバスケット
やプランターを使い、植替え方法の基本を学ぶ　対区内在住在勤の方　 
定各日先着20人　費無料　持手袋、はさみ、花苗を持ち帰るための
袋　申6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

ボランティア説明会 6月22日(火)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　＊詳細は墨田区社会福祉
協議会のホームページを参照

第3回さくらんぼの会(認知症家
族介護者教室)

6月25日(金)午後1時半～
3時

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4都営住
宅4号棟１階)

内参加者同士の情報交換や介護についての喜び・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、うめわか高齢者支援総合センター(シルバー
プラザ梅若内)☎5630－6541へ

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〝膝
痛編〞講座」

7月1日(木)午後7時～9時
半

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

内慢性化した膝痛の回復トレーニングを学ぶ　【講師】板倉尚子氏(理
学療法士)　定先着20人　費無料　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6月24日まで　＊動

きやすい服装で参加
「2021夏！体験ボランティア」
説明会

7月11日(日 )午前10時～
11時・午後1時半～2時半、
7月12日(月 )午後4時～5
時、7月25日 (日 )午前10
時～11時・午後1時半～2
時半、7月26日 ( 月 ) 午前
10時～11時　＊いずれも
同一内容

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を体験する「2021夏！体験ボランティア」(7月
21日～8月31日)についての説明会　＊「2021夏！体験ボランティ
ア」の参加には、本説明会への出席が必要　対区内在住在勤在学の
小学生以上　定各先着15人　費無料　＊ボランティアの参加には
保険料350円が必要　申事前に電話で、すみだボランティアセンター
☎3612－2940へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5
時半(祝日を除く)　＊墨田区社会福祉協議会のホームページからも
申込可

ひきこもりの当事者とその家族
を応援する「すみだみんなのカ
フェ(居場所)」

7月15日、8月19日、9月16
日いずれも木曜日午前10時
半～正午

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内講座とグループワーク　【テーマ】「ひきこもりと医療のつながり」「ひ
きこもりとは」「親子のコミュニケーション」等　対区内在住在勤在学で、
ひきこもり状態の方やその家族　定各日先着15人　費無料　申事前
に電話で保健予防課精神保健係☎5608－6506へ

要介護状態にならないために「ま
るごと若がえり教室(やさしめ
コース)」(全12回)

7月20日～10月12日の火
曜日午前10時 ～11時半　
＊9月21日を除く

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

内筋力アップ運動、栄養バランスや口
こうくう
腔ケア等の講義　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6月14日から各高齢者支援総合センターまたは担当
の介護支援専門員へ　＊受け付けは6月30日まで　問高齢者福祉課
地域支援係☎5608－6178

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〞

7月20日(火 )午前10時～
正午

本所保健センター(東
駒形1－6－4)

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について
情報交換する　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

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

7月2日～9月29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

仕
事
・
産
業

中小企業の魅力発見！すみだオ
ンライン合同企業説明会

7月14日(水)午後4時半～
6時半

参加者の自宅等　＊オ
ンライン会議システム
「Zoom」を使用

【参加企業】6社(予定)　対自宅等から「Zoom」で参加でき、令和4年
3月に卒業見込みの学生、おおむね卒業後3年以内の第二新卒の方　
費無料　＊通信料は自己負担　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)　
問経営支援課経営支援担当☎5608－6185

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

新しいことにチャレンジしませ
んか？コース型教室体験参加者
募集中！「初心者ヨガ教室」の1
回体験

6月30日 (水 )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

東京2020公認プログラム　すみ
だの企業が支えるニュースポー
ツ！「BASEBALL5」のレクチャー
とパラリンピック公式種目「ボッ
チャ」の試合体験

7月10日（土）午後2時～3時
半　＊試合の進行により30
分程度延長の可能性あり

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内区内企業(ナガセケンコー株式会社)によるBASEBALL5の紹介と
ボッチャの試合体験　定24人(抽選)　費500円(保険料込み)　申催
し名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号を、往復はがきで6月
20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

区
政
そ
の
他

令和3年度すみだの力応援助成
事業応募団体による公開プレゼ
ンテーションの視聴

6月20日(日)午後1時～ 視聴者の自宅等　＊オ
ンライン会議システム
「Zoom」を使用

内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」からの助成を希望する団体による公開プレゼンテーションの視
聴　定先着20人　費無料　＊通信料は自己負担　申事前に催し名・
氏名・電話番号を、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6
月17日まで　＊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)

ぽ
け
っ
と

オンラインセミナー「あなたの
会社は大丈夫ですか〝中小企業の
気候変動リスクへの備え〞」

▶ライブ＝7月8日(木)午
後7時～8時半　▶視聴＝7
月15日(木)午前10時半～
18日(日)午前0時

参加者の自宅等　＊▶ラ
イブ＝オンライン会議シ
ステム「Zoom」を使用　
▶視聴＝オンライン
(ユーチューブ)を使用

内中小企業向けの気候変動リスク対策について学ぶ　対区内中小企
業者、気候変動問題に関心がある方で、自宅等から▶ライブ＝「Zoom」
で参加できる方　▶視聴＝ユーチューブを使用できる方　定▶ライ
ブ＝先着80人　▶視聴＝先着100人　費無料　＊通信料は自己負担　
申事前に催し名・希望日・会社名・氏名を、Eメールで国際ファッショ
ンセンター株式会社セミナー係 seminar@kfc-fashion.jpへ　＊詳細
は国際ファッションセンター株式会社のホームページを参照

