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7月1日は｢すみだボランティアの日」です

●午後1時～　    オープニング
●午後1時10分～ 講演
　【演題】「頼みの綱は、地域の力」
　【講師】小柴徳明氏
　　　　(社会福祉法人富山県黒部市社会福祉協議会)
●午後2時～ グループディスカッション
　    「新型コロナウイルスの影響を踏まえたつながり方、
情報の伝え方とは何か？」
●午後3時～ まとめ・講評

注新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、内容が変更または中
止となる場合があります。最新情
報は問合せ先へご確認ください。

プログラム

［とき ]7月 3日 (土 )午後1時～4時　＊開場は正午 [ とこ
ろ／定員 ] ▼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 ) ／先着 50人　 ▼情報経営イノベーション
専門職大学 ( 文花 1－ 18 － 13) ／先着 25 人　＊すみだ
リバーサイドホールのみ手話通訳あり [ 入場料 ]無料 [ 申
込み ]事前に希望する会場・所属団体 ( 所属している方のみ )・氏名・
電話番号・E メールアドレス・手話通訳希望の有無 ( すみだリバーサ
イドホールのみ ) を、電話またはファクス、E メールで厚生課厚生係
☎ 5608 － 6150・℻  5608 － 6403・ KOUSEI@city.
sumida.lg.jp へ　＊受け付けは 6月 28 日まで　＊詳細は
申込先や区内各施設で配布しているチラシのほか、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 )

今年は事前申込制で
２か所で開催！

コード

　ボランティア活動に関する情報提供、相談受け付け、活動先の
紹介などを行っているほか、初めてボランティア活動を行う方へ
向けた説明会や各種ボランティア講座を毎月開催しています。ボ
ランティア登録や相談は、専門の相談員が対応します。ボランティ
ア活動に関心がある方は、ぜひ、お問い合わせください。
[問合せ]すみだボランティアセンター☎3612－2940

すみだボランティアセンターでどんなことができるの？

ボランティアに少しでも興味がある方は、
すみだボランティアセンターをご利用ください！すみだボランティアセンターすみだボランティアセンター

ボランティアを始めてみたい！

コロナ禍でできるボランティアってなんだろう？

　すみだボランティアの日に合わせ、
「すみだ地域福祉・ボランティア
フォーラム｣を開催します。10回目
の今回は、「本当はみんなつながり
たい〝コロナ禍で私たちにできるこ
とって何だろう？〞」がテーマです。
現在、コロナ禍で外出や人と会う
機会が少なくなり、地域や人との
つながりが希薄になることが心配
されています。このような状況の
中でもできる〝新たなつながりのか
たち〞を一緒に考えてみませんか？
［問合せ］厚生課厚生係☎5608－
6150ボランティア体験会（令和元年度実施）の点訳体験の様子

すみだ地域福祉・
ボランティアフォーラム

〝本当はみんなつながりたい〞

ぜひ、ご参加ください！
　電車の中で高齢者に席を譲ることや点字ブロック上に置か
れた物を少し横にずらすといった、ささいなことも立派なボラ
ンティアです。
　今回の「すみだ地域福祉・ボランティアフォーラム」は、初
の試みとしてオンライン会議システム「Zoom」を利用し、講
演会をライブ中継します。会場に来られなくてもお持ちのスマー
トフォンやパソコンで自宅等から気軽に講演会を視聴できます。
　このフォーラムに参加して、〝コロナ禍の中でもできるボランティ
ア〞はどんなことかを理解してもらい、皆さんが自分
もやってみたいと思っていただけたら嬉

うれ
しいです。

すみだ地域福祉・ボランティアフォーラム実行委員会　   
委員長 鎌形 由美子さん

ア〞はどんなことかを理解してもらい、皆さんが自分

　   

講演会は、自宅等でライブ視聴できます！
[費用]無料　＊通信料は自己負担[申込み]事前に専用
フォームから申込み（右のコードを読み取ることで専用
フォームに接続可） コード
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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

この機会に考えてみましょう
男女共同参画週間

　国は、男女共同参画基本法の目的や基本理念の
理解を深めることをめざし、毎年6月23日～29
日を「男女共同参画週間」と定めています。今年
のキャッチフレーズは、「女だから、男だからで
はなく、私だから、の時代へ」です。誰もが互いの
人権を尊重して責任を分かち合い、性別に関わり
なく個性と能力を十分
に発揮するためには、職
場や学校、地域、家庭で、
どのようなことができ
るか、この機会に考えて
みましょう。
[問合せ]人権同和・男
女共同参画課男女共同
参 画 担 当 ☎ 5608 －
6512

