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佐原しずくちゃん（2021年10月18日生まれ）
大きなお口で周りの人に笑顔を届け、
お地蔵様フォルムで大人をメロメロ
にしています。

すみだ愛に溢れる人④

佐原まち子さん

医療福祉の分野でご活躍の佐原さんは、
お屋敷町育ちからご結婚を機に下町情緒
溢れる東向島へ。カルチャーショックも
その筈!!、嫁ぎ先は百花園の佐原亭。下
町文化人、地域功労者でもある義母洋子
さん、ご主人の滋元さんと下町の文化と人情が密集した
濃いまちのど真ん中でした。そんな中、仕事に深い理解
のあるご主人に支えられ、ご長男の産休明けから職場復
帰。天職であったソーシャルワーカーとして、病院勤務
や大学での講義を続けながら二男二女を育て、弱者の生
活面、精神面の見守りを担ってこられました。
2011年から日本ソーシャルワーカーの会長として全国
を飛び廻り４年間の任期をつとめ、2014年から一般社団
法人 ＷＩＴＨ医療福祉実践研究所を立ち上げて代表理
事に。人材研修、スキルアップ等後進の指導に専念され
ています。コロナ禍ではオンライン授業で全国からの参
加者が。格差社会で悩む人たちの医療・精神・生活支援
は重大な課題で担う人材の育成は急務です。
４人のお子様を育て７人の孫に恵まれ、お休みは百花
亭のお手伝い、趣味の絵画鑑賞、演劇鑑賞も楽しまれる
激務の中でも寸暇を惜しむ充実の日々です。年末からは
民生委員に選任され、地域福祉の頼もしい担い手の活躍
が期待されます。

井上雅雄さん

菊川にお住まいの井上さんは墨田区太
鼓連盟の育ての親です。
地域の子ども達にお祭り太鼓を打たせ
たいと菊一太鼓を結成、小中学生に太鼓
の楽しさを教え、中学校卒業でも太鼓か
ら離れたくない高校生やＯＢ、太鼓好きの熱意により紅
林太鼓が生まれました。水色の半纏の菊一太鼓、ピンク
の半纏の紅林太鼓はすみだの様々なイベントに出演、そ
の迫力ある太鼓演奏はいつも人垣が出来る人気です。地
域の氏神様でもある亀戸天神社でも新年初打ちを初め、
折に触れて勇壮な太鼓演奏を披露しています。カナダ
バンクーバーでの演奏は現地の日本人の大絶賛だったそ
うです。その活動の一端がパリ７区と墨田区の姉妹都市
協定に繋がり、エッフェル塔と東京スカイツリー、塔の
ある都市の友情が誕生しました。その間の一民間人とし
てのご苦労は筆舌に尽くせない様でした。ご家業のプラ
スチック成型加工のお仕事も隆盛で、墨田区の異業種交
流にも積極的に関わられ、ものづくりフェアの実行委員
長としてご活躍。所属するグループ“ＮＯＶＡ90”では
すみだらしい新製品開発にも力を注いで来ました。プラ
スチック成型・加工のご本業は、メイン取引先との諸事
情も勘案して閉鎖。跡地は大きなマンションに。

菊地智美さん

堤通りに生まれ育ち、小中高校を含め
墨田区以外に暮らした事のない生粋すみ
だ人です。
2020年に後継者として橋梁や高速道路
のジョイント(道路橋梁用伸縮継手装置)
の開発製造・設置とメンテナンスの会社の日本橋梁工業
株式会社の代表取締役に就任。入社時からいずれ会社を
継ぐべき覚悟を持つ日々で、墨田区の事業後継者養成塾
「フロンティアすみだ塾」の４期生として入塾を。事業
承継、企業経営、組織のトップの責任についての学びと
訓練と貴重な仲間を得て卒業。卒業３年後にすみだ塾の
会長の重責を。東京東信用金庫の若手経営者の会「ラパ
ン」の会長をつとめ若手経営者270社を取りまとめて多
くの経験を積まれました。現在は向島交通安全協会の副
会長、女性部会長として、区内の交通安全、女性目線で
の地域の課題に取組むお立場です。
ご本業は男性が99％を占める業界、事故や災害対応の
ために24時間緊張を強いられ即対応の厳しいお仕事です
が、先代社長の父上から「もう、任せて大丈夫だね!!」
とのお墨付きを早々に頂き、すみだ塾、ラパンの会で学
んだ貴重な体験が会社経営に大きな力となったと実感さ
れています。趣味は広いゴルフ場で思いっきりのショッ
トと美味しいお料理を楽しむ事とか。

