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永渕 　里奈さん (令和2年4月入社)
株式会社駒屋
　昭和25年(1950年)創業。財布や名刺入れ、キーケースなどの革
小物を手掛ける。写真やイラストを革にプリントしてオリジナルの
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続けられる理由
区内企業で働く若者たち
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1墨田区のお知らせ2021年（令和3年）11月11日

墨田区のお知らせ

発行 ： 墨田区（広報広聴担当）☎5608－1111代表　〒130－8640墨田区吾妻橋一丁目23番20号 https://www.city.sumida.lg.jp/

2021 年11/11（令和 3年）

◆2面以降の主な内容
2・3面 ･･････  新型コロナウイルス感

染症の関連情報等
4・5面 ･･････  自分らしく働ける場所

が、ここにある
6～8面 ･･････ 講座・教室・催し・募集
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墨田区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。



　新型コロナウイルス感染症の影響による生活不安やストレスで児童虐
待が増えています。ひとりで抱え込まず、ご相談ください。
[問合せ]子育て支援総合センター☎5630－6351

秘密は守られ、
 匿名での連絡も可能です！

11月は児童虐待防止推進月間
児童虐待に関する相談窓口

夜間や休日の緊急時
＊年末年始も

こちらに連絡（通報）を！
■  児童相談所全国共通ダイヤル☎1

いちはやく
89（24時間受け付け）

■東京都児童相談センター☎5937－2330
生命に関わるような

緊急時
■  本所警察署☎5637－0110
■向島警察署☎3616－0110

■  両国子育てひろば☎3621－1314(相談専用)
■  文花子育てひろば☎3616－0393(相談専用)
[受け付け]午前9時～午後6時（月曜日・祝日・年末年始を除く）
■  子育て支援総合センター☎5630－6677（相談専用）
[受け付け]月曜日～金曜日の午前9時～午後6時（祝日・年末年始を除く）

■  子育て支援総合センター☎5630－6351　
[受け付け]月曜日～金曜日の午前9時～午後6時（祝日・
年末年始を除く）
■  江東児童相談所☎3640－5432
[受け付け]月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（祝日・年末年始を除く）

お父さん・お母さんへ
子育ての悩み、ひとりで抱え込まず相談を！

地域の方へ
「おかしいな、虐待かも？」と感じたら迷わず連絡を！

児童虐待とは？ 子どもに対する次のような保護者の行為です
身体的虐待
殴る・蹴る・やけどをさせ
る・戸外に締め出すなど

心理的虐待
子どもの前でのDV(配偶者等への暴
力・暴言等)・無視・言葉での脅し等

ネグレクト(養育放棄)
食事を与えない・家に閉じ込
める・学校に行かせない等

性的虐待
性的関係を強要する・性的な被写
体にする・性器などを見せる等

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、10月29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 区HP

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、心配な症状が出たときの対応など
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」
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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。

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

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

都「新型コロナコールセンター」
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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

ナビダイヤル

相談票
聴覚障害のある方

墨田区コロナワクチン
接種問い合わせダイヤル

午前8時半～午後5
時15分(土・日曜
日、祝日を含む)
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保管をお願いします
新型コロナウイルスワクチン

予防接種済証
　接種券に付随している、新型コ
ロナウイルスワクチン予防接種済
証の紛失により、再発行を希望す
る方が増えています。ワクチン接
種を2回終了したあとも保管をお
願いします。
　また、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。

墨田区新型コロナワクチ
ン接種広報大使「わく丸」
墨田区新型コロナワクチ
ン接種広報大使「わく丸」

[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 [償還期間]2年
以内(均等月賦償還)

■福祉資金 緊急小口資金

　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、11月30日まで無
利子で行っています。なお、原則郵送受け付けです。

■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]原則3か月以内 [償還
期間]10年以内(均等月賦償還)

[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・年末年始を除く）
＊ 必要書類や制度の詳細は、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

申請の受け付けは11月30日まで
新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業で生活資金にお困りの方へ
「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
　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、11月30日までです。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は、問い合わせるか、区ホー
ムページを参照

受給を終了した方の再申請の受け付けは11月30日までです
住居確保給付金

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮し、緊急小口資金等の特例貸付けを終

了等により利用できない世帯へ、就労による自立を図るため、また、就労による自立が困難な
場合には円滑に生活保護の受給につなげるため、一定期間支援金を給付します。申請期限は
11月30日(消印有効)です。
［対象］東京都社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付けを利用できない世帯（総
合支援資金の再貸付けが終了した世帯や11月までに終了する世帯、再貸付けが不決定となっ
た世帯）の主たる生計維持者　＊そのほか収入・資産・求職活動などの要件あり [月
額支給額]▶単身世帯＝6万円　▶2人世帯＝8万円　▶3人以上世帯＝10万円 [支
給期間]最大3か月間 ＊申請方法や必要書類等の詳細は区ホームページを参照

[問合せ]墨田区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター☎6735－
3903 ＊月曜日～金曜日の午前8時半～午後5時15分（祝日を除く）

[問合せ]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

申請の受け付けは11月30日(消印有効)までです

広告 スマホの料金、見直しませんか？　J：COMなら月額980円から。5Gもスタート。詳しくは☎0120－938－362（9：00～18：00)
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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。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。ご注意ください

