
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
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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
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墨田区のお知らせ6 2021年（令和3年）11月11日



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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