瀧口雅仁さん

瀧口さんは落語好きが高じて、東向島
の鳩の街商店街の出口(堤通側)の一角に
４年前“向島 墨亭”を開亭。自宅隣の
薬屋さんだった古～い空家を購入、購入
額の数倍を掛けて、昭和の面影の外観を
残して内部を完璧耐震化、２階を寄席に。ご本業は演芸
評論家、演芸プロデュース、２大学の講師と沢山の顔を
持っています。お生まれは両国で三鷹市で育ち2002年に
墨田区に戻り、区内の特に大好きだった永井荷風の小説
の舞台となった地域を散策、下町回帰への強い想い、子
どもの頃から好きだった落語を下町すみだで復活をさせ
たいとの意気込みが、小ぶりながらも名人も出演を望む
落語好きの聖地になっています。休日は朝席、昼席、夜
席を開き、若手噺家の修業の場、真打師匠の挑戦の場と
して落語好きの通人の垂涎の寄席でもあります。毎回、
出演者の人となりの紹介文はさすが演劇評論家の厳しく
温かい目で講評をされ、出演者には嬉しい激励の言葉で
す。若い噺家の精進して成長する姿が何よりもの楽しみ
と笑顔です。
■オフィスぼんが（墨田区東向島1-10-20）
■問合せ･予約／080-1327-5615 ticketbon@yahoo.co.jp
入場料は出演者によって異なります。

ＦＢでいつも、素晴らしい写真をＵＰ
してる森さんに是非、お会いしたいと…
と願って実現しました。
なんと、85歳の素敵な方でびっくり。
25歳でご結婚を機にすみだに60年。50歳
でご主人がご逝去、子育ても終え、独り立ちのためにパ
ソコンを独学で学び１回で資格を取得、税理士事務所で
67歳迄お仕事を。カメラとの出会いは高校生の時から。
東京スカイツリー開業の際にＮＨＫの密着取材を受けま
した。ご自身の戦争体験と平和の象徴の東京スカイツリ
ーの浅からぬ縁を強く感じスカイツリー建設時から日々
美しい姿を撮影。ブログも20年前から始めネット時代の
魁を。2年前の闘病中に墨田区のフォトコンクール出展
のお話を頂き、見事最優秀賞に輝き、墨田区のフォトグ
ラファーの任命を受けましたが、コロナ禍で技を発揮す
る場が少なくなってもスカイツリー、道端の花、イベン
ト風景等を撮影、墨田区の魅力を発信続けています。コ
ロナ前は清風園発行の「あづまの森だより」の写真撮影
も担当。今は業平のびりーぶスタジオの演奏会写真撮影
を任され一流の演奏家の最高の一瞬をカメラに収め交流
も拡がり楽しい充実の毎日を。重いカメラを持って１万
歩の撮影散策、ご子息との２世帯住宅ですが、ご自身の
事は全てなさる全てが見本となる素晴らしい姿です。

小林亮太さん

墨田区東部の立花で４代、100年続く
鋳物工場、東日本金属(株)の４代目とな
る小林さんは初代の曽祖父、祖父、父、
ご本人と脈々と地域貢献を重ねて地域で
愛されるご一家です。
亮太さんは20歳の時に入社、鋳物の技を祖父の最後の
弟子として直接に指導、伝授を受けて修業し、その技術
は高い評価を得て若い社員に伝わり会社の益々の繁栄に
繋がってっています。製品は多岐にわたり各種建築金物、
箸置き等の小物、重要文化財の鋳物復元等の依頼も抜群
の技術力の高さからでしょう。
小林さんもフロンティアすみだ塾で学び、菊地智美さ
んの後輩にあたります。14期・15期と代表もつとめられ
ました。すみだ塾の結束は堅固で次世代のすみだの経営
者が次々と育つ人材の宝庫のようです。
祖父の容三さんは墨田区の少年サッカーの育ての親で、
ご子息は立花サッカークラブのメンバーとして今年の関
東大会に出場を。朝晩の父子ランニングで身体を鍛える
スポーツ一家です。ＰＴＡ活動はお忙しく関われません
でしたが、３人のお子さんの父親として立花吾嬬の森小
学校のＰＴＡ本部役員として参画を。一族の皆様は穏や
かで温かい方ばかりです。これもＤＮＡでしょう。

hair & esthetic

新鮮素材
炭火焼き

雷門

Zipangu

森 きよ江さん

和食の肴と日本酒多数取り揃えております。

本店営業時間

■ 押上

平 日 am10:00 ～ｐｍ7:30
土 am 9:00 ～ｐｍ6:00
日･祝 am 9:00 ～ｐｍ5:30

（営業時間は店舗ごとで変わります）

★ご予約優先★

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

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
平 日 16：00～23：00
土 12：00～23：00
日・祝 12：00～22：00