男女共同参画社会の実現のために
女性の人権

■女性に対する暴力をなくす運動
11月12日～25日は「女性に対する暴力をなく
す運動」期間、また、11月25日は「女性に対する
暴力撤廃の国際デー」です。配偶者等からの暴力
（ドメスティック・バイオレンス）、性犯罪、性暴力、
ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュア
ル・ハラスメント等の女性に対する暴力は、女性
の人権を著しく侵害するものであり、決して許さ
れる行為ではありません。女性に対する暴力の問
題を解決し、男女共同参画社会を実現しましょう。
■相談窓口
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▼ DV相談ナビ☎＃8008　＊自動音声で最寄
りの相談窓口へ接続(相談日時は各相談窓口に
より異なる)

▼すみだ女性センター(押上2－12－7－111)
による女性のためのカウンセリング＆DV相談
☎5608－1771
[相談日時(予約制)]月曜日～水曜日・金曜日・
毎月第2・4土曜日午前10時～午後4時、毎月第
2木曜日午後3時～8時　＊第2水曜日・祝日・
年末年始を除く　＊予約の受け付けは月曜日～
金曜日の午前9時～午後5時(祝日・年末年始を
除く)　＊対面での相談も可
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▼性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ
支援センター☎＃ 8

はやくワンストップ
8 9 1

＊一部のIP電話、ダイヤル式公衆電話、PHSか
らは接続不可
■全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
女性の様々な人権問題についての電話相談を、
下記強化週間中は時間を延長して受け付けます。
［強化週間］11月12日（金）～18日（木）の午前8時
半～午後7時　＊土・日曜日は午前10時～午後5
時　＊強化週間以外は、月曜日～金曜日の午前8
時半～午後5時15分［相談先］女性の人権ホット
ライン☎0570－070－810　＊詳細は、東京法
務局人権擁護部第二課☎0570－011－000 へ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ 問合せ ]人権同和・男女共同参画課男女共
同参画担当☎5608－6512
　　　
        パープルリボンには、女性に対するあら

ゆる暴力をなくしていこうというメッセー
ジが込められています。

令和4年1月～4月入所（転所）の利用
者を募集します
認可保育施設

　令和4年1月～4月入所（転所）の認可保育施設
の利用申込みを11月19日（金）から受け付けます。
詳細は「保育施設利用申込みのご案内」をご覧く
ださい。締切日直前は窓口が混み合いますので、
早めにお申し込みください。
なお、現在入所保留となっている方が4年1月
以降も継続して入所を希望する場合も、再度申
込みが必要です。また、墨田区に住民票があり、
墨田区以外の保育施設の利用を希望する方は、
希望の自治体に申込方法等を確認のうえ、墨田
区に申込書等を提出してください。
[対象]区内在住で0歳～5歳の子ども（4年4月1
日現在）[保育施設利用申込みのご案内等の配布
場所]子ども施設課（区役所4階）、各認可保育施
設・出張所、子育て支援総合センター(京島1－
35－9－103)　＊区ホームページからも出力
可［申込み］申込書等を ▼直接＝下表のとおり　

▼郵送＝12月3日(消印有効)までに問合せ先へ　
＊電話・ファクスでの申込みは不可 [問合せ]
〒130－8640子ども施設課入園係☎5608－
6152

とき ところ
11月19日(金)～12月10日
(金 )の午前9時～午後5時　
＊土・日曜日、祝日を除く　
＊水曜日は午後7時まで

区役所会議室21(2
階)

11月28日(日)午前10時～
午後3時

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

手作り雑貨やクッキー、パンなどを販売しています。
[とき]毎週火・木曜日　＊当面の間、営業時間
を短縮し、午前11時～午後2時で出店
[ところ]区役所1階エスカレーター横
[問合せ]すみだふれあいセンター
☎5600－2001・℻  5600－2097

障害者自主生産品の販売「スカイワゴン」障害者自主生産品の販売「スカイワゴン」障害者自主生産品の販売「スカイワゴン」

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）や菜園、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）　＊1cm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）　＊10cm²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。

S
エスディジーズ
DGs・カーボンニュートラルの実現へ

「みんなでいっしょに自然
の電気」キャンペーン

都県市が合同で実施する「みんなでいっしょ
に自然の電気」キャンペーンで電力会社の切替
えをすると、自然の電気(再生可能エネルギー)
を利用することができるうえ、キャンペーンの
参加者が多いほど、電気代が安くなります。詳
細は「みい電」のホームページをご覧ください。
[参加登録期限]令和4年1月31日　＊無料の参加
登録後に見積りの提示があり、電力会社の切替え
の検討が可能[対象]首都圏の各家庭・商店・小規
模事業所(従量電灯B・C)[申込み]「みい電」のホー
ムページから申込み[問合せ] ▼みんなでいっしょ
に自然の電気事務局☎0120－267－100(携帯電
話 か ら は ☎0570－
058－100)　＊受け
付けは月曜日～金曜
日の午前10時～午後
6時　 ▼環境保全課環
境管理担当
☎ 5608 －
6207

