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すみだの子ども達の未来

ていたのを見掛け､800
本を貰いライトバンに
摘んで地元へ。すみれ
世話役 久保田健一さん
立川に江戸末期からの５代目となる久 会(町会婦人部)の協力
保田さん。30歳の時に町会青年部活動を で皮を剥いてラップに
始め、地域の子ども達のお兄さんとして、 包み、和菓子屋さんの
お祭りの花形の太鼓を子ども達に教え３ 冷凍庫に保管。この連携プレーも見事です。お祭りで遊
人でのスタートが70人を超えて、子ども び部のメンバーが焼トウモロコシを販売。なんの瑕疵も
に付き添う親も巻込み町が元気に。「遊び部」は町会組 ない絶品のトウモロコシが廃棄を免れ、あまりの美味し
織の一つではなく、ルールを守って地域の子どもと共に さにみんなビックリ！ その収益で業務用フライヤーを
楽しむ独自のシステムでの盆太鼓の仲間が地域の様々な ２台購入、その後の各種のイベントで大活躍を。
トウモロコシ農家の坂尾さんのご縁でキャベツ畑での
活動に参加、新しい形を作り出してイキイキと動く姿は
町の人の大きな励みになっています。コロナ禍の行事自 作付け収穫のお手伝いの話がまとまり、土に触れる喜び、
収穫の感動を都会っ子が真っ黒になりながらの貴重な体
粛には大きな危惧をいだいています。
験は、これからの人生にも影響するでしょう。
『きっかけはトウモロコシ』
また久保田さんの友人で三重県で漁業も営む五月女圭
遊び部では、農業体験、漁業体験も実施。千葉県銚子
市で農業を営む坂尾英彦さんが、丹精を込めて作ったト 一さんの協力で、漁船に乗り定置網漁の体験。市場には
出ないムツゴや小魚を捌いて、
ウモロコシが数本の規定外品のた
パン粉をまぶしてフライ用に加
めに畑の全てのトウモロコシが納
工、これもイベントで販売。前
品出来ず、廃棄せざる得ない状況
回の収益で購入したフライヤー
に。それでは、トウモロコシがあ
が大活躍を。その美味しさに行
まりに可哀想と、２トントラック
列の出来る人気だったそうです。
で浅草橋のホテル前で無料配布し
中、そのお友達の輪が独自の指
針で学童保育園を運用する 、
C F A K i d s の中山さん（Avenue
◎主催／ NPO法人 CFAKids
メッセージ参照）に繋がり、千
千葉大学環境デザイン研究室
葉大学墨田キャンパスでの“あ
◎企画・運営／Seki Design Lab.
そび大学”の開催につながりま
ものづくりの町、すみだには子どもたちの夢が膨らむ
した。大学生の協力を得ながら
宝物が溢れています。製品を作るために出る膨大な廃材
を活用して子ども達の夢を育てる取り組みが形になって 子ども達が廃材から数々の夢を紡ぎ、大人の発想を凌駕
来ました。ウレタン、紙、布、木材等、町工場の廃材を する多くのヒントも次々と生まれています。残念ながら
活用してすみだの“あそび大学”は子ども達に自由に遊 日本は教育予算が少なく保育園、児童館、学童施設は少
んでもらうイベントです。2021年12月、2022年２月・３ ない予算の中での運営上、子ども達の遊び道具が足りな
月に子育て支援活動資金の助成を得て千葉大学墨田キャ い現状です。町工場の棄てるには惜しい数多くのモノを
ンパスの工房（すみだ中小企業センター跡・文花）で開 活用すれば一挙両得、一石二鳥の効果も大きく事業者・
催しました。子どもの限りない発想力で様々なおもちゃ、 施設運用者・そして何より子ども達の幸せにつながる取
物を作り出し、知恵を絞り、力を合わせ試行錯誤をする 組みでしょう。大学はどんな場
姿は研究者、新製品開発のクリエイターを彷彿させ大人 なのかを子どもが知る機会にも
たちもワクワクと見守っています。時間を忘れて熱中す なっています。
この構想がすみだにしっかり
る様子はゲームや既存の玩具で出来ない経験を得る事が
と根着き、今後も継続して開催
出来る幸せな時間でもあります。
企画・運営するSeki design Labの が出来るシステムを構築する事
關真由美さん(写真)は、２人のお子さん が、あそび大学開催の大きな意
を規格に嵌め込まないで個性と自主性を 義になると關さん達の夢も膨らみます。廃材を提供して
重んじ、決して芽を摘まない子育てを実 下さる事業者に対する感謝の気持ちも伝わります。
践。クリエーターご夫婦のＤＮＡを受け ※写真は３月19日・20日の子ども達の様子
継ぐお子さんは廃材を活用した遊びに熱 ■お問合せ／ms@sekidesignlab.jp