◆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。

年中無休

◆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）

AVENUE INFORMATION
コロナ騒動もソロソロ収束傾向になり、
ほっと一息ですが、まだまだ油断出来な
いので、心してイベントにご参加下さい。

◎ランチ＆スペシャルコンサート
高橋裕希子＆佐藤慶子デュオコンサート

～山中館長リクェストにより
テーマは “泣けるコンサート”～
■日時／７月９日
（土） 12時～13時 ランチタイム
13時～コンサート
■出演／高橋裕希子
（ピアノ）
、
佐藤慶子
（ヴァイオリン）
■曲目／愛のよろこび、愛の悲しみ
ピアノソナタ
「月光」
他
■チケット／全席自由
（ランチ・税込）
■定員／120名 要予約

◎夏休み親子コンサート
♪ジャズ・マリンバなどの打楽器コンサート♪

■日時／８月６日
（土） 11時 開演
12時半～ ランチタイム
■出演／Canticum
（カンティクム）
桐朋大学出身のジャンベ（アフリカ生まれの太
鼓）
をメインに演奏のパーカッショングループ
■曲目／道化師のギャロップ、サークルオブライフ他
■チケット／大人800円、
子ども500円（ランチ・税込）
３歳未満は無料 全席自由席
■定員／90名 要予約
■会場／本所地域プラザBIG SHIP
本所1-13-4 6658-4601

◆駿河屋からのお知らせ

◎住宅、
不動産のご相談随時受付中

物件のお決まりの方、これから物件探しの方、新
築・リノベーション等、住まい作りの素朴な疑問や
ご相談をお待ちしています。

発車 オーライ!!

◆親子空手教室 練習生募集中！

子供から大人まで無理なく始められます！
初心者を対象に親切・丁寧に指導！
■日時／日曜日10:00～11:30、
土曜日18:30～20:00等
■場所／みどりコミュニティーセンター
■対象／小学生以上・初心者 ※未就学児は保護者同伴

消費税インボイス制度説明会

すみだの子ども達に遊びを通して物つくりの楽
しさを伝えるあそび大学の夏休み特別版として、
期間限定の「子どもの国」を “建国” します。
子どもたちが考えたルールのもと、子どもたち
が国を運営。国民になって働いて、国で使える通
貨
（お金）
を稼いで、その通貨を使ってあそんだり、
買い物をしたり、自分のお店づくりに挑戦したり
と、子ども国民として自由に過ごせます。
■期間／８月24日
（水）
～27日
（土）
９時～16時半
（受付は15時半迄）
■対象／小学１～６年 ■参加費／無料
■会場／千葉大学墨田サテライトキャンパス
東京都墨田区文花1-19-1
■主催／特定非営利活動法人Chance For All
■申込み／https://forms.gle/Qfkac9vMYGhnNZUQ8

◆音を楽しむONGAKU会

歌わない、
吹かない それでも楽しい音の魅力
身の回りのものが楽しい音楽を奏でます!!
■日／８月20日
（土） 10時半～12時
■内容／面白い音や不思議な音を楽しんだり、楽
器を作ったり、ピアノ即興連弾、会場の
全員と楽しく合奏。
面白グッズの販売もあります。
■チケット／大人1,000円、小中高生500円、
未就学児無料
■会場／本所地域プラザ BIG SHIP４階ホール
■申込み／電話・fax 3610-2292
（口中）
■主催／NPO法人
「音」
を
「楽」
しむONGAKUの会

祝!! すみだトリフォニーホール開館25周年

錦糸町駅北口の貨物操車場が1966年に廃
止され、その後様々な再開発事業計画が検
討され、1997年にアルカタワーズ錦糸町と
して生まれ変わりました。それから25年！
すみだの玄関としての人気スポットです。
謡語り「隅田川」
25周年特別企画の一つとして、すみだゆ
かりの謡曲「隅田川」が上演されます。謡
曲 隅田川は「梅若伝説」として、能、義
太夫、浄瑠璃、歌舞伎だけではなくオペラ
にもなる名作で、平安時代、攫われたわが
子を尋ね探す母親の切ない情と、やっと、
手掛りを見つけたら息子の梅若丸は既に亡
くなり、手厚く葬ったすみたの人達の優し
さとその菩提を弔う感動的な物語です。梅
若丸終焉の地は梅若塚として木母寺(堤通
2-6-11)に建立、今も４月15日は梅若丸の
命日に法要が営まれています。
今回は杉信太郎(笛)､大倉源次郎(小鼓)､
柿原弘和(太鼓)、豊竹咲太夫(浄瑠璃)、鶴
沢燕三(三味線)、尾上菊之助(梅若丸の母)
という、人間国宝のお二方を含め豪華な出
演者で、見逃せない舞台です。
■日時／８月13日(土) 14時開場 15時開演
■全席指定 Ｓ席6,000円 Ａ席 5,000円

すみだ音楽大使

佐渡 裕さん

墨田区のフランチャイズオーケストラの
新日本フィルハーモニー交響楽団は1972年

お引越ならハトのマークへ!!
マンション内の引越しなど、
なんでもご相談下さい。

※運賃及び作業費が対象となります。

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

◆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。
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「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