感謝状を贈呈しました
環境改善功労者・功労団体
区長感謝状の贈呈

防災や美化・リサイクル等、明るく住みよ
いまちづくりに努めている180人と27団体に、
「墨田区環境改善功労者・功労団体区長感謝
状」を贈呈しました。
[ 問合せ ]地域活動推進課地域活動推進担当
☎5608－6592

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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広告 介護・福祉の資格ならHeartsがどこよりも充実した演習であなたをサポート！情熱学舎Hearts　☎03－5819－4381
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自分らしく働ける場所が、ここにある
　すみだの中小企業ならではの魅力に惹

ひ
かれて就職した若者たち。今号４・５面では、入社当時に区報にご登場いただいた

社員や今年度入社したばかりの若手社員などに「働き続けられる理
わ け
由」と題して「やりがい」や「夢」を語っていただきました。

[問合せ]経営支援課経営支援担当☎5608－6185

株式会社松田自動車整備工場
　昭和31年(1956年)創業。自動車の車検や整備、
板金、塗装までを一手に行う。今年7月には東京商
工会議所が行う第19回勇気ある経営大賞を受賞。

株式会社和興
　昭和4年(1929年)創業。アパレルの企画・縫製
を手掛ける。老舗のノウハウと新しさの融合を試み、
和紙100％の生地を使った製品を製作している。

アイディアを尊重してもらえる
　アパレルの企画・縫製を行う株式会社和興に
入社してから約3年が経ち、今では一定の責任を
伴う仕事を任せてもらえるようになりました。入
社前から、じっくり私の話を聞いて意見を尊重し
てくれた社長や専務。それは今も変わりません。
自分の裁量の範囲内で、こうしたいと思ったとこ
ろは、変わらず自由にやらせてもらっています。
アイディアが浮かんだときは、気軽に上司や先輩
方に相談でき、OKが出れば自分で進められるの
で働きやすいですね。弊社は決して大きい会社で
はありませんが、人との距離感が近く、家族のよ
うに接してくれる環境があります。このことが仕
事に励める理由なのかもしれません。
　現在、私は、お客さんと工場をつなぐ橋渡し役
を担っています。お客さんから「こんなものを作
りたい」という要望を受け、生地や資材、縫製方法
などを提案します。その後、社内のパタンナーや
工場と調整し、商品を形にしていきます。お客さ
んのご要望が一つの商品として形になったときは
「自分ごと」として嬉

うれ
しく、やりがいを感じますね。

コロナ禍での挑戦・気付き
　オリジナル商品として和紙100％のカットソー
を手掛けていましたが、コロナ禍になってからは
同じ生地で布マスクを製作しました。オンライン
ショップのほか、ポップなどを手作りし、会社の
ガレージを特設会場として販売しました。この取
組も「会社で直接、売ってみよう」と私から提案
したもので、周りは快く応援してくれました。
　これまでは企業との取引が主でしたが、マスク

小林真琴さん（平成30年4月入社・上の写真左） の販売をきっかけに、直接消費者とつながること
ができました。入社当時からの「作り手と使い手
が近くに」という夢。消費者の声を直接聞くこと
で、その夢を叶

かな
える方法が少しずつ見えてきま

した。新型コロナの影響で業界として、また会社
として仕事が減ってしまったのは事実ですが、新
たな気付きを得られ、必ずしもマイナスではない
と感じています。今後も夢の実現に向けて着実に
進んでいきたいと思います。

千葉祐比さん（平成29年4月入社・上の写真右）
温かさに支えられて
　株式会社松田自動車整備工場の社長に会った
のは、区が実施している「すみだ合同企業説明会」
でした。社長の人柄の良さを感じ入社を決めた
のですが、あれからもう4年が経ちました。入社
当時は車の塗装を担当していましたが、現在では、
事故後の車の形を直す板金も担当しています。
車に関する専門知識は入社後に一から学びまし
たが、周りの手厚いサポートのおかげで、仕事の
種類も幅も4年前に比べると随分広がりました。
　社内には年齢が離れている方もいて、入社当
初は付き合い方に戸惑うこともありましたが、
現在ではその懐の深さに助けられています。1年
目の終わり頃、体調を崩して出社できない時期
がありましたが、周りの理解や温かさに支えら

れて復帰することができ、今でも働き続けられ
ています。
一つひとつを確実に
　塗装の作業は、同じ車種でも保存状態などに
より個体差が大きいので、車としっかり向き合っ
て集中する必要があります。現場は率直な意見
を伝えても受け止めてくれ、風通しが良いなど、
働きやすい環境が整っているため、作業に集中
できます。入社当時よりできることが増え、仕事
のスケジュールが厳しいときも、一つひとつの
仕事を確実に行えるよう、常に責任感をもちな
がら業務に取り組んでいます。

区内の中小企業が合同で行う新入社員研修で、同期のお二人。
「社内では同期がいないので、区内企業のつながりを通して同
期ができ、ありがたかったです。業種や年齢はバラバラですが、
研修の枠を超えていろいろと相談できます。」と小林さん。

入社当時、区報にご登場いただいたお二人から
平成30年(2018年)8月11日号の区報にご登場いただいたお二人。当時と同じ会社で活躍するお二人に「今」を伺いました。

注  取材は感染症対策を行ったうえで、短時間で行いました。



新型コロナウイルス感染症　会食中でも会話を楽しむ際には必ずマスクを着けよう　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943お知らせ
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働きやすい環境が心地いい 入社3年目。その言葉からは若手社員が求める働きやすい職場環境が見えてきました。