笑顔はじけるあそび大学

Zipangu

大睦くん（2021年6月25日生）
春からお兄ちゃんと同じ保育園！
仲良く登園しようね！

農業・漁業の現場を知らな
い現代人（子どもだけでなく、
親も大人も）に一次産業と消
費者を結ぶシステムとその矛
盾、そして相互理解の大切な
ことをリアルに学ぶ絶好の機
会に恵まれた子ども達はしあ
わせです。トウモロコシ、魚のフライ等の販売を通して、
子ども達は適正価格の設定、お客を呼ぶポップ、声掛け、
お金のやり取り、接客、収益の使い方等を自然に学び、
それぞれの得意分野で役割を分担するチームワークは見
事で学校では学べないことを遊びを通して身につけこの
経験は必ずや大人になって役に立つでしょう。
久保田さんの工場で銚子の野菜や産品の直売、生産者
と都会をつなぐ役割も担っています。その他にも様々な
交流が生まれ、広がり第二のふるさとになっています。
坂尾さんは『課題に向かう生産者たち』の2021年最優
秀賞を受賞されたそうです。
地域活性の課題を抱えてる方達
に、まちが元気になるノウハウを
お伝えしたいと元気な久保田さん。
それぞれの地域が輝く事がすみだ
の益々の元気に繋がります。

キッズ・カフェテリア

ミライダイニング

本店営業時間

■ 押上

ソフトバンク

ジパング本店
エステルーム
ララ

3621-0444
3829-4744
6661-8030

インスパイア

3610-6959

■ 曳舟

佐和田久美さん

2021年12月25日のクリスマスにスター
ト。子ども食堂の必要性は社会で認識を
されているのに、継続運営は難しくボラ
ンティア精神だけでは続けられない現状
に敢えて会社の一部門として、ビジネス
ではなく、社会貢献としての取組みにし
たそうです。毎月第４土曜日の14時～15時半。子ども達
の小腹の空いたおやつタイムに開催。ホットケーキ、ス
パゲティ、スープや飲み物で18歳迄は一人200円、大人
300円ですが付き添い(低学年性は必須)以外のおとなは
利用できません。毎回、大学生等による読み聞かせやワ
ークショップ、感想発表と自分で使った食器等の後片付
けは自分でする事を徹底させ、お腹を満たす事と社会習
慣を身につけ、仲良く楽しく
おやつタイムを過ごして欲し
いとの佐和田さんの子ども愛
に溢れた試みです。
食物アレルギー等を考慮し
て事前予約制になっています。
■会場／墨田区東駒形2-3-1 2階 3622-3902
■予約／kodomo.miraidining@gmail.com
■協賛／（株）ワンズコピー

hair & esthetic

平 日 am10:00 ～ｐｍ7:30
土 am 9:00 ～ｐｍ6:00
日･祝 am 9:00 ～ｐｍ5:30
★ご予約優先★

ひろむ

遊ぶこと、楽しむことから学ぶこと！

立川三丁目 遊び部

（営業時間は店舗ごとで変わります）

いお

堀井 壱凰くん（2019年11月20日生）

◆Avenueは、夏号(７月１日)・秋号(10月１日)・冬号(１月１日)・春号(４月１日)の季刊発行です。

◆東京新聞取り扱い販売店様�産経新聞区内全販売店様から新聞折込みをしていただいています�

すみだＴＯＷＮ情報紙（墨田の皆様のお役に立つ保存していただく情報紙）

◆キラキラ橘商店街朝市
◆毎月第４日曜日の７時� 時�

10

月は第２土曜日�

12

◆向島キラキラ橘商店街 京
(島３ - ７- 周辺 )
53

３６１２ ２
-２５８



AVENUE INFORMATION
コロナ禍の完全収束が未だ見えず、イ
ベント企画も試行錯誤しながら実施の様
です。お出掛けの際は状況を確認しなが
らご参加ください。

◆本所地域プラザ BIG SHIP
◎
「母の日に花を贈ろう!!」
フラワーアレンジメント教室

■日時／５月７日
（土） ９時～12時
■講師／家城奈緒美先生 （ケ・セラセラ主宰）
■会費／3,000円
（教材費込み）
要予約、
4/30日迄にお支払いを
■持ち物／花ハサミ、タオル・エプロン

◎
「さわやか親子コンサート」

■日時／５月14日
（土） 11時開演 10時半開場
■出演／ゆるりら、成田寛己、IZUMI
■チケット／大人1,000円、子ども500円（3歳未満無料）

◎
「BIG SHIP 簡単ストレッチ60」

肩こり、腰痛、運動不足をストレッチで解消!!
■日時／６月６・13・27日、７月４・11日の月曜日
14時～15時
■講師／宮川正美先生
（Physicl主宰）
■費用／4,000円
（前５回分）
■持ち物／運動の出来る服装、
靴・タオル・飲み物
※会場／本所地域プラザ BIG SHIP
墨田区本所1-13-4 6658-4601