に創立。1997年すみだトリフォニーホール
開館の1997年10月26日に小沢征爾さん指揮
による「マーラー 交響曲３番」ですみだ
デビューを。定期演奏会、音楽授業、鑑賞
教室、出前コンサート等を開催、「吾がま
ちのオーケストラ」として区民に愛されて
います。今年は楽団創立50周年、すみだト
リフォニーホール開館25周年を記念してす
みだの音楽大使として佐渡 裕さんが就任
を。佐渡さんは国際指揮者コンクールで優
勝、「レナード・バーンスタイル桂冠指揮
者」の称号を授与される世界的指揮者で新
日本フィルのミュージック・アドバイザー
も勤められ、音楽都市すみだの力強いリー
ダーとしてのご活躍が期待されています。
祝祭コンサート
①佐渡 裕×シエナ×新日本フィル
■日時／10月26日(水) 16時開演
開館記念日特別価格
全席指定3,000円 区民割･学割1,000円
②佐渡 裕×さだまさし×新日本フィル
×すみだの第九
■日時／10月29日(土)・30日(日)
15時開演
Ａ席6,000円 Ｂ席5,000円
★謡語り「隅田川」と②のコンサートとも
区民割3,500円 学割1,000円
※区内在住・在勤・在学限定
5608-1212
www.triphony.com

◆向島キラキラ橘商店街 京
(島３ - ７- 周辺 )

2023年10月１日から、消費税の仕入税
額控除の方式としてインボイス制度が始
まります。インボイス制度とは、複数税
率に対応したものとして開始される仕入
税額控除の方式です。
本所・向島税務署では事業者を対象と
してインボイス制度説明会を開催します。
参加希望の方は下記日程と会場を確認
して予約をしてください。
◎本所税務署 各回定員30名
８月22日(月) 14時～15時(中級)
９月５日(月) 14時～15時(初級)
９月８日(木) 15時半～16時(中級)
会場／本所法人会館(業平1-7-12)
◎向島税務署 各回定員20名
８月５日(金) 14時～15時(初級)
８月26日(金) 14時～15時(中級)
９月27日(火) 14時～15時(中級)
会場／向島法人会館(東向島2-8-5)
※初級は新規・免税事業者
中級は課税事業者向けの内容です。
※いずれも、申し込み順となります。
■問合せ・連絡先
・本所税務署 法人課税第一部門
3623-5171 内線313
・向島税務署 法人課税第一部門
3614-5231 内線3211
※代表電話にかけ自動音声案内２を選択
してください。

◆夏のあそび大学!!

月は 日�

墨田区観光協会で
は東京ソラマチの観
光案内所の閉鎖に伴
い、「迎える」⇒
「出迎える」ために、
東京東信用金庫、東京商工会議所墨田支
部の協賛により実現した、観光プロモー
ションカーを７月１日から運行します。
区内のイベント会場、観光施設、商業
施設等に出向き、観光案内、情報発信と
観光イベント等の相談窓口にもなります。
◎愛称大募集!!
北斎の浮世絵をモチーフにした落ち着
いたデザインのプロモーションカーの愛
称を募集。詳細は観光協会のＨＰを参照
してください。(７月中にＵＰ)
◎そよかぜ広場<隅田公園>でイベント!!
毎月第４日曜日にイベントを開催！
★７月31日(日)
そよかぜ映画上映会<要申込>
「神在月のこども」19時半～21時
★８月21日(日)
第一回寺島なすＮ１グランプリ
★９月19日(月･祝)
秋のそよかぜサンバ
※イベントにはキッチンカー、ワークシ
ョップ、観光プロモーションカー出店。
5608-6951 visit-sumida.jp

７・８・９月のご案内

☆開廊時間は11時～19時、
日曜、
最終日は17時迄
◎中佐藤 滋展<絵画>
■会期／７月１日
（金）
～10日
（日）
◎山根康壮展<絵画>
■会期／７月13日
（水）
～20日
（水）
◎ビートリックス・フアイフ展<絵画>
■会期／７月23日
（土）
～30日
（土）
◎佐藤あき子展<絵画・立体>
■会期／８月３日
（水）
～11日
（木・祝）
◎アビアント夏の蚤の市
（株）クサカベ（絵の具専門店）協賛、画材、作品、
画集等をサービス価格で販売
■会期／８月15日
（月）
～19日
（金）
◎さかな展<絵画・他>グループ展
■会期／９月１日
（木）
～８日
（木）
◎熟女展<絵画・立体>グループ展
■会期／９月12日
（月）
～21日
（水）
◎川村紗智子展<陶器>
■会期／９月24日
（土）
～10月３日
（月）
※夏休み／８月20日
（土）
～30日
（火）
■会場／ギャラリーアビアント
■住所／吾妻橋1-23-10-1階 3621-0278