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

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

区報をつくろう！
墨田区報ジュニアレポーター募集！

　墨田区のお知らせ「すみだ」（本紙）の10月11日号
の特集面を作成するジュニアレポーターを募集し
ています。ぜひ、ご応募ください。
［対象］区内在住在学の中学生で、夏休み期間中に取
材や原稿作成等のため、2・3回程度参加できる方［募
集数］5人程度（抽選）［申込み］申込書を直接または郵
送、ファクスで6月30日（必着）までに〒130－8640
広報広聴担当（区役所6階 ）☎5608－6223・
℻  5608－6406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

スケジュール
◆7月21日（水）午後　＊3時間半程度
　顔合わせ・テーマ決定「どんな紙面にするか話し合おう」
◆7月28日（水）～8月20日（金）のうち1日
　取材「まちへ出て取材し、内容をまとめよう」
◆8月23日（月）予定
　レイアウト「紙面のレイアウトを作ろう」
◆9月27日（月）～10月1日（金）
　自宅での1・2回のレイアウト修正
◆10月11日(月)発行！

広告 「骨断捨離引き受け」ご遺骨を粉にし、堆
肥と混ぜ森へ肥料として還元。ご遺骨が

緑の源となるお助けをします。合同会社
森林トラスト☎047－387－0128

食中毒予防　ペットにも 菌がいる
ので よく手洗い　[問合せ]生活衛

生課食品衛生係☎5608－6943

お知らせ

5

4

墨田区のお知らせ

墨田区のお知らせ

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

2019年（令和元年）10月11日

2019年（令和元年）10月11日

革小物東屋（両国一丁目）

　長い歴史を持つ東屋ですが、戦
後の

復興期には、すみだの地場産業であ
る豚

革の製品をアメリカへ輸出していま
した。

平成16年には創業90年を記念し
、袋物

博物館を開設。この博物館には、江
戸時

代の紙入れや、たばこ入れが多く展
示さ

れています。平成25年には創業1
00年

を記念して、オリジナルブラ
ンド

「AZUMAYA made in Ryogok
u」を立

ち上げました。現在は木戸麻貴さ
んが6

代目として、職人の技を未来へ継
承す

べく奮闘して
います。

　東屋ならではの「がまぐち」は取
っ手がない珍しいデ

ザイン。内側には「両国から世界へ
」という想いが込め

られた「made in Ryogoku」のマー
ク、外側はまるあ柄。

「〝まるあ柄〞には、きらきらとし
た光、雨のしずくなど

〝すみだ〞の川
かわ も
面に映る表情をイメージした水玉

と、日

本製だと一目でわかる〝あ〞を取り
入れています。」と、

そばを流れる川を眺めながら木戸
さんは言います。

　また、墨田区にゆかりのある浮世
絵師 葛飾北斎の作

品を用いた「粋HOKUSAI長財布
」も東屋ならではの

製品です。財布の内側にまでこだ
わっていて、熟練し

た職人さんの丁寧なものづくりが
感じられます。

　あるとき、創業当時近所に配ら
れた手拭いが

見つかりました。それをきっかけ
に、創業100

年を記念して再び手拭いを作り、
現在の東屋の

トレードマーク「まるあ柄」が生ま
れました。

　今年に入ってからは、キャッシュ
レス化の影響

で長財布の需要が減ってしまいま
した。しかし、

革小物の良さを現代に伝えるべく
、キャッシュレ

ス世代でも使いやすい小さめの財
布に力を入れ、

また、近年では人気のまるあ柄を用
いて、革製品

はもちろん、傘やスマートフォン
ケース等新し

い製品の開発にも積極的に取り組
まれています。

屏
びょうぶ

風
片岡屏風店（向島一丁目）

　大正3年、両国に木戸商店として
創業した革小物製品の専門店です

。昭和23年

から現在の名称である「東屋」とな
りました。幸いにも戦火を逃れた

創業の地で、

現在でも自社で企画から製作まで
を行っています。

　半導体製造装置などの金属部品
をはじめと

する、私たちの生活に溶け込んだ
様々な金属

製品を製作されています。

　昭和21年、向島で創業した、東
京で唯一の屏風専門

店です。屏風の作業工程を学んだ
り、からくり屏風づ

くり体験ができたりする屏風博物
館を併設しています。

6代目社長
木戸麻貴さん

▶粋HOKUSAI長財布
　 北斎の両国橋が財布の内側
に施されています。

◀ 通常がまぐちを開ける際に持つ
丸

い取っ手がないがまぐち
　 内側には「made in Ryogoku

」の

マークがあります。

◀ 内側にも革が折り込まれ、隠れ
たと

ころも丁寧に柄合わせが施されて
い

ます。

すみだに根ざしたものづくり新しいデザイン100年を超える歴史

金属加工
浜野製作所（八広四丁目）

　平成26年、先進的なものづく
り

への挑戦として「Garage Sumida
」

をオープンしました。それ以降、
