
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

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
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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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