◆毎月第４日曜日の７時� 時�

観光プロモーションカー

◆ギャラリー アビアント

■費用／入会金4,000円 月会費4,000円
親子で入会の場合、親は月会費が無料。兄弟姉
妹で入会の場合、月会費の割引あり。
■無料体験実施中。稽古日、無料体験、活動内容
の詳細はHPをご覧ください。
■柳心舘東京圏都市本部緑支部
https://www.rsk-karate.org/

◆キラキラ橘商店街朝市は開催いたします！

◆本所地域プラザBIG SHIP

実際のお家も見学できる「職人技完成見学会」
も定期的に開催しています。
■問合せ／
（株）
駿河屋（向島1-24-6）
0120-124-029
（奥山・雪村）
info3＠surugaya-life.jp

情 報 広 場

すみだの様々な場でご活躍の皆様からのメッセージ

◆中止のお知らせ

＜チャリティ朝顔市開催＞

＜知って得する税情報＞

◎地名が語るすみだの歴史～本所区編(上)～
昭和22(1947)年に本所区と向島区が統
合して誕生した墨田区には様々な地名、
町名が残っています。そのどれを見ても、
面白く興味深い歴史と物語があり、今も
公共施設などにその名を留めているもの
があります。これらを３回にわたり紹介します。
まず、本所という名前です。江戸の初期、隅田川から
東側は下総国葛飾郡でした。明暦の大火後の万治３
(1660)年頃に架けられた両国橋は、武蔵国と下総国を結
ぶ意味で名付けられ、こちら側は下総国で本所は、葛飾
郡西葛西領本庄に。それが天和３(1683)年、本庄一円が
武家屋敷も町屋も御用地となり、５年後の元禄元(1688)
年に再び戻ることにより、本庄が本の所へ帰ることを祝
って「本所」となり、これを機に武蔵国となりました。
明治11(1878)年、東京府15区の一つとして本所区が設
置され、この時の60余りの町名の中で、今も住居表示に
残っているのが、千歳、菊川、錦糸、太平、緑、亀沢、
横網、石原、業平、押上です。｢千歳町」と隣接してい
た「相生町｣(昭和初期に消滅)は、縁結びや長寿の象徴
である相生の松からきていて、七五三の千歳飴の袋に長
寿の老夫婦と一緒に描かれています。｢亀沢町」の名は、
来年生誕200年を迎える勝海舟の父小吉の兄、男谷精一
郎の屋敷(現在の両国公園辺り)にあった「亀沢の池」が
その由来です。両国橋の袂にあった「藤代町」は、毛利
藤左衛門が西葛西領猿江村を切り拓いた毛利新田が、享
保19(1734)年に江戸幕府から貯木場造成のため接収され、
代地として賜ったことから名付けられ、昭和の初めまで
残っていました。(次回へ続く)
高野祐次

令和４年３月21日に「まん延防止等重
点措置」が解除されました。
東京都でも新型コロナウイルスの感染
者数も減少傾向にあり、ようやく日本国
内の経済活動も徐々に活発になってきて
おります。
また、６月10日からは条件つきではありますが、およ
そ２年ぶりとなる外国人観光客の受け入れも再開され、
少しずつではありますが、地域の経済環境にも明るい兆
しが見えてくるようになりました。
そのような中、当金庫では毎年恒例となっている「チ
ャリティ朝顔市」を今年も感染対策を万全にして７月５
日(火)に完全予約販売で、本店・吾嬬支店・両国支店の
３店舗にて開催いたします。
こちらの収益金は例年、車椅子を購入
し社会福祉協議会に寄贈させていただい
ております。
朝顔の花言葉は「愛情」と「結束」で
す。当金庫はこれからも、地域に「愛
情」を注ぎ、金融支援・本業支援を通じ
て、「夢を夢で終わらせない信用金庫」
の存在を遺憾なく発揮し、役職員一同の
力を「結束」して、地域の皆様の課題解
決と地域経済発展に貢献すべく、積極的な活動に取り組
んでまいります。
今後とも変わらぬ皆様のご支援とご愛顧を賜りますよ
う、心からお願い申し上げます。

◎手書きの領収書も所定事項の記載が
あれば“適格”請求書
2023年10月１日から適格請求書等保存
方式(インボイス制度)が導入されます。
デジタル化社会の進展により適格請求
書の交付に代えて電磁的記録(電子イン
ボイス)を提供することができます。
インボイス制度導入後は一定の事項を記載していれば、
手書き領収書でも適格請求書として交付できます。また、
一定の事業の場合には記載事項が簡易な「適格簡易請求
書」の交付も認められます。
国税庁作成の「消費税の仕入れ税額控除制度における
適格請求書など保存方式に関するＱ＆Ａ」によると、
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番
号の明記
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産または役務内容(課税資
産の譲渡が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資
産の内容及び軽減対象資産の譲渡である旨の開示
④課税資産の譲渡等の税抜き価額または税込価額を税率
ごとに区分した合計金額および適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス制度では、適格請求書発行業者が、不特定
かつ多数の者に課税資産の譲渡を行う小売業、飲食店業、
タクシー業などの一定事業者には、適格請求書に代えて
「適格簡易請求書」を交付することができます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
税理士法人 京葉合同事務所 代表 斉藤和子