浜

野製作所の豊富なものづくり経
験

を活
い
かし、ベンチャー企業をはじめ、

研究機関など多種多様な方々と
一

緒にものづくりをし、サポートし
て

きました。
　また、区が実施した「ものづくり

コラボレーション」では、デザイナ
ー

と協力して「FACTORY ROBO」
と

いう自分で手作りできるロボット

型のオブジェを製作されました。
ス

テンレスの部品を自分で組み立て

るこの製品には「ものづくりの楽
し

さを伝えたい」という浜野製作所の

想
おも
いが詰まっています。

　Garage Sumidaにおける支援

事業の一つとして、株式会社ポ

ケットチェンジが開発する、海外

旅行で余った外国の貨幣を電子

マネー等に交換してくれる機械

の量産支援をされています。区内

はもちろん、日本全国の空港など

に設置されています。

　また、近年広まっているセルフ

レジの製造にも携わっているそ
うです。
　このよう
に、私たちの
生活の便利
さには気付
かないとこ
ろで、浜野製
作所の技術
が活きてい
るのだと感
じました。

　浜野製作所では、産学官連携

事業にも積極的に取り組まれ

ています。東京スカイツリー®

の開業に合わせて、区や早稲田

大学、区内の中小企業と協働で、

1人乗り電気自動車「HOKUSAI」

を開発されました。
　また、区内の中小企業や研究

機関等と連携して、深海探査機

「江戸っ子1号」の開発を進め、

水深8000mの深海まで潜れる

探査機を完成させました。その

後、房総半島沖の深海で生物の

撮影に成功し、地球の深海調査

に大きく貢献されました。

　浜野さんはものづくりをする上
で、

「ものを作ることが目的ではなく
て、

ものを作ることによって人を笑顔
に

したり、誰かの不便を便利にしたい
ん

だ。」と、その熱い想いを聞かせてく
だ

さいました。常に相手の立場に立
ち、

ものづくりをすることはどの会社
に

も負けないとおっしゃっていまし
た。

　定番の金屏風のほかにも、葛飾
北斎の冨嶽

三十六景を用いた屏風や、世界に
ひとつだけ

のオーダー屏風も手掛けているそ
うです。こ

れは思い出の着物や帯を屏風とし
て仕立てる

もので、使用しない際には閉じる
ことができ

る屏風の特性を活かし、着物や帯
を空気や日

差し等による劣化から守ることが
できます。

　また、写真家の方が展示会の際
に額装の代

わりに屏風を用いたりと、表現媒
体としても

活用できることから、芸術活動の
お手伝いも

されているそうです。

　屏風の特徴でもある「紙」の

蝶
ちょうつがい

番を使った「からくり屏風」。開

くたびに違う絵柄が出てくる不

思議な屏風です。4種類の北斎の

浮世絵が代わる代わる出てくる

ものも。からくり屏風作り体験も

できるそうです。

　屏風はかつて、部屋の間仕切り
や絵の

保存に使われていましたが、これ
は大名

など比較的お金持ちの人の使い方
だそう

です。しかし、「屏風」という漢字に
表れて

いるように「風を防ぐ」ために庶民
も使っ

ていたのだと言います。屏風はお
金持ち

や位の高い人だけではなく、一般
の人に

も使われていて、「私たち日本人が
屏風と

共に歩んできたからこそ、今の日
本の文

化があるのではないか。」と、片岡
さんは

屏風の魅力を話してくださいまし
た。　

江戸切子
　区内の指物職人とのコラボレ

ーションにより、

グラスやコースター、アクセサ
リー等を作製す

るなど、「ガラスと木」という異
色の素材を組み

合わせた新たな試みも行われて
います。また、江

戸切子と言えばグラスですが、今
後はテーブルウェ

ア以外のものにも挑戦していき
たいとおっしゃっ

ていました。

完成品。直線を均一に描くのが難
しかった

です。貴重な体験をさせていただき
ました！

　時代の流れに伴い、手掛けるデ
ザインや人気の

あるデザインも変化してきている
そうです。以前

は赤や瑠璃色が伝統色として定番
でしたが、最近

では、グリーンや琥
こはく
珀色なども多くなったとのこと。

より細かい紋様のほうが人気が高
く、桜や波の紋

様も人気だそうです。山田さんご
自身が日常で思

いついた紋様をデザイン

することもあるそうです。

　「江戸切子の魅力は何といって
もその〝き

らめき〞と〝輝き〞。実用性に加えて
美的にも

価値があるところも魅力だ。」と、
山田さん

が教えてくださいました。お祝いや
記念品等

おめでたい時に購入する方が多い
そうです。

また、海外に行く方が現地の方へ
のお土産

として購入す
ることもある
そうです。 ◀ 人気のグリーンと琥珀色を用

いたグラス。色がなく透明に見
えるところは、全て削っている
ところだそうです。高い技術力
を感じますね。

▶ 人気の高い桜の
　 紋様。最近は、この
ような淡い色も人
気だそうです。

下書きに沿って、グラスの底や側面
を削っ

ていきます。

線を太く出したいときは、少し強
く押し

当てます。

2代目社長
浜野慶一さん

▲ FACTORY ROBO( 左 )、FACTORY 

ROBO DOG(右)