中村真珠さん（令和3年4月入社・写真左）
「すみだ合同企業説明会」をきっかけに弊社
を知りました。代表や社長と話した際に、人と
の距離感が近く個人をしっかり見てくれると感
じたのが入社の決め手です。現在は、インター
ネットサイトの運営などを担当しています。
弊社は就業規則が整っているため、しっかり

お休みが取れ、定時で帰れるので働きやすいです。
職場では、区役所にある「すみだビジネスサポー
トセンター」から講師を招いての新入社員研修
もあり、社会人1年目でも安心して働けています。
また、誕生日には代表と社長からプレゼントを
いただき、温かい会社だなと感じています。最
近はできることや任せてもらえることが増えて
きて嬉

うれ
しいですね。今後も一人でできることを

増やしていきたいです。

株式会社kh-jl
　平成22年(2010年)創業。イベントの企画・運
営やイベントへの人材キャスティング、インターネッ
トサイトの運営など、幅広い事業を手掛ける。

原 まなみさん（令和3年5月入社・写真右)
転職先を探していた際、メディアに取り上げら

れていた弊社を見て、アットホームな雰囲気に惹
かれ入社しました。職場は入社前に感じたとおりで、
気兼ねなく意見を言えたり、相談したりできる温
かさがあります。新型コロナのワクチンを接種し、
副反応で発熱した際も休暇制度を利用してお休み
をいただけました。勤務時間や休暇制度がしっか
りしていて、プライベートの時間を満喫できてい
ます。また、いろいろ覚えたいという私の要望を
代表と社長が聴いてくれて、多岐にわたる業務を
任せてくれるのもやりがいにつながっています。
就職先選びで大切なのは、会社の規模ではなく、

「何をしたいか」と「出会い」ですね。

研修では、電話応対や名刺交換の作法など、ビジネスマナーを
一から学ぶことができます。

上田愛菜さん（令和3年4月入社・写真中央)
メディアに取り上げられていた弊社の温かい
雰囲気に惹かれて入社しました。現在はライブ
配信イベントの企画・運営などを担当しています。
お客さんはオートレース場などの公営競技の事
業者が主です。公営競技は全く知らない世界だっ
たので、最初はイメージが湧かず苦労しましたが、
上司や先輩の温かいサポートのおかげで、乗り
越えられています。周りの皆さんが、助けを求
めやすい雰囲気を作ってくれるのでありがたい
ですね。イベントの都合で時々休日出勤はある
ものの、その分しっかりと代休が取得できるため、
仕事とプライベートのバランスがきちんと取れ
ています。また、会社の近くにある社宅が利用
できるなど、働きやすい環境が整っています。
今後は、社内でもお客さんにも、相手の要求に

先回りして＋
プラス
α
アルファ
で提案できるようになりたいです。

求職者が惹
ひ
かれる職場 今年の春に入社した３人は職場のどこに魅力を感じたのでしょうか。

社長の想
おも
いに共感

　私が通っていた学校で開催されていた企業説
明会で、弊社を知ったのが入社のきっかけです。
製作物だけでなく、お客さんの目的や想いをとて
も大切にし、「お客さんのために」という社長の熱
い想いに強く共感し、入社を決めました。
　現在は、ホームページ作成前の戦略立案やデザ
インなどを担当しています。ホームページのリ
ニューアルを手掛けた際、ホームページからの問
合せが増えたというのを聞いたときは大変嬉

うれ
しく、

お客さんの喜びが私の喜びになっています。

寺嶋 祐里乃さん（平成31年4月入社）

株式会社Soichiro
　平成24年(2012年)創業。ホームページの作成
をはじめとしたデジタルマーケティングの支援を
手掛ける。

安心して自分らしく働ける
　ホームページ作成の知識はゼロでしたが、先輩
方が丁寧に教えてくれたおかげで成長できました。
勤務時間中に会社の費用負担で外部の研修にも積
極的に参加でき、しっかりと学ぶ機会があります。
　また、弊社は女性が多く、中には小さなお子さん
がいる社員もいますが、いろいろな状況の方が働け
るようにと、社長が在宅勤務やフレックスタイム制
度をコロナ禍以前から導入していて、働きやすい環
境づくりに積極的なのが嬉しいです。巷

ちまた
では、在宅

勤務の導入でコミュニケーション不足が課題と聞

きますが、少なくとも私はそれを感じることはない
ですね。先輩方はもちろん、社長にも気兼ねなく相
談できるおかげです。このような環境があるからこ
そ、社員は安心して、しかも自分らしく働けている
んだと思います。今後はさらに勉強を重ねて、自分
にしかできない仕事ができる人材になりたいです。

「ホームページ作成には、ボタンの配置ひとつにまで、使いや
すさにこだわっています。」と寺嶋さん。その眼

まな
差
ざ
しは真剣です。

コロナに負けない！すみだの中小企業が集合！ すみだオンライン合同企業説明会
12 月 7 日  (火)
午後4時半～6時半

[参加企業]6社（予定）　＊詳細は、すみだ就職・仕事Webのホームページを参照 [対象]自宅等からオンライン会議システム
「Zoom」で参加できる ▼39歳以下の若年求職者（学生も可）　 ▼子育て世代等の女性 [費用]無料　＊通信料は自己負
担 [申込み]事前に、すみだ就職・仕事Webのホームページから申込み [問合せ]▶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　▶経営支援課経営支援担当☎5608－6185