＜幸福なくして、教育なし！～こどものwell-being～＞

親(家庭)の責任」とする風潮が背景にあると言われてい
ます。たとえ成人したとしてもこどもが事件を起こすと
親の責任を問う声が上がり、マスコミが実家に押しかけ
たりしますが、これはおかしいことだと思います。こど
もの人生において家族の与える影響が大きいことは間違
いありませんが、こどもたちは社会の宝であり、見守り
育てる責任は地域や社会にもあるからです。
私は親の最も大切な役割は「こどもが幸福であること
を願うこと」と考えています。他の子と比べて焦った
り、こどもが望まない教育を押し付けるのではなく、我

街を歩いていると、「○歳までにやら
ないと一生身につきません！」「これか
らの時代○○のスキルが必須です！」
「早く始めないと、受験に間に合いませ
ん！」の習い事や塾の広告で、まるで
「こどもを教育せよ！」と脅されている
かのようです。
日本は諸外国の中でも教育の私費負担割合（家庭が教
育費を負担する割合）が高い国ですが、これは「教育は

令和 ３ 年度

東京東信用金庫理事長 中田清史

Ａｖｅｎｕｅ友の会 会員名簿

法 人 会 員
（株）正本総本店

野本 清勝様 NOMOTO印刷

個 人 会 員

河村 光雄様 俳人

北村嘉津美様 鐘ヶ淵町会会長

斉藤 和子様 （税）京葉合同事務所

羽田 福代様 区議会議員

高田

坂井 絋弥様 すみだカット倶楽部

中村美智子様

静様 ポピー

足立 憲陽様

鈴木 隆司様 寿々喜屋

廣寿司 小暮訓子様

内田 淳仁様 リスクサーベイ

佐怒賀健一様 京鷹 石原店

Ｋ２プロジェクト 小泉政子様

佐原 滋元様 向島百花園「茶亭さはら」

相楽 悦子様

井奈波康貴様 東向島珈琲店

岩田 道子様

口中 常嘉様 ＮＰＯ法人「音を楽しむ会」

山田

平野 守助様 （有）内房スバルソーイング 大阿久孝子様

（有）ジパングインターナショナル様

皆様のご支援に心から感謝を申し上げます。

なごみ亭 中村規実代様

昇様 人形焼き 山田家

全国冷え症研究所

山口 勝利様

お弁当のつるや 成島征一様

てーねん・どすこい倶楽部様

山本 峰雄様 馬刺し「居酒屋」

みこく湯

伊藤

Ｈ１すみだ様 墨田区異業種交流Ｇ

寺島・玉の井まちおこしの会様

鈴木美由紀様

国際ファッションセンター（株）様

末冨裕二様 すみここち代表

山口あい子様 向島法人会顧問

角田 妙子様 行政相談員

墨田創価学会様

東日本金属（株） こばけん様

樋口敏朗様

阿部 雅博様 和菓子処 みすヾ

こりこりアロマ整骨院 佐藤 誠様

加納

坂田静子様（我孫子市）

西村 孝幸様 小梅保育園

津村 和寿様
関根 昭夫様

林様

（一社）墨田区観光協会様

区議会議員 やまだいら

進様 区議会議員

ライオン運輸（株）

瀧澤 賢司様

吉岡商事（株）

吉岡 聖一様 （株）大松染工場 中條隆一様

福島 光子様 福島寝具店

丸源飲料工業（株）

阿部 貴明様 （一社）八広地域プラザ 吾嬬の里様

鈴木 良昇様 （株）墨田電材

（株）駿河屋

一桝 靖人様

東京商工会議所墨田支部様

黄昏呑兵衛又継 直井高一郎作

すみだのタウン情報紙「Avenue」 和カフェみづき 島田敏子様
に篤いご支援を賜りありがとうござい （株）山栄電工 山口良雄様
ます。おかげ様でAvenueは28年目を
ＩＤアーキテクツ（株） 伊藤ふみ子様
迎える事ができました。
ギャラリーアビアント 磯貝 延子様
広告ご協賛、「Avenue友の会」の
会員、読者の皆様に心から御礼を申し （有）堀内製作所 堀内京子様
上げます。
（株）サンコー 有薗順子様