▲ ポケットチェンジ

　 筐
きょうたい

体(機器を収める外箱)の設計、加
工、

組立を行っているそうです。
▲ 今回は貴重な製造現場である工

場も

見学させていただきました。

浜野さんがメッセージをください

ました。「夢を諦めずに小さな頑張
り

を毎日続けると、必ずいつかその夢
に

つながってくる。小さな頑張りを少
し

ずつ積み重ねてほしい。そのような
人

生を送ってほしいと思います。」

屏風職人
3代目 片岡孝斗さん

▲ 着物の帯を表装した
オーダー屏風

グラスの底には
伝統的な菊花文！

▲ 縦と横の両方に開くことができ
る、から

くり屏風。絵柄は変化しますが、
どちら

の面にも同じ月が現れます。

区報ジュニアレポーター企画

すみだの産業

▲ 最後は浜野製作所お決まりの「ス
トロングポー

ズ」でパシャリ！

▶ 袋物博物館では
革小物の作製に
使う昔ながらの
道具も展示。

　屏風店での主な仕事は「貼る」仕
事、「表装」。紙や季節によって水分

量

などの調整が必要で、技術的に非常
に難しいとおっしゃっていました

。

木枠には国内産の杉を使用。紙の
蝶

番を取り付けます。

木枠作り・蝶番
骨縛り

基礎となる紙を貼っ
ていきます。

みの貼り

空気の層を作るため、薄手
の和紙をずらして貼ります。

みのおさえ

さらに薄手の和紙を重ね、
空気の層を閉じ込めます。

注掲載している工
程は一部です。

さらに、数段階

の工程を経て…

完成！

▶ グラスを削る
山田さん。その
まなざしは真
剣です。

　身近な取組

　　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

山田硝子（立花一丁目）
江戸切子職人
3代目 山田真照さん

三代・80年にわたって江戸切子
の技術を伝承する山田硝子。伝統

を大切

にしながらも革新を求め、古くか
ら守られてきた紋様をベースに、

オリジナ

ルの紋様を開発するなど、新たな
挑戦にも積極的に取り組まれてい

ます。

3代目 山田真照さん

　江戸切子の魅力 　デザインの変化
　新たな挑戦

グラス作りを体験しました！

　新しい挑戦！

屏風ができるまで

屏風の用途と魅力
新しい屏風 からくり屏風

2代目社長
浜野慶一さん

6代目社長
木戸麻貴さん

屏風職人
3代目 片岡孝斗さん

▲創業100年記念「まるあ柄」の手
拭い

▲創業当時の手拭い
　 中央には木戸家の家紋、その左

右には「福」とかけ

て「福
ふく
ろものおろし」と書かれています。

　産学官連携 　心掛け

　中学生に向けて

▲拡大すると…

申込みは、裏面へGO!

墨田区報
区報を

つくろ
う！

スケジュール

7月21日（水）午後（予定）3時間半程度
「どんな紙面にするか話し合おう」

顔合わせ・
テーマ検討

墨田区報10月11日号発行！

7月下旬～8月中旬のうち1日程度
「まちへ出て取材し、内容をまとめよう」

取材

＊墨田区職員の引率のもと、墨田区内での写真

撮影やインタビュー等を予定しています。
8月23日（月・予定）「紙面のレイアウトを作ろう」＊その後Ｅメール等を活用し、自宅で1・2回、

レイアウトを修正します。

レイアウト

　下記の日程は皆さんの予定を考慮した上で決定します。

ジュニアレポーター

2021年度

◆様々な中学校からメンバーが集まるので、新しい友
達ができました。◆一から文章やデザインを考えるのはなかなか大変
でしたが、とてもやりがいがありました。自分たち
が作った記事を区報として区民の方に発信できた
のが何よりうれしかったです。◆墨田の魅力を再発見できる墨田区報ジュニアレポー
ター、ぜひ、参加してみてください。

ジュニアレポーター経験者の声

伝えたい！この思い

好きなデザインに

この事業の実施に当たっては、以下の新型コロナウイルス感

染症対策を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。

▼マスクの着用・検温・手指消毒について
　 　区職員、生徒はもちろんのこと、関係者や取材先等につい

ても対策の徹底を前提として本事業を実施します。

▼フィジカルディスタンスについて
　 　打合せ、取材等の際は、適切な間隔を取ったうえで行います。

▼換気について　 　会議室、移動時の車内等、複数人が集まる空間では、十分

な換気を行います。▼対面する時間について　 　実際に顔を合わせて行う打合せや取材は、30分程度で行い

ます。長時間に及ぶ場合は、適宜休憩を取ります。

▼使用する物品について　　小
こ

まめに消毒を行います。

まちを
知りたい

＊写真は、2019年度のものです(2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止)