11月1日～30日は「労働保険(雇用保険・労災保険)未手続事業一掃強化期間」です。　ハローワーク墨田☎5669－8967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 ぽけっと
（区主催以外）

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

地域力人材育成・活用事業「初級！
わかりやすく相手に伝える」

11月27日(土)午前10時～
正午

自宅等　＊オンライン
会議システム「Zoom」
を使用

内活動への理解や共感を得るために、クラウドファンディングやプレ
ゼンにも使える「伝えるコツ」を学ぶ　対自宅等からZoomで参加でき、
区内で地域活動を行っている方　定先着20人　費無料　＊通信料は
自己負担　申事前に区ホームページから申込み　＊受け付けは11月
24日まで　問地域活動推進課まなび担当☎5608－6202

花育講座「リース
型ハンギングバス
ケット作り」講習
会

12月3日(金)午後1時半～
3時半

区役所1階アトリウム 内リース型の容器に冬の花を植える　対区内在住在勤在学の方　定先
着12人　費 3300円(容器代込み)　＊容器をお持ちの方は2000円　
持エプロン、薄手の手袋、作品を持ち帰るための袋　申11月11日午前
9時から電話で環境保全課緑化推進担当☎5608－6208へ

すみだと世界をつなぐ水の大切
な話　第3回「地域と水〝熊本県・
岩手県矢巾町の水課題と水に関
する市民参加型の取組について
話を聞いてみよう！〞」

12月3日(金)午後6時～7
時45分　＊午後5時50分に
集合

▼会場での参加＝区役
所会議室131(13階 )　

▼オンライン会議シス
テム「Zoom」での参
加＝自宅等

内熊本県と岩手県矢巾町で水の課題解決に関わる講師から、各地域の
水の課題・市民参加型の取組について学ぶ　対区内在住在勤在学の方　
定 70人(抽選)　費無料　持筆記用具　申講座名・住所・氏名・年齢・
電話番号・参加方法(会場またはオンライン)を、はがきまたはファクス、
Eメールで11月21日(必着)までにNPO法人ウォーターエイドジャパ
ン(〒130－0014亀沢2－12－11PAX21 301号)℻  050－3488－
2040・ mail-japan@wateraid.orgへ　＊抽選結果は後日通知　
問環境保全課環境管理担当☎5608－6207

第5回大人のためのすみだ自然
観察会「すみだ以外の場所で野
鳥を観察しよう」

12月5日(日 )午前10時～
11時半　＊荒天中止　＊午
前9時半に集合

都立葛西臨海公園(江
戸川区臨海町六丁目)
【集合場所】区役所1階
正面玄関前

内ラムサール条約の登録湿地である葛西臨海公園で野鳥観察を行う　
対区内在住在勤在学の中学生以上　定先着15人　費無料　持帽子、
飲物、筆記用具、雨具　申 11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

ユートリヤプランナー養成講座
〝講座企画の基本を学んであなた
も企画者に〞(全6回)

12月11日・25日、令和4
年1月15日・29日、2月12
日・26日いずれも土曜日午
前10時～正午

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)　＊4年1月15日の
み、オンライン会議シ
ステム「Zoom」を使
用

内ボランティア講座の企画から開講までの基本を、実践を交えて学ぶ
対自宅等からZoomで参加できる方　定 8人（抽選）　費 3000円　
＊別途、通信料は自己負担　申講座名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・
電話番号を、往復はがきで11月26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

地域活動支援講座〝サークル活動
や地域活動に役立つスマホ講座〞

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

対スマートフォンまたはタブレット端末をお持ちで、サークル・地
域活動で便利な機能を活用したい方　申講座名・希望のコース・住
所・氏名(ふりがな)・電話番号を、往復はがきで各申込期限(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

▼「サークル活動の強い味方！　
　スマホで便利にコミュニケー
　ション」

令和4年1月22日(土)午後
2時～4時

内サークル・地域活動に役立つスマートフォンの基本的な機能やアプ
リケーションを学ぶ　定 15人（抽選）　費 500円　【申込期限】4年1月
7日　＊4年2月6日(日)に受講者向け質問会実施予定(参加自由)

▼「動画を作ってサークル活
　動PR！」(全3回)

令和4年1月29日～2月19
日の土曜日午後2時～4時　
＊4年2月12日を除く

内スマートフォン、タブレット端末での動画撮影・編集を学ぶ　定10
人（抽選）　費1000円　【申込期限】4年1月14日

健
康
・
福
祉

腰痛ケア体操(ワンコインプロ
グラム)

11月12日～12月24日の毎
週金曜日午前11時15分～
正午

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内腰痛予防の体操や筋力トレーニング　対高校生以上　定各日先着8
人　費各日500円　申当日直接会場へ　＊各日30分前から整理券を
配布　問スポーツプラザ梅若☎5630－8880　＊詳細はスポーツプ
ラザ梅若のホームページを参照