が子が今も将来も幸せであることを願うこと。こどもた
ちが自ら成長していこうとする背中をそっと応援してあ
げること。それこそが他の誰にもできない、こどもにと
って最も大切な役割です。こどもは「将来の幸福のため
に、いま頑張る」ということはできません。なぜなら幸
福でない子は将来の幸福を想像できないからです。つま
り「今、幸福であること」は将来の幸福のために必要不
可欠なのです。忙しい日々の中ですが、今、目の前のお
子さんが幸せを感じているかどうか、ふりかえってみま
せんか。
ＣＦＡ Ｋｉｄｓ 中山勇魚

区 外 会 員

ＮＰＯ法人 スポーツ ドア あずま様

蓮見津多江様 オーナーズステージＨＴＭ

ＤＯＮ ＡＬＭＡＳ 桜庭伸弘様

大和 和道様 キラキラ橘銀座商店街事務局長

鈴木 和子様

杉並区

栄様

野田市

（株）アクセサリーマルタカ様

隅田つり鐘会 天霧智博様

田中 良茂様 ＭＡＴ音楽教室

（一社）本所地域プラザ BIG SHIP様

金子裕幸様 （株）金子製作所

小野内常子様

臼井 和紀様

春日部市

金子敦弘様 （株）金子製作所

半田 秀一様 半田酒店

岩上 洋子様

横浜市

金子正明様 （株）明 正

川西 朋子様

松村 行雄様

福島市

髙田 弘様 髙田運輸（株）

野本 和重様 十字屋

白川 文恵様

新宿区

表現スペース４ 永島千花子様

加藤まさゆき様 東京都議会議員

宮腰美世様（墨田）

千野美智子様 元墨田区議会議員

小田木工業（株） 小田木昭雄様

松居 令子様

Avenue編集員会

河野はなよ様 吾妻橋「和楽」

Tel.5631-9613 Fax.5631-9614

ちゃのま保育園

宮村 柚衣様

向島交通安全協会様
（株）凌雲ホールディング様
松谷和子様（広島市）
（有）昭和不動産

鈴木和昭様

（株）環境整備 廣田健司様

特 別 会 員

びり～ぶスタジオ 五十嵐佳寿江様

高野 祐次様 墨田区副区長

■ご入会・お申込は

墨田区墨田5-14-9-502
■お振込口座

すみだインターナショナル 荒川春子様

坂本康治様 アルカタワーズ代表取締役

佐藤 尚子様 （株）トロフィー佐藤

明治屋酒店 高野智仁様

小川道和様 デザイナー

岡本 和子様

東京東信用金庫 本所支店 普通 4493701

本田克美様（押上）

荘司美幸様 二階の食堂、PIPOKA

石井 敏子様 アート 石井代表

アベニューを支える会事務局 臼井裕司

◆
「Avenue友の会」へのご入会、お申込みは
（TEL.5631-9613・FAX.5631-9614）
へお願い致します。

!!

?!

!!

夏号の編集室だより

とも 宣子様 区議会議員

石川

東京東信用金庫様

・
今世紀 科学進歩で ドローンドロン
・
世界平和 狂っ
た欲望で 後ずさり
・
宇宙人
平和っ
て教えて 地球人
びと
・
マスク人 世界共通の ファッションへ
いくさ
・
平和ボケ 戦ボケより まだましか？

◆東墨田の吉岡商事 株
( 主)催のすみだ名物�洗剤まつり�が�今年もコロナの影響で開催を見合わせに�来年こそは実施できることを願�ています� ３６１６ ２-７７７



＜トリビアすみだの歴史!!を探ろう＞

明日の事は、何も判らない昨今
ですが、夢と希望は諦めず日々を
過ごしたいと思います。
夏号は「すみだ愛に溢れる人」
のご紹介です。素晴らしい方にお
会い出来る事は編集者としても嬉
しい限りです。
今号で「おうちごはんかるた」
が完結を致しました。作者のお二
人に心から感謝を申し上げます。
小川さんは「アベニューかるた」
を2010年の179号から作って頂き
好評でした。「おうちごはんかる
た」は、ほのぼのと食と家族愛を
感じる48文字のかるたとイラスト
は比類ない温かさです。冊子とし
て残すための皆様のアイデアと出
版に向けてのご協賛、ご協力をお
願い出来ればと企画中です。年内
完成を目指したいと思います。

スパニッシュギターユニット
DON ALMAS
桜 庭 伸 弘
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No.105 パステル・デ・チョクロ／チリ

スイーツでない「コーンのケーキ｣

◆パステル・デ・チョクロ

■材料：４人分
●牛ひき肉／200g
●玉ねぎ２個、にんにく２片（各みじん切り）
●鶏ささみ又は胸肉／200g
●コーン水煮／500g
●フレッシュバジル／12〜15枚
●ゆで卵／３個（輪切り）
●レーズン／8〜16粒
●植物油（大2）、塩（少々）、
クミン（小1）、粗
引き黒コショウ
（小1/2）、砂糖（大1）、牛乳
（200ml）、黒オリーブ（8個）、バター（5g
<耐熱容器に塗る>）