墨田区内在住在学の中学生で、夏休み期間中に、取材や原稿

作成等のため2・3回程度参加できる方。募集人数は5人程度（抽

選）です。

対象

感染症対策

詳細は、学校を通して
配布したチラシ兼申込
書をご覧ください！

　新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、活動日が
延期となる場合があります。
また、各活動は感染症予防対
策を行いながら実施します。

インタビューしたり、写真を撮ったり、いろいろな経験ができるよ！

1墨田区のお知らせ

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

2019年（令和元年）5月21日

↓2桁月の発行日はここから
　（X：143.35mm）

↓1桁月の発行日はここから
　（X：151.35mm）

コード

コード

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

＝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

子
育
て
・
教
育

「墨田区子ども・子育て会議」区
民委員の募集

内子ども・子育て支援に係る施策等の総合的かつ計画的
な推進および実施状況に関すること等　＊報酬あり　【任
期】8月23日～令和5年3月31日　対中学生以下の子ども
の保護者で、年間6回程度、原則として夜間に開催する会
議に出席できる区内在住の方　【募集数】5人程度　選書類
選考および面接　＊面接日は後日、応募者に通知　＊希望
者には面接中、1歳～就学前の子どもの一時保育あり

申住所、氏名、年齢、電話番号、子どもの人数・年齢、地域活動
の経験、応募動機と子育てに関する課題・提案等をまとめた作
文(800字程度で書式自由)を、直接または郵送で7月2日(必着)
までに〒130－8640子育て支援課子育て計画担当(区役所4階)
☎5608－6084へ

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

すみだまつり・こどもまつりポ
スターデザイン画の募集

対区内在住在学の小学生～高校生または18歳までの方　
【規格】B4判の用紙を横長になる向きで使用　＊作品内には
題名を入れない　＊作品の下部に縦4cmの余白を設ける　
選「小学生」、「中学生・高校生」の部門ごとに数点の入賞作
を選び、その中から大賞を1点、優秀賞を1点、入賞を数点
選定

申作品の裏面に作品の題名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電
話番号・学校名(学年)を記入し、直接または郵送で７月16日(消
印有効)までに、すみだまつり実行委員会事務局(〒130－8640
区役所14階・文化芸術振興課文化行事担当内)☎5608－6181
へ　＊大賞には2万円分、優秀賞には1万円分、入賞には3000円
分の図書カードを贈呈するほか、応募者全員に記念品を進呈

第21代すみだ親善大使の募集 対次の全ての要件を満たす方▶区内在住在勤在学で令和3
年4月1日現在18歳～34歳である(パート・アルバイトは
不可)　▶1年を通じて区の公式行事や地域のイベント(年
20回程度・謝礼あり)に参加し、PR活動等に協力できる　
▶現在、ほかの地域の親善大使等に就任していない　＊性
別、国籍、既婚・未婚の別は不問　【募集数】3人　選選考
会を8月29日(日)に実施　＊応募人数が30人を超えた場
合は、事前に書類選考を行い、結果を通知

申応募用紙を直接または郵送で8月13日(消印有効)までに、す
みだまつり実行委員会事務局(〒130－8640区役所14階・文化
芸術振興課文化行事担当内)☎5608－6181へ　＊応募用紙は、
申込先、各出張所・図書館などで配布しているほか、区ホームペー
ジからも出力可　＊認定式等を10月2日(土)・3日(日)の「すみ
だまつり・こどもまつり」で実施

東京2020大会をもっと身近に感じる注目情報
PICKUP! 2020

墨田区内で実施される東京2020オリンピッ
ク聖火リレー当日に聖火ランナー第一走者の
出発を祝うセレモニー「ミニセレブレーション」
を開催します。当日はウェルカムプログラム
として区の愛唱歌である「花」のお披露目や、
聖火ランナー第一走者の紹介、聖火トーチの
点火等を行います。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、観覧には事前申込みが必要です。
[とき]7月19日（月）午後3時～3時40分（予定）
[ところ]隅田公園（向島一丁目）[対象]区内在住

在勤在学の方　＊申込者1人につき、同伴者1人
の応募が可能（15歳未満の方は保護者の同伴が
必要）[定員]150人（抽選）[費用]無料 [申込み]
観覧申込書を、郵送またはファクス、Eメールで
6月21日（必着）までに〒130－8640オリンピッ
ク・パラリンピック室（区役所14階）☎5608－
1445・℻  5608－6934・ oly-para2020@
city.sumida.lg.jpへ　＊観覧申込書は
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（右のコードを読み
取ることでも接続可）

東京2020オリンピック
聖火リレー・ミニセレブレーションの観覧者募集

東京2020オリンピック競技大会
開催日程 7月23日～8月8日
東京2020パラリンピック競技大会
開催日程 8月24日～9月5日

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

区報をつくろう！
墨田区報ジュニアレポーター募集！

　墨田区のお知らせ「すみだ」（本紙）の10月11日号
の特集面を作成するジュニアレポーターを募集し
ています。ぜひ、ご応募ください。
［対象］区内在住在学の中学生で、夏休み期間中に取
材や原稿作成等のため、2・3回程度参加できる方［募
集数］5人程度（抽選）［申込み］申込書を直接または郵
送、ファクスで6月30日（必着）までに〒130－8640
広報広聴担当（区役所6階 ）☎5608－6223・
℻  5608－6406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