福祉機器展示室展示会「知っ得！
認知症に関わる福祉用具」と「認
知症サポーター養成講座」

▼展示会＝11月15日(月)～
19日(金)の午前10時～午後
4時　 ▼認知症サポーター
養成講座＝11月19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／申 ▼展示会＝認知症の方向けの福祉用具や認知症についての展
示／期間中、直接会場へ　 ▼認知症サポーター養成講座＝認知症の正
しい知識や対応の仕方を学ぶ／事前に電話で、うめわか高齢者支援総
合センター☎5630－6541へ　定 ▼認知症サポーター養成講座＝先
着15人　＊空きがあれば当日会場でも申込可　費無料　問うめわか
高齢者支援総合センター

｢すみだハート・ライン21事業｣
｢ミニサポート事業｣有償ボラン
ティア募集説明会

11月17日(水)午後2時～3
時半、11月26日(金)午後6
時半～8時

▼ 11月17日＝すみだ
ボランティアセンター
(東向島2－17－14)　

▼ 11月26日＝すみだ
ボランティアセンター
分館(亀沢3－20－11
関根ビル4階)

対地域活動に関心があり、協力会員・協力員として家事援助などの活
動(有償ボランティア)に協力できる18歳以上の方　＊今すぐ活動で
きなくても可　定 ▼ 11月17日＝先着6人　 ▼11月26日＝先着8人　
費無料　申事前に電話で、すみだハート・ライン21事業室☎5608－
8102へ　＊協力会員・協力員への登録方法の詳細は申込先へ

むこうじまセミナー「認知症を
学ぶ」特徴と接し方

11月19日(金)午後1時半～
2時半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内訪問看護師から認知症の特徴や認知症の方と接するときのポイント
を学ぶ　対区内在住在勤の方　定先着15人　費無料　申事前に電話
で、むこうじま高齢者支援総合センター☎3618－6541へ

今すぐ始める生前整理〝遺品整理
人からのアドバイス〞

11月19日(金)午後2時50
分～4時15分

内実践的な生前整理のノウハウを学ぶ　対区内在住在勤の方　定先
着15人　費無料　申事前に電話で、むこうじま高齢者支援総合セン
ター☎3618－6541へ

はなみずき会(認知症家族介護
者教室)

11月20日（土）午後1時半～
2時半

八広はなみずき高齢者
支援総合センター(八
広5－18－23)

内認知症グループホームについて講師から学ぶ　対区内在住で、認知
症の方を介護している家族等　定先着20人　費無料　申事前に電話
で八広はなみずき高齢者支援総合センター☎3610－6541へ

ボランティア説明会 11月25日(木)午前10時～
11時半

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

第7回さくらんぼの会（認知症家
族介護者教室）「お口から始める
認知症予防」

11月26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）

内言語聴覚士による講義　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15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

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。

山路を登りながら

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

岩手県矢巾町
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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。お知らせ
☎ ＝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

歌声喫茶 12月7日(火)午後1時半～
4時

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内アコーディオン演奏で懐かしい歌を歌う　対区内在住で60歳以上
の方、身体に障害のある方　定35人(抽選)　費無料　申催し名・住所・
氏名・年齢・ファクス番号を、直接または電話、ファクスで11月17日
までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721・℻  5608－3720へ

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〞

12月15日 (水 )午後　＊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を専門医に相談する　対区内在住の方　費無料　
申11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3回セカンドステージセミナー 12月15日(水)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とストレッチ体操　【出演】ヴィンテージクラ
ブ(ウクレレ演奏グループ)　【講師】佐藤知代氏(作業療法士)　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　＊受け付けは午前10時～午後4時(土・日曜日、祝日を除く)　問高
齢者福祉課支援係☎5608－6168

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〞

12月23日(木)午後1時半～
3時半

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内悩みの共有、病気や福祉制度などについての情報交換　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 11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

すみだキラキラママのつどい 11月24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3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　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)　
申事前に希望のプログラム名・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

育児講演会「イライラしない親
子のコミュニケーション〝月齢に
応じたことばかけを知る〞」

12月8日(水) ▼ 1部＝午後
1時半～2時45分　 ▼2部＝
午後3時15分～4時半

本所保健センター(東
駒形1－6－4)

対区内在住で ▼1部＝1歳6か月～1歳11か月の子どもの保護者　 ▼2
部＝2歳～3歳11か月の子どもの保護者　＊いずれにも該当する場合
はどちらか1つを選択　定各部先着12人　費無料　申 11月12日午前
8時半から電話で本所保健センター☎3622－9137へ　＊事前申込み
による一時保育あり(子ども同伴での参加は不可)

仕
事
・
産
業

とき時あーと展2021 11月13日(土)～18日(木)
の午前10時～午後6時

産業観光プラザすみだ 
まち処(押上1－1－2
東京ソラマチ®5階)

内墨田の職人グループ「パルティーレ〝すみだ作る創るの会〞」による、
屏
びょうぶ
風、革工芸、桐工芸などの作品展示・即売　費無料　＊購入費は自己負
担　申期間中、直接会場へ　問産業振興課産業振興担当☎5608－1437

H
ハ サ ッ プ
ACCPサポート講習会 12月1日 ( 水 )

午後2時～3時
半　＊受け付け
は午後1時半～

区役所会議室131(13
階)