◆第13回 田んぼ体験学校

埼玉県の宮代町の「ほっつけ田」での稲作体験
です。スカイツリーラインの東武動物公園から徒
歩圏内で墨田からのアクセスも良好です。
■日時／田植え ６月12日
（日）10時～12時頃
稲刈り 10月10日
（祝）10時～12時頃
■場所／埼玉県南埼玉郡宮代町
（東武動物公園駅から徒歩15分）

東京ソラマチ
すみだの観光拠点閉店

270号でご紹介をした、東京
ソラマチの５階で開業以来、す
みだの観光ＰＲと伝統工芸品や
銘店名品の販売と喫茶処、及び
一般社団法人墨田区観光協会事務局等の
産業観光プラザが10年間の契約満了して
３月末をもって閉鎖しました。
区民に親しまれ、すみだを紹介する最
適な場の閉鎖はなんとも残念です。
４月１日から、事務局は向島法人会館
の一階に移転、新たな業務展開をします。
物販に関しては、両国 江戸 N O R E N の他
は現時点では未定です。
観光協会の今後の役割は「訪れたいま
ち、住み続けたいまち」という墨田区の
基本構想にのっとり、各種イベント主催、
まちのイベント支援を始め区内の観光情
報の一元化とネットワークづくり、好評
のまち歩きツアー・工場見学ツアー、各
種の体験ツアー、コロナ禍でストップし
ている修学旅行の積極的誘致等すみだの
観光、ものづくり、街・人の魅力を発信、
インフォメーションカーの導入で情報の
受発信を充実させる多様な計画です。
■(一社) 墨田区観光協会事務局
墨田区東向島2-8-5 向島法人会館1階
5608-6951
http://www.visit-sumida.jp/

■参加費／大人5000円 こども3000円
（田植え・稲刈り・収穫米1キロ付き）
■定員／約60名 定員になり次第申し込み終了

◎住宅、
不動産のご相談 随時受付中

物件がお決まりの方・これから物件探しの方・新
築・リノベーション 住まいづくりの素朴な疑問
やご相談もお待ちしております。
■問合せ／株式会社 駿河屋
お電話もしくはメールにてご連絡ください。
0120-124-029
（奥山・雪村）
メール info3@surugaya-life.jp

◆第127回 劇団区民劇場公演
「霞晴れたら」

コロナ前に上演「あした天気になぁれ」の続編
■会期／６月17日
（金）
、18日
（土）
、19日
（日）
17日は夜、
19日は昼、
18日は未定です。
■会場／曳舟文化センターホール
（京島1-38-11）
■チケット／1,500円 080-3938-8308
■メール／kumingekijou@gmail.com

◆曳舟文化センター
「ホールのかしこい使い方講座」

リニューアルした劇場のホール等の使い方講座
とセンター利用体験も出来ます。
■日時／５月28日
（土）10時～
■会場／曳舟文化センター
（墨田区京島1-38-11）
※詳細、申込みについては曳舟文化センターのHP
をご確認ください。

◆ギャラリー アビアント
４・５・６月のご案内

☆開廊時間、
11時～19時 日曜・最終日は17時迄
◎
「木村浩之、
白井由美 二人展」
-日本画会期／３月29日
（火）
～４月７日
（木）

金賞受賞おめでとう!!

東向島珈琲店は「ヒガ
ムコ」さんの愛称で親し
まれ、墨田区だけではな
く都内のトップクラスの
カフェです。レアチーズ
ケーキは、海外でも大人
気！お店の雰囲気、接客、美味しい珈琲
にケーキは数々の受賞歴をお持ちですが、
そこに新たな１ページが加わりました。
ジャパン･グレートビア･アワーズ2022
で見事、金賞を受賞。
地域特性を活かしたク
ラフトビールがトレンデ
ィーですが、ヒガムコさ
んでは千葉県鋸南町の醸
造元と研究開発をした
「珈琲ビール」は水出し
珈琲の豆から生み出されたもので、ビー
ルの味わいと珈琲の香ばしいアロマが拡
がる味わい深い仕上がりになりました。
発想から３年、研究試行錯誤を重ねて完
成しました。
コロナ禍でアルコールは厳しい制限が
あり、お店に置くのは少し先になりそう
ですが、初出品で初優勝をした珈琲ビー
ル、今度は日本一に挑戦です。
■墨田区東向島1-34-7 3612-4178
■営業時間／８時半～16時
■定休日／水曜日・第２・第４火曜日