大切な一票を活
い
かすため、必ず投票

しましょう
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 [持ち物]入
場整理券　＊入場
整理券は、世帯の
対象者全員分を一
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 [区内で転居
した方の投票所]

転居の届出をした日が ▼令和3年6月10日までの
方＝新住所地の投票所　 ▼3年6月11日以降の方
＝前住所地の投票所

■点字投票
　目の不自由な方は、点字で投票することができ
ます。
■代理投票
　身体に障害等があり、候補者名を記入できない
方は、係員が代筆します。
■体が不自由な方への介助
　車椅子利用者等は、係員が投票所内の移動を介
助します。
■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。会場での混雑緩和のため、
分散投票にご協力ください。予想される混雑の傾
向は、区ホームページをご覧ください。
■選挙公報
　選挙公報は、区内全てのご家庭に配布します。
また、各出張所・図書館等でもご覧になれます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]選挙管理委員会事務局☎5608－6320

　　

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10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

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9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

■予約方法

▼インターネット ( 墨田区専用予約システム
　 https://jump.mrso.jp/131075/)での予約
(右のコードを読み取ることでも接続可)

▼墨田区コロナワクチン接種問い合わせダイヤル
(コールセンタ－)☎6734－0307での予約　＊受け付
けは午前8時半～午後5時15分(土・日曜日、祝日を含む)

コード

　新型コロナワクチン接種会場を、4か所増設しました。接
種開始日は会場により異なりますので、ご注意ください。

会場名 所在地
第一ホテル両国 横網1－6－1

東武ホテルレバント東京 錦糸1－2－2

旧向島中学校 東向島4－18－9

東京スカイツリー®イースト
タワー

押上1－1－2

■増設したワクチン接種会場

新たに増設しました
新型コロナワクチン接種会場

墨田区コロナワクチン
接種問い合わせダイヤル

　ワクチン接種に関する最新情報は
区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）。 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

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

国による大規模接種センターでの
新型コロナワクチン接種

　最新情報や詳細は、防衛省・自衛
隊の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)。
[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 コード

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）

墨田区のお知らせ

　　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
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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。

＝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

大人のためのすみだ自然観察会
（第１回） すみだの植物を学ぼう
〝初夏編〞

7月10日（土）午前10時～
11時

大横川親水公園（石原
4－13地先）

内区内に生育する草花や樹木の見分け方、不思議な生態を学ぶ　対区
内在住在勤在学の中学生以上　定先着15人　費 無料　持筆記用具、
水筒、帽子　申 6月21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

背骨コンディショ
ニング（腰痛・肩こ
り等でお悩みの方）
の1回体験

7月2日 ( 金 ) ～9月27日
(月)の毎週月曜日午前9時
半～10時半、毎週金曜日午
後1時～2時

スポーツプラザ梅若（墨
田1－4－4）

内肩こり、坐
ざこつ
骨神経痛改善プログラム　対 18歳以上の方　定各日先

着8人～10人　費 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　＊内容等の詳細は問い合
わせるか、スポーツプラザ梅若のホームページを参照

ふくの会(なりひら認知症家族
会)

7月3日(土)午後1時半～3
時半

なりひら神明橋集会所
(業平5－6－2)

内認知症の家族を介護している方の悩みの共有・情報交換　対区内
在住で認知症の家族を介護している方　定先着10人　費 無料　申事
前に、なりひら高齢者支援総合センター(業平5－6－2・なりひらホー
ム内)☎5819－0541へ

ユートリヤで健康な体になろう！
(7月) 

▼ ヨーガ＝7月5日(月 )・
19日 (月 )午後3時～4時　

▼太極拳＝7月15日(木)・
29日(木)午後1時～2時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内初級者向け健康講座　対 16歳以上の方　定各先着15人　費各
700円　申事前に、すみだ生涯学習センター事業課☎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　＊空きがあ
れば当日会場でも申込可

高齢者「スマート
フォン教室」(全3回)

7月7日～28日の水曜日午
前10時～正午　＊7月14日
を除く　＊習得状況により
終了時間が早まる場合あり

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内スマートフォンの基本操作(メール・インターネット検索の仕方など)
を学ぶ　対区内在住の60歳以上の方で、スマートフォンをお持ちで全
日程参加できる方　定 10人(抽選)　費無料　持筆記用具、スマート
フォン　申6月27日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

むこうじま認知症サポーター養
成講座

7月15日(木)午後2時半～
4時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を支援するサポーター
の養成　対区内在住在勤の方　定先着15人　費 無料　申事前に、む
こうじま高齢者支援総合センター(東向島2－36－11・ベレール向島
内)☎3618－6541へ

子
育
て
・
教
育

子ども水泳教室「幼児
水慣れ教室」(全3回)