スケジュール
◆7月21日（水）午後　＊3時間半程度
　顔合わせ・テーマ決定「どんな紙面にするか話し合おう」
◆7月28日（水）～8月20日（金）のうち1日
　取材「まちへ出て取材し、内容をまとめよう」
◆8月23日（月）予定
　レイアウト「紙面のレイアウトを作ろう」
◆9月27日（月）～10月1日（金）
　自宅での1・2回のレイアウト修正
◆10月11日(月)発行！

広告 「骨断捨離引き受け」ご遺骨を粉にし、堆
肥と混ぜ森へ肥料として還元。ご遺骨が

緑の源となるお助けをします。合同会社
森林トラスト☎047－387－0128

食中毒予防　ペットにも 菌がいる
ので よく手洗い　[問合せ]生活衛

生課食品衛生係☎5608－6943

お知らせ
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墨田区のお知らせ

墨田区のお知らせ

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

2019年（令和元年）10月11日

2019年（令和元年）10月11日

革小物東屋（両国一丁目）

　長い歴史を持つ東屋ですが、戦
後の

復興期には、すみだの地場産業であ
る豚

革の製品をアメリカへ輸出していま
した。

平成16年には創業90年を記念し
、袋物

博物館を開設。この博物館には、江
戸時

代の紙入れや、たばこ入れが多く展
示さ

れています。平成25年には創業1
00年

を記念して、オリジナルブラ
ンド

「AZUMAYA made in Ryogok
u」を立

ち上げました。現在は木戸麻貴さ
んが6

代目として、職人の技を未来へ継
承す

べく奮闘して
います。

　東屋ならではの「がまぐち」は取
っ手がない珍しいデ

ザイン。内側には「両国から世界へ
」という想いが込め

られた「made in Ryogoku」のマー
ク、外側はまるあ柄。

「〝まるあ柄〞には、きらきらとし
た光、雨のしずくなど

〝すみだ〞の川
かわ も
面に映る表情をイメージした水玉

と、日

本製だと一目でわかる〝あ〞を取り
入れています。」と、

そばを流れる川を眺めながら木戸
さんは言います。

　また、墨田区にゆかりのある浮世
絵師 葛飾北斎の作

品を用いた「粋HOKUSAI長財布
」も東屋ならではの

製品です。財布の内側にまでこだ
わっていて、熟練し

た職人さんの丁寧なものづくりが
感じられます。

　あるとき、創業当時近所に配ら
れた手拭いが

見つかりました。それをきっかけ
に、創業100

年を記念して再び手拭いを作り、
現在の東屋の

トレードマーク「まるあ柄」が生ま
れました。

　今年に入ってからは、キャッシュ
レス化の影響

で長財布の需要が減ってしまいま
した。しかし、

革小物の良さを現代に伝えるべく
、キャッシュレ

ス世代でも使いやすい小さめの財
布に力を入れ、

また、近年では人気のまるあ柄を用
いて、革製品

はもちろん、傘やスマートフォン
ケース等新し

い製品の開発にも積極的に取り組
まれています。

屏
びょうぶ

風
片岡屏風店（向島一丁目）

　大正3年、両国に木戸商店として
創業した革小物製品の専門店です

。昭和23年

から現在の名称である「東屋」とな
りました。幸いにも戦火を逃れた

創業の地で、

現在でも自社で企画から製作まで
を行っています。

　半導体製造装置などの金属部品
をはじめと

する、私たちの生活に溶け込んだ
様々な金属

製品を製作されています。

　昭和21年、向島で創業した、東
京で唯一の屏風専門

店です。屏風の作業工程を学んだ
り、からくり屏風づ

くり体験ができたりする屏風博物
館を併設しています。

6代目社長
木戸麻貴さん

▶粋HOKUSAI長財布
　 北斎の両国橋が財布の内側
に施されています。

◀ 通常がまぐちを開ける際に持つ
丸

い取っ手がないがまぐち
　 内側には「made in Ryogoku

」の

マークがあります。

◀ 内側にも革が折り込まれ、隠れ
たと

ころも丁寧に柄合わせが施されて
い

ます。

すみだに根ざしたものづくり新しいデザイン100年を超える歴史

金属加工
浜野製作所（八広四丁目）

　平成26年、先進的なものづく
り

への挑戦として「Garage Sumida
」

をオープンしました。それ以降、
浜

野製作所の豊富なものづくり経
験

を活
い
かし、ベンチャー企業をはじめ、

研究機関など多種多様な方々と
一

緒にものづくりをし、サポートし
て

きました。
　また、区が実施した「ものづくり

コラボレーション」では、デザイナ
ー

と協力して「FACTORY ROBO」
と

いう自分で手作りできるロボット

型のオブジェを製作されました。
ス

テンレスの部品を自分で組み立て

るこの製品には「ものづくりの楽
し

さを伝えたい」という浜野製作所の

想
おも
いが詰まっています。

　Garage Sumidaにおける支援

事業の一つとして、株式会社ポ

ケットチェンジが開発する、海外

旅行で余った外国の貨幣を電子

マネー等に交換してくれる機械

の量産支援をされています。区内

はもちろん、日本全国の空港など

に設置されています。

　また、近年広まっているセルフ

レジの製造にも携わっているそ
うです。
　このよう
に、私たちの
生活の便利
さには気付
かないとこ
ろで、浜野製
作所の技術
が活きてい
るのだと感
じました。