情 報 広 場
◎
「大沢家三代展／三之助・昌介・泰夫」
-絵画会期／４月11日
（月）
～23日
（土）
◎
「関 夏夫展」
-絵画、
他会期／４月27日
（水）
～５月７日
（土）
◎
「近藤克美展」
-絵画会期／５月11日
（水）
～18日
（水）
◎
「ＩＲＩＳ展」
-チョークアート会期／５月20日
（金）
～24日
（火）
＊初日13時～、
平日18時迄
◎
「高下せい子 義人 二人点」
-絵画会期／４月27日
（金）
～６月５日
（日）
◎
「河瀬和世」
展 -和紙コラージュ会期／６月11日
（土）
～18日
（土）
◎
「根木 悟展」
-絵画、
他会期／６月20日
（月）
～28日
（火）
■会場／ギャラリー アビアント
■住所／墨田区吾妻橋1-23-10 1階
3621-0278

◆江戸野菜 寺島ナスの苗の販売

すみだで江戸野菜寺島ナスを育てましょう！
■販売日時／５月１日
（日）10時～15時
※無くなり次第終了です。
■販売場所／東京スカイツリーライン
東向島高架下 スポーツジムの東先
■販売価格／１株350円、
３株 1,000円
育て方の説明をします。
■問合せ／090-3222-2688
（牛久）
■主催／たもんじ交流農園

★Avenueプレゼント

林家あんこ独演会（４ページ広告参照）のチケッ
トを５名様に抽選でプレゼント!! はがき又はメ
ールで４月15日迄にお申し込みください。
■Avenue編集室
〒131-0031 墨田区墨田5-14-9-502
メール／avenue@bell.ocn.ne.jp

レッスン動画の公開

1985年、相撲の聖地国技館が両国に戻
って来た事を祝賀して開催。以後早春の
すみだの名物となっている～国技館5000
人の第九コンサート～がコロナ禍により
３年連続の中止となってしまいました。
出演を楽しみにしてきた方の練習と歌
唱力の向上と多くの方に合唱の醍醐味を
知って頂く「誰でも、いつでも、どこで
も視聴が可能」のレッスン動画が関係者
の力で完成しました。
発声発音練習から始まり、全体練習、
パート別練習に分けた構成になって、解
説の字幕も付き、楽しく練習が出来ます。
一人でも多くの方に～国技館5000人の
第九コンサート～を身近に感じ、歌う喜
びを分かち合いコンサート再開までの期
間を充実して過ごし楽しみに待って貰い
たいとの強い想いで作られたレッスン動
画です。
■http://www.5000dai9.jp
■文化芸術振興課文化行事担当
5608-6180

宵湖舎
作家さん達の雑貨市

■～5月25日(水) 9時～18時 日曜休み
Avenueのばらちゃんの作
家野本郁栄さんが、ご主人
と展開をする業平公園前の
小さなアトリエ｢Yoikosha｣
で、作家さんによる楽しい
雑貨小物市を開催。
イクエさんは点字用紙の
耳を使ったマージナルアートの考案者で、
たくさんの作品を発表しクラフト展で入
賞のアーティストです。度々ワークショ
ップを開催、子ども達が自由に絵を描く
マキマキこまは大人気に。手作りのブロ
ーチや小物をイベントて紹介したりしな
がらものづくりの楽しさを満喫がコロナ
禍で子ども達の笑顔、交流の場が無くな
り、なんかもの足りない日々に、イベン
トで知りあった作家さんたちの作品の展
示販売を通して、地域小さな灯をともし
たいと提案、８人の協力で開催する展示
販売会をお楽しみ下さい。
Avenueとは深いしがら
みの島田純子も素人なが
らハワイアンリボンのマ
スク掛け、ストラップを
展示販売します。
■墨田区業平2-6-8
3622-6342

お引越ならハトのマークへ!! 新鮮な魚、肉、野菜を炭火焼で！
雷門
「Avenueを見ました!!」で 20％OFF
家具の移動
営業スタッフ・ドライバー募集中
不用品の引取
お気軽にお問い合わせ下さい
生前整理・遺品整理
マンション内の引越しなど、
なんでもご相談下さい。

和食の肴と日本酒多数
取り揃えております。

※運賃及び作業費が対象となります。

テイクアウトランチが大人気!!