7月2日～16日の毎週金曜
日午後4時～4時50分

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 4歳以上の未就学児　定先着15人　費 3300円　申 6月21日午前9
時から両国屋内プール☎5610－0050へ

子ども水泳教室「小学生クロー
ル息継ぎ特訓教室（土曜コース・
日曜コース）」(各コース全4回)

▼土曜コース＝7月3日～24
日の毎週土曜日午前11時45
分～午後0時35分　 ▼日曜
コース＝7月4日～25日の毎
週日曜日午前11時45分～午
後0時35分

対バタ足で5ｍ泳げる小学生　定各コース
先着10人　費 各コース4400円　申 6月21
日午前9時から両国屋内プール☎5610－
0050へ

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

オンラインでも〝すみだのものづく
り〞を
「すみだモダン×スタイル
ストア」特設サイト

　インターネットショップ「スタイルストア」内
にすみだモダン特設サイトを開設しています。こ
こでしか読めない、区内事業者へのインタビュー
記事を随時、更新中です。オンラインでも〝すみ
だのものづくり〞をぜひ、体感してください。
[問合せ]産業振興課産業振興係☎5608－6188
＊詳細は「スタイルストア」内のすみだモダン特
設サイト
を参照(下
のコード
を読み取
ることで
も接続可)

コード

ご注意ください
曳舟文化センター抽選会

　現在、大規模修繕工事により休館している曳舟
文化センターの利用抽選会は、会場を変更して実
施します。詳細は区ホームページをご覧ください。
[ホールの抽選会日時] ▼ 4年7月利用分＝3年7
月1日(木)　 ▼4年8月利用分＝3年8月2日(月)

▼4年9月利用分＝3年9月1日(水)　＊いずれも午
前9時～(受け付けは午前8時半～)[レクリエーショ
ンホールの抽選会日時] ▼4年1月利用分＝3年7月
1日(木 )　 ▼ 4年2月利用分＝3年8月2日(月 )

▼4年3月利用分＝3年9月1日(水)　＊いずれも午
前10時半～(受け付けは午前10時～)[抽選会場]
すみだ生涯学習センター(東向島2－38－7)[問合
せ]文化芸術振興課文化芸術担当☎5608－6212

申込期限は令和4年2月10日午後5時
です
受験生チャレンジ支援貸付
事業

　中学校3年生、高校3年生等の進学を支援する
ため、保護者の方に学習塾などの費用と受験費用
をお貸しします。なお、入学した場合などは、返
済が免除となります。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、特
例対応として郵送でのやり取りも行っています。
[対象]次の全ての要件を満たす生計中心者 ▼3年
4月1日現在、中学校3年生または高校3年生、そ
れらに準ずる子ども(高卒認定合格者、中学校･
高校既卒者)を養育している　 ▼世帯もしくは世
帯主の総所得または総収入金額が一定基準以下
である　＊ほかにも要件あり [貸付限度額] ▼学
習塾等受講料＝20万円　 ▼高校受験料＝2万
7400円　 ▼大学受験料＝8万円 [問合せ]厚生課
厚生係(区役所3階)☎5608－6151　＊申込方
法等の詳細は、問合せ先で配布中のパ
ンフレットまたは区ホームページを参
照(区ホームページは右のコードを読
み取ることでも接続可) コード

区の世帯と人口（6月1日現在）

世帯 15万6599（＋  91）
人口 27万6066（＋103）
男 13万6490（＋  30） ＊住民基本台帳による

女 13万9576（＋  73） ＊（　）内は前月比

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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☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス
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4－13地先）

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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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

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

文
化
・
ス

ポ
ー
ツ

すみだ地域学スペシャル「シゴ
トのチカラ　すみだの語り部プ
ロジェクト」〝語り部〞の募集

内研修型プロジェクトで、学生に自分の仕事について語
る社会人の募集　【活動日数】10月～令和4年2月のうち7
日間　＊詳細は申込先へ　【会場】すみだ生涯学習センター
(東向島2－38－7)ほか　＊オンラインでの開催となる場
合あり　対区内在勤の方　定4人(選考)　費無料

申エントリーシートを直接または郵送、Eメールで7月31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・ info@yutoriya.jpへ　＊エ
ントリーシートは申込先で配布しているほか、すみだ生涯学習セ
ンターの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。

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

子
育
て
・
教
育

カブトムシの飼育と観察日記の
つけ方

7月11日(日 )午前10時～
11時半、午後2時～3時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内カブトムシの産卵・幼虫についてや、育て方、観察日記のつけ方を
学ぶ　＊雄と雌のカブトムシを1匹ずつ進呈　対小学生　＊3年生以
下は保護者の同伴が必要　定各先着16人　費各1500円(教材費・
昆虫代込み)　持筆記用具・上着　＊汚れても構わない服装で参加　
申 6月22日から八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは7
月5日までの午前9時～午後8時