　浜野製作所では、産学官連携

事業にも積極的に取り組まれ

ています。東京スカイツリー®

の開業に合わせて、区や早稲田

大学、区内の中小企業と協働で、

1人乗り電気自動車「HOKUSAI」

を開発されました。
　また、区内の中小企業や研究

機関等と連携して、深海探査機

「江戸っ子1号」の開発を進め、

水深8000mの深海まで潜れる

探査機を完成させました。その

後、房総半島沖の深海で生物の

撮影に成功し、地球の深海調査

に大きく貢献されました。

　浜野さんはものづくりをする上
で、

「ものを作ることが目的ではな
くて、

ものを作ることによって人を笑顔
に

したり、誰かの不便を便利にしたい
ん

だ。」と、その熱い想いを聞かせてく
だ

さいました。常に相手の立場に立
ち、

ものづくりをすることはどの会社
に

も負けないとおっしゃっていまし
た。

　定番の金屏風のほかにも、葛飾
北斎の冨嶽

三十六景を用いた屏風や、世界に
ひとつだけ

のオーダー屏風も手掛けているそ
うです。こ

れは思い出の着物や帯を屏風とし
て仕立てる

もので、使用しない際には閉じる
ことができ

る屏風の特性を活かし、着物や帯
を空気や日

差し等による劣化から守ることが
できます。

　また、写真家の方が展示会の際
に額装の代

わりに屏風を用いたりと、表現媒
体としても

活用できることから、芸術活動の
お手伝いも

されているそうです。

　屏風の特徴でもある「紙」の

蝶
ちょうつがい

番を使った「からくり屏風」。開

くたびに違う絵柄が出てくる不

思議な屏風です。4種類の北斎の

浮世絵が代わる代わる出てくる

ものも。からくり屏風作り体験も

できるそうです。

　屏風はかつて、部屋の間仕切り
や絵の

保存に使われていましたが、これ
は大名

など比較的お金持ちの人の使い方
だそう

です。しかし、「屏風」という漢字に
表れて

いるように「風を防ぐ」ために庶民
も使っ

ていたのだと言います。屏風はお
金持ち

や位の高い人だけではなく、一般
の人に

も使われていて、「私たち日本人が
屏風と

共に歩んできたからこそ、今の日
本の文

化があるのではないか。」と、片岡
さんは

屏風の魅力を話してくださいまし
た。　

江戸切子
　区内の指物職人とのコラボレ

ーションにより、

グラスやコースター、アクセサ
リー等を作製す

るなど、「ガラスと木」という異
色の素材を組み

合わせた新たな試みも行われて
います。また、江

戸切子と言えばグラスですが、今
後はテーブルウェ

ア以外のものにも挑戦していき
たいとおっしゃっ

ていました。

完成品。直線を均一に描くのが難
しかった

です。貴重な体験をさせていただき
ました！

　時代の流れに伴い、手掛けるデ
ザインや人気の

あるデザインも変化してきている
そうです。以前

は赤や瑠璃色が伝統色として定番
でしたが、最近

では、グリーンや琥
こはく
珀色なども多くなったとのこと。

より細かい紋様のほうが人気が高
く、桜や波の紋

様も人気だそうです。山田さんご
自身が日常で思

いついた紋様をデザイン

することもあるそうです。

　「江戸切子の魅力は何といって
もその〝き

らめき〞と〝輝き〞。実用性に加えて
美的にも

価値があるところも魅力だ。」と、
山田さん

が教えてくださいました。お祝いや
記念品等

おめでたい時に購入する方が多い
そうです。

また、海外に行く方が現地の方へ
のお土産

として購入す
ることもある
そうです。 ◀ 人気のグリーンと琥珀色を用

いたグラス。色がなく透明に見
えるところは、全て削っている
ところだそうです。高い技術力
を感じますね。

▶ 人気の高い桜の
　 紋様。最近は、この
ような淡い色も人
気だそうです。

下書きに沿って、グラスの底や側面
を削っ

ていきます。

線を太く出したいときは、少し強
く押し

当てます。

2代目社長
浜野慶一さん

▲ FACTORY ROBO( 左 )、FACTORY 

ROBO DOG(右)