（ランチビール300円！）

料金はお問い合せ下さい。

ハトのマークの引越センター
引越専門協同組合 墨田センター
東京都墨田区墨田4-5-1
FAX:0120-80-1986
ケータイ・PHS・OK

フリーダイヤル

●広告の内容およびサービスは、当センターのみに限らせていただきます。

0120-07-8019

席数／１階カウンター６席

２階45席

台東区雷門2-18-13 5830-7611 URL／sen-asakusa.com 年中無休
11時～21時

※コロナ騒動で営業時間の変更もあります。ご確認ください。

◆インフォメーション広場の掲載料は有料です。サークル等3,000円、ビジネス5,000円。掲載基準がございます。

すみだの様々な場でご活躍の皆様からのメッセージ
＜トリビアすみだの歴史!!を探ろう＞

＜ご挨拶＞

＜対立は悪いことばかりではない＞

◎江戸の時代の隅田川両岸往来
～橋と渡しの物語(下)～
江戸時代、隅田川に５つしかなかっ
た橋の代わりに多くの町民たちの足とな
ったのが「渡し」で、その歴史は橋より
古く、記録も定かではありません。墨田
区だけでも北から｢水神の渡し｣｢橋場の渡し｣｢寺島の渡
し｣｢竹屋の渡し｣｢山の宿の渡し｣｢竹町の渡し｣｢駒形の渡
し｣｢御厩河岸の渡し｣｢冨士見の渡し｣などが、対岸を往
復していました。渡しの始まりは、平安初期の835(承和
２)年の太政官符に記録がある橋場の渡しです。今の白
鬚橋辺りから北に隅田宿という宿場町が発展していて対
岸の石島神社辺りを往復していました。広重の江戸名所
百景の１枚「墨田河橋場の渡しかわら竈」にも描かれて
いますが、1914(大正３)年に白鬚橋が架橋された数年後
に長い歴史に幕を閉じます。また、名前の由来が面白い
のが「竹屋の渡し」。三囲神社の鳥居下と浅草の山谷堀
入口待乳山下を往復していた渡しで、その由来は、幕末
に台東区側の山谷堀に船宿「竹屋」があり、三囲神社側
の墨堤には「都鳥」という掛茶屋があって、墨堤から西
岸に渡りたい客がいると、都鳥の女将が対岸に向かって
「竹やー」と呼ぶ、その美声が江戸市民の評判になり、
「竹屋の渡し」と呼ばれるようになったといいます。浮
世絵などに描かれた渡しを探してみると、広重の江戸名
所百景の１枚「隅田川水神の森真崎」には水神(隅田川
神社)の鳥居の向こうに水神の渡しがみえます。北斎の
富嶽三十六景のうち「御厩河岸より両国橋夕陽見」では
渡し舟に乗る人の人生模様が垣間見え、人々の生活と斬
っても切れない存在だったことがわかります。 高野祐次

春風のさわやかな季節を迎え、春の気
配もようやく濃くなり、早いもので今年
も３か月余りが経過いたしました。しか
しながら、今年も年明けからオミクロン
株による新型コロナウイルス感染症拡大
に伴い東京都には１月21日よりまん延防
止等重点措置が発令され、経済活動の停滞による影響が
長期化し地域の事業者の皆様には、大変厳しい状態が続
いているものと思います。
このような状況のなか、前回ご紹介いたしました地域
事業者の皆様の応援企画である「ひがしんビジネスフェ
ア2021オンライン」は２月14日をもって無事に終了する
ことができました。本フェアは３か月間で約１万４千名
にご利用いただき、閲覧数も約11万件に上る成果を収め
ることができました。これもひとえに、皆様のご協力の
賜物であり,深く感謝を申し上げます。また、本フェア
内に掲示し、ご好評をいただいておりました、飲食店の
応援企画「ご近所さんいらっしゃい」は、支援継続のた
めリニューアルを行い当金庫ホームページより閲覧でき
るよう現在調整しております。準備が整い次第、改めて
当金庫ホームページ等でお知らせいたしますのでよろし
くお願いいたします。
これからも当金庫は、地域経済の安定に貢献できるよ
う、金融・本業支援などの各種支援を通じて「夢を夢で
終わらせない信用金庫」として、地域の皆様に寄り添い
ながら、多様化する皆様の課題解決に向けて支援し、持
続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。今
後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心からお願い申
し上げます。
東京東信用金庫理事長 中田清史