ぜん息児水泳教室（全10回） 9月8日～11月17日の水曜
日午後4時～6時　＊11月3
日を除く

両国屋内プール(横網
1－8－1) 

内気管支ぜん息の症状改善に効果がある水泳を通じ、病気に負けない
体力づくりを行う　＊受講者は会場でぜん息の治療等について専門医
に相談可　対区内在住で、ぜん息等の症状がある小・中学生　定40人
（抽選）　費無料　申主治医と相談のうえ、参加申込書を直接または郵
送で7月30日午後5時(必着)までに〒130－8640保健計画課保健計
画担当(区役所5階)☎5608－6190へ　＊参加申込書は、申込先およ
び各保健センターで配布

イ
ベ
ン

ト

第7回 吾嬬の里
納涼寄席

7月10日（土）午後2時～4時
半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内落語、マジックなど　定先着30人　＊小学生以下は保護者の同伴が
必要　費 300円　申 6月22日から八広地域プラザ☎6657－0471へ　
＊受け付けは7月9日までの午前9時～午後8時　＊空きがあれば当日
会場でも申込可

区
政
そ
の
他

すみだタウンミーティング
〝「協治(ガバナンス)まちづく
り推進条例」施行から10周年！
あらためて協治(ガバナンス)
について考え、これからのすみ
だを描いていくために〞 みんな
でつくろう！すみだの未来 第1
回「知る力」と「知らせる力」

7月11日(日)午前10時15
分～正午

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)　 
＊オンライン会議シス
テム「Zoom」での参
加も可

内「知る力」をテーマに、情報を伝える・受け取るための工夫や課題につ
いて、区長を交えて語り合う　対区内在住在勤在学の方　定 ▼会場での
参加＝先着30人　 ▼ Zoomでの参加＝先着50人　費無料　＊Zoomで
の参加の場合、通信料は自己負担　申事前に ▼会場での参加＝催し名・
住所・氏名・電話番号・一時保育希望の有無・手話通訳希望の有無を、
電話またはファクス、Eメールで地域活動推進課まなび担当☎5608－
6202・℻  5608－6934・ KATSUDOSUISHIN@city.sumida.lg.jp
へ　＊区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)　 ▼ Zoomでの参加＝区ホームページからのみ申込可　＊い
ずれも受け付けは7月2日まで(一時保育・手話通訳を希望する場合は
6月28日まで)　＊任意回答の事前アンケートを実施中(詳細は区ホー
ムページ参照)　問地域活動推進課まなび担当☎5608－6202

[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！〞」展の後期展示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。

諸国瀧廻りは、日本各地の滝を描いた全8枚から成る錦絵の揃
そろいもの
物です。

本図には、現在の岐阜県養老郡養老町にある養老の滝が描かれています。
この滝には、酒好きな父を持つ親孝行な
貧しい樵

きこり
が酒の湧き出る滝を見つける「養

老孝子伝説」が伝わっています。勢いよ
く垂直に流れ落ちる滝、滝

たきつぼ
壺から上がる

水しぶき、立ち上る水煙、うねりを上げ
ながら流れる川という、様々な水の様相
が表現されています。また、滝を見上げ
る旅人と、川のそばに腰を下ろす旅人を
描くことで、滝だけではなく川の流れに
も鑑賞者の目を誘っています。
　本図は現在開催中の企画展「しりあがり
サン北斎サン〝クスッと笑えるSHOW 
TIME！〞」の後期で展示されています。

「諸
しょこく

国瀧
たき

廻
めぐ

り 美
み の

濃ノ国
くに

養
ようろう

老の滝
たき

」（錦絵）

　7月10日（土）まで会期を延長して開催している企画展「しりあがりサ
ン北斎サン〝クスッと笑えるSHOW 
TIME！〞」展は、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「ちょっと可笑しなほぼ三十六景」（平
成30年に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。
　今回は本展で展示されている、しりあ
がり寿氏の新作「諸国瀧廻り アトラク
ション」をご紹介します。これは、左記
の厳かな滝を描いた北斎の代表作「諸国
瀧廻り 美濃ノ国養老の滝」を原案にした
ものです。大胆な発想によって、叫び声
が聞こえてきそうな迫力あるアトラク
ションを描いた作品となっています。

しりあがり寿「諸国瀧廻り アトラクション」

北斎名品コレクション48

コード

©しりあがり寿 すみだ北斎美術館蔵
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