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区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

 

子
育
て
・

     

教
育

ジュニア・リーダー研修生の募
集

内 地域の子どものリーダーをめざし、キャンプやゲーム等
の実習を行う　対 区内在住で研修会（毎月1回、土曜日ま
たは日曜日）や宿泊研修（2日～3日、年間3回程度）に参加
できる中学校1・2年生（平成29年4月1日現在）　【研修期
間】4月～高校3年生となる年度の3月

定 先着40人程度　費 無料　＊保険料、宿泊費などは一部自己負
担あり　申 事前に申込書を直接または郵送、ファクスで、〒130
－8640生涯学習課青少年担当（区役所11階）‹5608－6503・

5608－6411へ　＊申込みは3月24日（必着）まで　＊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

 

仕
事
・
産
業

非常勤職員（消費生活相談員）の
募集

内 消費生活に関する相談・あっせん業務、相談情報の作成・
入力業務、消費者教育・啓発業務等　対 パソコンの基本
操作（ワード、エクセル）ができ、次のいずれかの要件を満
たす方▶消費生活相談員資格試験に合格した方　▶消費
生活相談員資格試験に合格したとみなされる方　【募集数】
1人　選 書類選考および面接　＊面接日（3月24日を予定）
は書類選考合格者に後日通知

申 履歴書と、募集要件を満たすことを証明する書類（消費生活相
談員資格試験合格証など）の写しを、直接または郵送で3月16日
午後5時（必着）までに、〒130－8640生活経済課消費者・勤労
福祉係（区役所14階）‹5608－6184へ　＊詳細は区ホームペー
ジを参照

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ＝選考方法

北斎名品コレクション③

[問合せ]文化振興課北斎美術館開設担当  ‹5608－6115  　http://hokusai-museum.jp

「すみだ 北斎美術館」に収蔵されている北斎の名品の数々をご紹介します。

狂歌絵本『初若菜』（墨田区指定有形文化財）半紙本1帖

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

 

文
化
・

     

ス
ポ
ー
ツ

区民体育大会「剣道大会」 4月23日（日）午前10時～午
後9時　＊受け付けは午前9
時～

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

種 ▶個人戦＝段級別の部　▶団体戦＝小・中学生の部　費 ▶個人戦
＝600円　▶団体戦＝1チーム1000円　申 種別・住所・氏名・年齢（学
年）・電話番号を、郵送またはＥメールで4月3日（必着）までに墨田区剣
道連盟事務局　 前原章浩（ 〒131－0044文花1－4－14）‹090－
9307－7130・ sumida.kendo.work@gmail.comへ

 

イ
ベ
ン
ト

お花見ビアフェスティバルin東
京スカイツリータウン®

3月29日（水）～4月2日（日）
の午前11時～午後9時　
＊最終日は午後8時まで

東京スカイツリータウ
ン1階ソラマチひろば

（押上1－1－2）　＊車・
自転車での来場は不可

内 すみだのビールをはじめ、全国のクラフトビールを試飲する　対 20
歳以上の方　【入場料】無料　＊ビールを1杯600円で販売　申 期間中、
直接会場へ　＊お花見ビアフェスティバルin東京スカイツリータウン
のホームページでは、お得なグラス付きチケットを販売中　問 産業経
済課産業振興担当‹5608－6186

墨堤の桜を愛
め
でるまち歩きガイ

ドツアー
4月1日（土）～4日（火）の午
前11時～　＊いずれも1時
間半程度

桜橋、向嶋芸
げ い ぎ

妓茶屋、
三
みめぐり

囲神社、隅田公園ほ
か　＊区役所1階アト
リウムに午前10時50
分集合　＊産業観光プ
ラザ すみだ まち処

どころ
（押

上1－1－2東京ソラマ
チ®5階）で解散

内 すみだ観光ガイドとともに伝統文化が薫る墨堤を散策する　定 各
日先着30人程度　費 各日1500円（保険料・土産代・お茶代込み）　申 事
前に希望日、代表者の住所・氏名・電話番号、参加人数を、往復はがき
またはファクスで墨田区観光協会（〒130－0001吾妻橋3－4－5）
‹5608－6951・ 5608－7130へ　＊墨田区観光協会のホームペー
ジからも申込可　＊天候により、コースが変更になる場合あり

ニッポンクラフトビアフェスティ
バルinすみだ

4月1日（土）・2日（日）午前
11時～午後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）　
＊車・自転車での来場
は不可

内 音楽演奏等を楽しみながら、すみだのビールをはじめ、全国のクラ
フトビールを試飲する　対 20歳以上の方　定 各日先着700人　【入場
料】各日3900円　申 事前に、ニッポンクラフトビアフェスティバルの
ホームページから申込み　 問 産業経済課産業振興担当‹5608－
6186

 ぽけ
っ
と

皮革手芸教室 4月1日～9月30日の火・土
曜日午後1時～4時

東京鞄
かばん

会館（台東区蔵
前4－16－3）

内 小物入れ等の制作　定 ▶火曜日コース＝先着30人　▶土曜日コース
＝先着20人　費 各コース4000円　＊材料費等は別途自己負担　申 事
前に電話で全国皮革振興会‹3865－7457へ

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ
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　狂歌とは社会風刺や滑稽
などを短歌のように31文
字で表した歌のことです。
江戸時代の中期ごろから流
行し始め、同好会が数多く
結成され、狂歌に合わせた
挿絵が入った狂歌絵本が
次々と刊行されました。そ
の一つ、寛政10年（1798
年）に一

い っ か
榎庵

あん
笛
ふえ

成
なり

によって刊行された『初若菜』で、北斎は早春の野原に
若菜摘みに来た母子を描いています。穏やかな日ざしの太陽と＂百花の
魁
さきがけ

＂と呼ばれる梅の花が描かれ、春の訪れを告げています。　
＊開館記念展Ⅱの後期（3月7日～4月2日）に展示されます。

すみだ北斎美術館　開館記念展Ⅱ「すみだ北斎美術館を支える
コレクター─ピーター・モースと楢崎宗重　二大コレクション─」
　2月4日から開催している企画展の
目玉作品をご案内します。
ピーター・モースコレクション
冨嶽三十六景　武州玉川
Tama River in Musashi Province,
from the series Thirty-Six Views of Mount Fuji

（The Peter Morse Collection）

　北斎の代表作である「冨嶽三十六景」中の一図。イギリスのロイヤル・
アカデミー・オブ・アーツにて1991年に開催された、世界で最良の
摺
す

りを見せる北斎の版画を厳選した展覧会で、図録の表紙を飾る作品
として採用されました。川面の波が、空

から
摺
ずり

とよばれる技法で凹凸をもっ
て表現されるなど、現存する作品の中でも極めて摺りの状態がよい作
品にみられる特徴を持っています。
This print is from Hokusai’s iconic Thirty-Six Views of Mount Fuji. It was chosen as the 
work to adorn the cover of the catalogue for the Hokusai exhibition held in Britain in 
1991 by the Royal Academy of Arts that featured a careful selection of the finest 
impressions of his prints in the world. The ripples on the surface of the river were 
created using the technique known as karazuri （gauffrage or embossing） to produce 
three-dimensionality in a printed work. This print is the finest extant example of that 
extraordinary printing technique.