教育関係者の皆さんとオランダに教育
現場の視察に行き、さまざまな人種や宗
教、文化を持つ人達が入り混じるヨーロ
ッパは、日本よりも多様性に溢れている
反面、多くの対立が起こりやすい環境で
す。同時にオランダは世界一こどもの幸
福度が高い国として知られています。
そんなオランダには「ピースフルスクール・プログラ
ム」というプログラムがあります。一人ひとりが主体的
に平和に学校生活を送ることを学ぶプログラムです。対
立を起こさない考え方や生活の仕方を教えるのではなく、
「対立（コンフリクト）は悪いことではない」と明文化
されています。「対立した時にどう解決するかが大切な
のだ」と。こどもたちは学校生活や遊びの中でたくさん
の対立を経験します。その対立を大人が取り除き、対立
をさせないことではなく、こどもたちが対立を乗り越え
る経験を通して多くのことを学ぶという考え方です。
日本の教育現場を見ると、失敗や対立を起こさないよ
うに、大人がこどもたちの行動を制限することが頻繁に
行われています。「この子とこの子は相性が悪いから関
わらせないように」「この遊びはケガをしそうだから禁
止しよう」「ゲームは静かで問題も起こさないからやら
せておこう」そうやって舗装された道路を失敗なく歩く
こどもたちに成長はあるのでしょうか？ 石ころだらけ
で草がボーボー生えている道は、こどもたちにとっては
宝の山です。時につまずいて転んだり、寄り道したりし
ながら自分だけの道を見つけていく。こどもたちがたく
さんの挑戦と失敗を通じて成長していけるような社会に
していきたいですね。
ＣＦＡ Ｋｉｄｓ 中山勇魚

企画展

北斎 花らんまん

すみだ北斎美術館では、花競う春を楽しむために、葛
飾北斎の作品を中心に四季の花の絵が心を和ませます。
第一章、「春の到来 早春の花々」からスタート。新
春を寿ぐ存斎光一の「花咲か爺さん」は桜では無く梅の
花だったそうです。そして爛漫と咲く桜、牡丹、朝顔、
桔梗、椿と一年を通して、35種約100点の美しい花の姿
を愛でる事ができます。北斎の「牡丹に胡蝶」は必見の
逸品で、風に揺れる牡丹と蝶の姿が繊細な筆で描かれて
はっとする美しさです。第四章は「暮らしを彩る花の衣
装」では着物や道具に描かれた花々や北斎がデザインし
た小紋染めの模様を収めた図案集も素晴らしく、花を愛
し続ける人々の心意気が伝わります。
４階の常設展では、全長７メートルの「隅田川両岸景
色図巻(複製画)」と北斎漫画を展示、世界の北斎を改め
て感じる絶好の機会です。
■期間／～５月22日(日) ■休館日／毎週月曜日
前期は4/17日(日)迄、後期は19日(火)～5/22日(日)
■開館時間／９時半～17時半(入館は17時迄)
■観覧料／一般1,000円、65歳以上700円
■住所／墨田区亀沢2-7-2 6659-8991
■http://hokusai-museum.jp/

・
川柳の 話題が消える 現世かな
・科学進歩 精神 進歩は 追いつけず
・「露」
のしぐさ いい加減にて 露と消え
・近代戦 コロナ、ミサイルで 短期戦
・
今戦争 勝っ
ても負けても 大損害
コロナ戦争 次は何
・アッ地震
ろ

!!

つゆ

黄昏呑兵衛又継 直井高一郎作
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!!

!!
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子ども達の絵で
囲まれる建設現場！

立川４丁目の下水処理場跡に、10年計画で2030年に完
成予定の三之橋雨水調整池工事が進んでいます。墨田の
南北を貫通する大通りは北部地域は水戸街道、南部地域
は三つ目通りと呼ばれ区の幹線通りで、建設現場は高速
道路をくぐって少し南に位置します。地球温暖化の影響
で集中豪雨の懸念が大きくなり、深さ37ｍ、56ｍ×28ｍ
の大きな雨水調整池の必要性を強く感じる昨今です。
長期に渡る大工事で建設現場は無機質
の白い壁に囲われており、立川三丁目町
会長の阿部修三さん(写真)を初め地元育
成委員会が下水道局に工事中の壁面に
「学区域の子ども達の絵を飾って欲し
い」の願いが叶い、立派なパネル展示が
実現した上に絵を見易いようにとLED照明まで付き、夜
道の安全にも大きな貢献になり
ました。たくさんの絵は子ども
達の励みと、通行する人達にも
喜ばれ眺めながら歩ける憩いの
ひと時となりました。