内食品衛生法の改正に伴うHACCP義務化についての講義、｢衛生管理
計画｣の作成　対区内の食肉販売業などの事業者　定先着50人　費無
料　申事前に店舗の住所・名称・電話番号、参加人数を、電話またはファ
クス、Eメールで生活衛生課食品衛生係☎5608－6943・℻  5608－
6405・ SEIKATUEISEI＠city.sumida.lg.jpへ　＊詳細は区ホーム
ページを参照

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

11月26日(金)までの水・
金曜日　＊各コース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　定各若干名　＊定員に満たない教室のみ　費1100
円　申事前に電話で、両国屋内プール☎5610－0050へ

プールで運動不足解消！施設利
用料だけで参加できます！「初
級クロール」「アクアウォーク＆
ジョグ」

11月26日(金)までの ▼初
級クロール＝毎週水曜日午
後1時5分～1時35分　 ▼ア
クアウォーク＆ジョグ＝毎
週金曜日午後1時5分～1時
35分

対 16歳以上の方　定各先着10人　費無料　＊別途、施設利用料が必
要　申当日直接会場へ　問両国屋内プール☎5610－0050

プールで運動不足解消！「アク
アビクス」

11月29日までの毎週月曜
日午後1時5分～1時50分

対 16歳以上の方　定各日先着20人　費各日770円　＊別途、施設利
用料が必要　申当日直接会場へ　問両国屋内プール☎5610－0050

陸上クラブRun for the Future 令和4年3月までの火・金・
土曜日午後5時15分～6時
45分　＊詳細は申込先へ

区総合運動場(堤通2－
11－1)

対5歳以上の方　費 ▼月4回まで＝6600円　 ▼月5回以上＝1万1000
円　＊別途、会費として毎月450円が必要　持運動着、運動靴、タオル、
飲物　申事前に電話で一般社団法人Run for the Future☎6337－
6041へ　＊詳細は問い合わせるか、一般社団法人Run for the 
Futureのホームページを参照　問フクシ・エンタープライズ墨田フィー
ルド(区総合運動場)☎3611－9070

収蔵資料展「すみだのうつりか
わり」

11月13日(土)～令和4年2
月20日(日)の午前9時～午
後5時　＊入館は午後4時半
まで　＊毎週月曜日、毎月
第4火曜日(祝日のときは翌
日)、12月27日～1月3日は
休館

すみだ郷土文化資料館
(向島2－3－5)

内昔の生活道具や、街の様子を伝える写真パネルなどで墨田区の変遷を
紹介する展示　費 ▼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 申期間中、直接会場へ　問すみだ郷土文化資
料館☎5619－7034

コース型教室「ジュニア～大人
のカンフー」の1回体験

11月13日～12月25日の毎
週土曜日午後5時～6時

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対小学生以上　定先着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　＊詳細は
スポーツプラザ梅若のホームページを参照

すみだ地域学シリーズ　心ほど
ける、古着物リメイクワーク
ショップ

12月12日(日)午前10時～
午後3時半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内古着物をほどき、あずま袋にリメイクする　【講師】坂田 直氏(着物
仕立屋「仕立直や」主宰)　定 10人(抽選)　費 3000円(材料費込み)　
申講座名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号を、往復はがきで
11月30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。

山路を登りながら

＝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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☎ ＝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

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

子
育
て
・
教
育

墨田育英会令和4年度新規奨学
生(二次募集)

対国公立・私立の高等学校・高等専門学校・専修
学校(高等課程)への進学を希望し、次の全ての要件
を満たす中学校3年生 ▼保護者が区内に1年以上居
住している　 ▼経済的な理由で進学が困難である　

▼成績が優秀である(中学校１年生～直近の全教科
の成績が5段階評価で平均3.0以上)　 ▼世帯の収入
が基準以下である　 ▼同種の奨学金をほかから受け
ていない　【奨学資金の貸付額(月額)】 ▼国公立＝1
万8000円　 ▼私立＝3万5000円　＊4月・7月・
10月・1月に支給　【入学準備金の貸付額】 ▼国公立
＝10万円以内　 ▼私立＝20万円以内　＊3月下旬
に支給　【利率】無利子

【償還方法等】貸付終了後1年間据置き、15年以内の月賦・半年賦・年
賦等で償還　＊入学準備金のみの場合は、貸付後1年間据置き、7年以
内の月賦・半年賦・年賦等で償還　【募集数】10人程度　選書類選考　
申申請書・住民票(戸籍、世帯主との続柄が記載された世帯全員のも
の)・所得を証明するもの(父母または申込者を扶養している方の課税
証明書等)・学校の奨学生推薦調書を、直接または郵送で令和4年1月
11日(必着)までに ▼区立中学校に在学中の生徒＝各区立中学校へ　

▼区立中学校以外に在学中の生徒＝〒130－8640公益財団法人墨田
育英会(区役所11階・教育委員会事務局庶務課内)☎5608－6302へ　
＊申請書は各区立中学校、教育委員会事務局庶務課で配布しているほ
か、区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。

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

イ
ベ
ン
ト

ソラのねマルシェ 11月14日(日)午前11時～
午後5時　＊売り切れ次第
終了

錦糸公園(錦糸4－15－
1)

