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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
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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100年

を 記念 し て、オ リ ジ ナ ル ブ ラ ン ド

「AZUMAYA made in Ryogoku」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
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☎ ＝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100年

を 記念 し て、オ リ ジ ナ ル ブ ラ ン ド

「AZUMAYA made in Ryogoku」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
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