Avenue 折り込み販売所様
東向島 東京・毎日新聞販売店
東向島5-13-11

3612-0974

押上あずま 東 京 新 聞 販 売 店
立花1-23-2-105 3623-4239

産経新聞

本所吾妻橋専売所

本所1-18-2

3623-4239

本

所 東京／朝日新聞販売店

向

島 東京／朝日新聞販売店

両

国東 京 新 聞 販 売 店

本所1-25-4
押上2-10-3

立川3-12-4

3622-4461
6672-8892

6659-6105

産経新聞

向島専売所

産経新聞

吾嬬専売所

東向島6-60-2
八広2-54-4

3612-7435

3612-3433

災害支援リヤカー型移動図書館

北斎丸

産学官が連携、すみだの技術を
結集して電気自動車「 H O H U S A I
号」が2009年に完成。製作に関わ
ったメンバーがすみだ新製品開発
プロジェクト「S S K P」<会長 鈴
木良昇さん>を立ち上げ、S D G s
の視点を軸に環境に配慮し、社会
的課題を解決する｢移動図書館 北斎丸｣が誕生しました｡
平常時は移動図書館、発災時は被災者の支援に活躍し
ます。リヤカーを改良した可愛い図書館は本の貸し出し、
紙芝居や読み聞かせの交流のイベント等で喜ばれていま
す。災害時はソーラパネル、蓄電池、U S B 充電器、夜間
照明，携帯トイレ、殺菌装置(マスク等)を揃えて頼もし
い存在になり、夢と期待が膨らみます。
本は図書館流通センターの協力で絵本、
実用書など100冊を揃え、貸し出し期間
は１ヶ月、お近く返還場所に返却するシ
ステムです。既にご希望のイベント会場
に出張して大好評です。事務局プロダク
トデザイナーの松本正毅さん(写真)の地
道な努力も推進力の一つです。貸し出しのご希望があり
ましたらご連絡を。詳細のご説明をします。
※「すみだの力応援助成事業」に採択を
されました。
■お問合せ／松本デザイン機構 (有)
3624-9542

春号の編集室だより
寒さの厳しかった冬も、思いのほか春の訪
れが早く花の咲き乱れる季節なりました。
新型コロナウイルスのオミクロン株による
感染防止のための「蔓延防止期間」は解除を
されましたが、収束宣言はもう少し先になる
のでしょうか。
いたずらに恐れてばかりでは社会生活が成
り立たないので、正しく恐れ、社会生活の軌
道修正を一日も早くするために知恵を絞って
取組むことが大切です。
コロナで脅かされている不確定な世の中で
勃発したロシアのウクライナ侵攻。世界中の
人が怒り嘆き呆然とするばかりですが自然災
害は防ぎきれない事が多いのですから、せめ
て、人の手による戦争だけは人間の叡智を結
集して一日も早く収束をする事を望みます。
爆撃で破壊されたまちを逃げ惑うウクライ

ナの人の姿には怒りを通り越して平和を願こ
との難しさに慄然とします。
さて、Avenue春号はすみだの春の明るい楽
しい記事のお届けです。
区内の様々な地域で子ども達の未来を一緒
に作る活動をされている方の輝く笑顔、子ど
も達のいきいきとした様子には、ついつい
「最近の子どもは…｣、｢若者は…」とマイナ
ス思考を振りかざす世評は大人の間違いと、
強く反発したくなります。
今後の日本の将来への見方をひっくり返し
てくれ事は間違いなしと思います。
記事には間に合いませんでしたが千葉大学
の合同卒業研究・制作展も見学して、すみだ
に大学が来た喜びを改めて感じました。
さぁ～、スタートの春!! 元気に一歩進み
ましょう!!

スパニッシュギターユニット
DON ALMAS
桜 庭 伸 弘
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271号で曳舟文化セン
ターのリニューアルをご
紹介しましたが詳細の続
報です。
約１年を掛けて内部の
大改修を終えて、１月４
日にオープンしました。
ロビーは、明るくゆったり、受付の雰
囲気も一新。ホールのホワイエも壁面を
飾る大きな浮世絵の立体陶画以外は様変
わりして素敵な空間になりました。
トイレは全面改修して最新式に。男性
用トイレにもオムツ替え用ベッドが用意
され、男性の育児参加に対応しています。
ミルク用給湯器のある授乳室は会場使
用者限定では無く利用できます。
ホールは天井、絨毯、椅子も新しくな
り座り心地も良く各種のステージを楽し
める配慮をされています。お馴染みの緞
帳はそのまま。楽屋は３室付いています。
２階のレクレーションホールの２室は
仕切りを除けば１室として多人数での利
用が可能で会議やパーティ等に最適です
が楽器等の使用は不可です。
会議室２室あり、セミナー、楽屋とし
ての利用も可能で使い勝手抜群に。

３階は和室、茶室が有
り日本庭園も風情が有り、 ４
和室はヨガやお茶会、和
装教室等にも最適です。

民間企業の運営

指定管理制度を導入し、
全国54ヶ所のホールや公共施設の運営の
実績を持つ「(株)ケイミックスパブリッ
クビジネス」が担います。
すみだらしい優しい手の届きやすい文
化施設として、子ども向けのイベントを 10
増やし、リニューアルを機により一層、
地域文化の拠点として愛用されるホール
を目指したいとの抱負です。
■予約・料金
・ホール／１年前、
レクホール／６ヶ
月前、その他／３
ヶ月前の月初の平
日に抽選
抽選会に参加しない場合は抽選日翌日
28
から、受付開始。利用状況を開示
平日と土日祝日の時間帯で料金が異な
ります。詳細はお問合せ下さい
別途付帯料金が相応に必要です。
・料金は予約日を含めて８日以内に受付
で現金のみの支払い
272
・キャンセル等は規定を遵守
■住所／墨田区京島1-38-11
東武・京成線 曳舟駅至近
■電話／03-3616-3951