▲ ポケットチェンジ

　 筐
きょうたい

体(機器を収める外箱)の設計、加
工、

組立を行っているそうです。
▲ 今回は貴重な製造現場である工

場も

見学させていただきました。

浜野さんがメッセージをください

ました。「夢を諦めずに小さな頑張
り

を毎日続けると、必ずいつかその夢
に

つながってくる。小さな頑張りを少
し

ずつ積み重ねてほしい。そのような
人

生を送ってほしいと思います。」

屏風職人
3代目 片岡孝斗さん

▲ 着物の帯を表装した
オーダー屏風

グラスの底には
伝統的な菊花文！

▲ 縦と横の両方に開くことができ
る、から

くり屏風。絵柄は変化しますが、
どちら

の面にも同じ月が現れます。

区報ジュニアレポーター企画

すみだの産業

▲ 最後は浜野製作所お決まりの「ス
トロングポー

ズ」でパシャリ！

▶ 袋物博物館では
革小物の作製に
使う昔ながらの
道具も展示。

　屏風店での主な仕事は「貼る」仕
事、「表装」。紙や季節によって水分

量

などの調整が必要で、技術的に非常
に難しいとおっしゃっていました

。

木枠には国内産の杉を使用。紙の
蝶

番を取り付けます。

木枠作り・蝶番
骨縛り

基礎となる紙を貼っ
ていきます。

みの貼り

空気の層を作るため、薄手
の和紙をずらして貼ります。

みのおさえ

さらに薄手の和紙を重ね、
空気の層を閉じ込めます。

注掲載している工
程は一部です。

さらに、数段階

の工程を経て…

完成！

▶ グラスを削る
山田さん。その
まなざしは真
剣です。

　身近な取組

　　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

山田硝子（立花一丁目）
江戸切子職人
3代目 山田真照さん

三代・80年にわたって江戸切子
の技術を伝承する山田硝子。伝統

を大切

にしながらも革新を求め、古くか
ら守られてきた紋様をベースに、

オリジナ

ルの紋様を開発するなど、新たな
挑戦にも積極的に取り組まれてい

ます。

3代目 山田真照さん

　江戸切子の魅力 　デザインの変化
　新たな挑戦

グラス作りを体験しました！

　新しい挑戦！

屏風ができるまで

屏風の用途と魅力
新しい屏風 からくり屏風

2代目社長
浜野慶一さん

6代目社長
木戸麻貴さん

屏風職人
3代目 片岡孝斗さん

▲創業100年記念「まるあ柄」の手
拭い

▲創業当時の手拭い
　 中央には木戸家の家紋、その左

右には「福」とかけ

て「福
ふく
ろものおろし」と書かれています。

　産学官連携 　心掛け

　中学生に向けて

▲拡大すると…

申込みは、裏面へGO!

墨田区報
区報を

つくろ
う！

スケジュール

7月21日（水）午後（予定）3時間半程度
「どんな紙面にするか話し合おう」

顔合わせ・
テーマ検討

墨田区報10月11日号発行！

7月下旬～8月中旬のうち1日程度
「まちへ出て取材し、内容をまとめよう」

取材

＊墨田区職員の引率のもと、墨田区内での写真

撮影やインタビュー等を予定しています。
8月23日（月・予定）「紙面のレイアウトを作ろう」＊その後Ｅメール等を活用し、自宅で1・2回、

レイアウトを修正します。

レイアウト

　下記の日程は皆さんの予定を考慮した上で決定します。

ジュニアレポーター

2021年度

◆様々な中学校からメンバーが集まるので、新しい友
達ができました。◆一から文章やデザインを考えるのはなかなか大変
でしたが、とてもやりがいがありました。自分たち
が作った記事を区報として区民の方に発信できた
のが何よりうれしかったです。◆墨田の魅力を再発見できる墨田区報ジュニアレポー
ター、ぜひ、参加してみてください。

ジュニアレポーター経験者の声

伝えたい！この思い

好きなデザインに

この事業の実施に当たっては、以下の新型コロナウイルス感

染症対策を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。

▼マスクの着用・検温・手指消毒について
　 　区職員、生徒はもちろんのこと、関係者や取材先等につい

ても対策の徹底を前提として本事業を実施します。

▼フィジカルディスタンスについて
　 　打合せ、取材等の際は、適切な間隔を取ったうえで行います。

▼換気について　 　会議室、移動時の車内等、複数人が集まる空間では、十分

な換気を行います。▼対面する時間について　 　実際に顔を合わせて行う打合せや取材は、30分程度で行い

ます。長時間に及ぶ場合は、適宜休憩を取ります。

▼使用する物品について　　小
こ

まめに消毒を行います。

まちを
知りたい
まちを
知りたい

＊写真は、2019年度のものです(2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止)

墨田区内在住在学の中学生で、夏休み期間中に、取材や原稿

作成等のため2・3回程度参加できる方。募集人数は5人程度（抽

選）です。

対象

感染症対策

詳細は、学校を通して
配布したチラシ兼申込
書をご覧ください！書をご覧ください！書をご覧ください！

　新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、活動日が
延期となる場合があります。
また、各活動は感染症予防対
策を行いながら実施します。

インタビューしたり、写真を撮ったり、いろいろな経験ができるよ！

2019年度ジュニアレポーター2019年度ジュニアレポーター2019年度ジュニアレポーター2019年度ジュニアレポーター2019年度ジュニアレポーター

1墨田区のお知らせ

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

2019年（令和元年）5月21日

↓2桁月の発行日はここから
　（X：143.35mm）

↓1桁月の発行日はここから
　（X：151.35mm）

コード 隅田公園

墨田区のお知らせ2021年（令和3年）6月11日8