内区内商店街のパン屋によるマルシェ　費無料　＊購入費は自己負
担　申当日直接会場へ　問 ▼墨田区商店街連合会☎5608－1111(内
線5437)　 ▼産業振興課産業振興担当☎5608－6187

区
政
そ

の
他

第19回墨田区景観審議会の傍聴 11月17日(水)午前10時～
11時半(予定)

区役所会議室123(12
階)

内良好な景観の形成を推進する墨田区景観審議会の傍聴　定先着5人　
申事前に住所・氏名・年齢・電話番号を、電話またはファクス、Ｅメー
ルで都市計画課景観・まちづくり担当☎5608－6266・℻  5608－
6409・ TOSHIKEIKAKU@city.sumida.lg.jpへ　＊受け付けは11
月15日午後5時まで

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。

山路を登りながら

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

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。

[とき／内容]12月19日(日) ▼第1回＝午前11時～11時45分／0歳か
らのオルガン・コンサート ▼第2回＝午後3時～4時／しっかりじっく
りオルガン・コンサート　＊いずれも休憩なし　[出演]梅干野 安未(オ
ルガン)、平野公崇(サクソフォン)ほか[曲目] ▼第1回＝J.S.バッハ／「主
よ、人の望みの喜びを」ほか　 ▼第2回＝J.S.バッハ／前奏曲とフーガ
BWV545、平野公崇／「赤とんぼ」ほか [入場料]各回1000円　＊第1
回のみ未就学児は無料(座席券が必要)　＊第2回は未就学児入場不可
[申込み]事前にトリフォニーホールチケットセンターへ　＊第1回公演
は宝くじの助成金により実施

パイプオルガン・クリスマス・コンサート2021
4735本のパイプが奏でる荘厳な響きで、スペシャルなクリスマスを！

[とき／ところ]令和4年1月15日(土)午後3時～／曳舟文化センター(京
島1－38－11)[出演]立川龍志(落語)、横山 奏(指
揮)、中須美喜(ソプラノ)、田添 菜穂子(司会)[曲
目]J.シュトラウスⅡ／ワルツ「春の声」、「美しく青
きドナウ]ほか [入場料]4000円(全席指定)　＊区
内在住在勤の方は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

曳舟文化センターリニューアルオープン記念企画 新日本フィル・
ニューイヤー・コンサート2022 inすみだ曳舟〝落語&オーケストラ〞

明るく華やかに新年の幕開けをお祝いしましょう！

立川龍志

北斎を知る
－HOKUSAI PROMOTION－

[問合せ]文化芸術振興課文化芸術担当☎5608－6115

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が変更となる場合
があります。最新情報はすみだ北斎美術館のホームページをご確認ください。

すみだ北斎美術館で開催中の企画展「学者の愛したコレクション
〝ピーター・モースと楢 﨑宗重〞」の見所を紹介します。

長
ながさわろせつ
沢蘆雪「洋

よ う ふ う ぼ し け ん ず
風母子犬図」（肉筆画）

　本作は、浮世絵研究の第一人者であり、幅広い時代や地域の作品を収
集した楢 﨑宗重氏によるコレクションの中の一幅です。楢 﨑氏は、美術
雑誌「國華」865号で本作の解説をしています。
　長沢蘆雪（1754年～1799年）は、円山応挙に学んだ江戸時代中期の画
家です。奇抜な構図の作品を描き、障壁画も多く遺

のこ
しています。本作で

は母犬と乳を飲む子犬を描いています。胡
ごふん
粉など日本

の伝統的な画材を用いながら、地色の暗灰色を油彩の
キャンバスに見立て、顔料を厚く塗るなど、西洋から
伝わった油彩画を意識して制作された作品です。
[とき]12月5日(日)までの午前9時半～午後5時半　
＊入館は午後5時まで [ところ]すみだ北斎美術館（亀
沢2－7－2）[入館料] ▼一般＝1000円　 ▼高校生・
大学生・65歳以上の方＝700円　 ▼中学生・障害の
ある方＝300円　 ▼小学生以下＝無料　＊観覧日当
日に限り、常設展も観覧可 [問合せ]すみだ北斎美術
館☎6658－8936

　本図は、北斎の研究者であり世界有数の北斎作品コレクターであった
ピーター・モース氏のコレクションの中の1枚です。「新板浮絵」という
題を冠し、赤い「すやり霞

がすみ
」が使われた本シリーズは、保存状態が極めて

良好であり、モース氏が最も大切にした作品群と伝わっています。本図
には、本区の向島に鎮座する牛御前（牛嶋神社）が左側に、三囲稲荷（三
囲神社）が右側に描かれており、参詣に向かう人で賑

にぎ
わう様子がうかが

えます。牛嶋神社は昭和7年
（1932年）に移転しており、三
囲神社との位置関係は現在と
異なっています。
　なお、本図は、「学者の愛した
コレクション〝ピーター・モー
スと楢﨑宗重〞」展の後期(12月
5日まで)に展示されています。

北斎名品コレクション49
すみだ北斎美術館に収蔵されている北斎の名品をご紹介します。

葛飾北斎「新
しんぱんうきえみめぐりうしごぜんりょうしゃのず

板浮絵三囲牛御前両社之図」（錦絵）
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