焼き菓子＆カフェ

pipoca

東京都墨田区墨田５
14
９
502
-
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オーナー 荘司美幸さん（右）
店長 長谷川知子さん（左）
2021年12月にオープンした手
作りスイーツ（マフィン・スコ
ーン・キッシュ・アップルパ
イ・チーズケーキ等）絶品の焼
き菓子、国産有機トウモロコシを使ったポップコーン、
ハンドドリップで入れるコーヒー、紅茶、カフェインレ
スコーヒーや和紅茶等一味違うホッと一息のお店です。
ビール、ジュースもあります。
モーニングセット(８時半～10
時)はマフィンかキッシュに豆乳
マヨネーズのポテトサラダ、グリ
ーンサラダとコーヒー又は紅茶で
600円、ランチセット(11時半～14
時半は特性ミートソーススパゲテ
ィ、グリーンサラダ、コーヒー又
は紅茶で1,100円。本日のケーキセットはケーキとお好
みのドリンクで950円。古材をフル活用したオシャレな
店内、カウンターや椅子も歴史を感じさせるもので埋め
尽くされています。幸せをよぶエジプトのナイル川の守
り神“青いカバ”をイメージしたシンボルカラーにも、
みんなの幸せを願う心が伝わります。荘司さんは食の安
全にこだわり、店舗経営と同時進行でセミナーを開催し
たりの実践を積み重ね、長谷川店長、スタッフの阿吽の
呼吸で穏やかなティータイムを楽しめます。
◆住所／墨田区京島1-23-9 3613-7539
（ひきふね図書館前を通り、京島一郵便局隣）
◆営業時間／８時～17時 ◆定休日／月曜日・祝祭日
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として大切にされています。
僕にとっての「桜」の思い出
は、今も心の中で少し寂しいメ
ロディーで聞こえてきます。
埼玉県で過ごした幼少時代に
会社が倒産してしまい「単身赴
任でうちのお父さん今いないんだ」そう
友達に言いながら、仕事だからしょうが
ないと自分にも言い聞かせて。でも実際
は離婚ギリギリの別居状態。それでも父
のいない６年間という歳月は、父と母の
氷の壁を少しずつ溶かして、まさに冬か
ら春へと移り変わり、僕の小学校卒業を
機に父のいる群馬県へ引っ越して、また
一緒に暮らす事になりました。
嬉しい反面、仲の良かった友達たちと
の別れ、もちろん好きな女の子もいまし
たし、そんな寂しい春の思い出もやがて
音楽という形でドンアルマスの曲に変わ
っていきました。
桜、梅、桃、李、それぞれの個性を輝
かせながら、人生を自分らしく生きる事
は、本当に幸せな事です。それが出来る
のは､春というこの風景で感じる｢平和｣
が必要なんだと心の底から感じています。
世界中の桜梅桃李の人生が友情を結び
尊重し合い、語り合い、人類の宝物を守
って行けるように、切に願います。

曳舟文化センター （続き）
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暖かく、穏やかな陽気に包ま
れて、気持ちも明るくなる春。
鳥たちも虫たちも皆、春の到来
を喜び、歌っているようです。
春夏秋冬、日本の素晴らしい
風景、風土の中で過去数千年に
渡って、春から冬、冬から秋へと戻った
事は一度もありません。この不思議なる
季節の流れの中で、劇的な変化を感じる
のは、冬から春ではないでしょうか。
色を無くした世界から、一斉に咲き香
る花々が別世界に変えてくれる。しかも
春一番という風の嵐まで演出して。
大自然が織り成す壮大な芸術作品の中
で、私たちの心もまた、それぞれの人生
で思い出と言う大切な場面に、鮮やかな
色を添えてくれていると思います。
春、夏、秋、冬、季節の歌は多い。そ
の中でも、春の歌がいちばん多いそうで
す。出会いと別れの季節である事も大き
いかもしれませんが、きっと冬から春へ
の解放感は小鳥たちだけではなく、人の
心もまた、歌を口ずさみたくなる、そん
な季節なのかもしれません。
桜並木を前に、そっと顔をあげて見る
と、桜の花もこちらを向いて微笑んでく
れています。桜は、平和という願いを込
めて世界中に植えられていて、友好の証

リニューアルオープン

２０２２年 月１日発行（年４回、7月・

Ａvenue紙上ミュージックコーナー
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