南米の南西部、太平洋に面しているチリ
は北から南迄4,000km以上もある細長い国
です。この地形からチリの風景と気候は変
化に富んでいて、観光資源も多くあるそう
です。山脈や海に囲まれ、地中海性気候の
チリではブドウ栽培にも最適で美味しいワ
インの産地としても有名！日本のワイン輸
入量の第一位はチリなので、私達にもお馴
染みですね。
さて、チリには食べ
物を通して愛情を伝え
るという考え方がある
①フライパンにオイルをひいて、あたたまっ
と講師の方お話でした
たら玉ねぎ、にんにくを入れて混ぜながら
が、今回のお料理も優
３分炒める。
しい美味しさで喜ばれること間違い無し！
②ひき肉を加え塩、黒コショウ、クミン、レ
の味でした。パステル・デ・チョクロは
ーズンを入れて中火で約８分炒める。
「とうもろこしのケーキ」という意味です
③別の鍋にお湯、塩少々と4つに切った鶏肉
が、スイーツではありません。ホワイトソ
を入れて茹でる。
ースのグラタンと比べるとコーンのソース
④コーンとバジル８枚をフードプロセッサー
は軽くてさっぱりとしています。バジルを
でクリーム状にする。
⑤鍋に④と牛乳、塩少々、砂糖大匙１を入れ、 混ぜているので見た目も淡いグリーンでと
ても綺麗なグラタン。是非、作ってみて下
中火で約20分少し濃いクリーム状になるま
で混ぜながら煮詰める。(はねるので注意)
さい！チリワインもご一緒にどうぞ!!
⑥オーブン用の耐熱容器に炒めたひき肉、一
口大に切った鶏肉、ゆで卵、オリーブ、④
のコーンクリームを入れて200℃のオーブ
ンで約15分焼く。
⑦残りのバジルをトッピングする。
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次回は「モンゴル料理講習会」を７月10日に予
定していますが、コロナ対策の為に人数制限が
あり、一般募集は中止させて頂いています。
◇問合せ：3622-1048（荒川まで）

編集・発行／アベニュー編集委員会

エンターテイナーとしてお仕事
をさせて頂いている商船三井客
船「にっぽん丸」では、今月22
日より清水・新島・青ヶ島を巡
る５日間のクルーズ、来月には
伊東花火クルーズに乗船しメイ
ンショーを担当させて頂きます。
コンサートの入場規制は撤廃されてお
りますが、東京公演、群馬公演は会場規
模も大きいため、お席の両サイドが空席
となる50％入場制限で開催いたします。
東京公演は今年リニューアルした曳舟
文化センター劇場ホールです。墨田区の
北側でのコンサート開催は久々ですので
近隣地域の皆様にご来場頂けるよう宣伝
活動も頑張って行きたいと思います。
今回は、コロナ禍で同じように苦しん
だ文化芸術の仲間達と一緒にステージを
創りたい一心で企画を練ってきました。
バイオリン、チェロ、ヴィオラ、そして
フラメンコの歌、踊り、ギターに専属の
照明チームも墨田区に集結し、この日限
りのコンサートに全力で挑戦します。
出演者、関係者全員が力を合わせた素
晴らしいコンサートになるよう頑張って
おりますので、金曜日の夜、19時開演と
なりますが、どうか応援のほど宜しくお
願い致します！！（広告掲載中）

世界の家庭料理

すみだインターナショナルでは、在
住外国人の方にお国の家庭料理を教
えて頂く「世界の家庭料理講習会」
を、２ヶ月に１回開催しています。

月・1月・4月１日発行） 第 巻春号・通巻第 号
東京都墨田区墨田５

14
９
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小川道和さん、荘司美幸さん



ＦＡＸ０３（５６３１）９６１４

2014年の226号から48回に渡り連
載の「おうちごはんかるた」が完
了しました。荘司さんの素敵な文
章にぴったりの小川さんのイラス
ト。お二人の間には「ノン」は一
度も無く、口を揃えて「本当に楽しく作らせて頂きまし
た」の言葉に感謝です。小川さんはデザイナー、イラス
トレーターとして、墨田区の数々の冊子やポスターを手
掛け、荘司さんは“子育てメッセ”等子育てと食に関わ
る活動をされ、墨田の様々な地域活動を通して「おうち
ごはんかるた」へ繋がりました。

０３（５６３１）９６１３

ありがとうございました。

-

◆�林家あんこ独演会�のチケ�ト２枚１組３名様に�◆お葉書でアベニ��編集室へお申込み下さい�

文化芸術に生きる全ての人に
少しの希望が見えてきた今、喜
びと共に、強く強く感じるのは
この２年半の長い苦しみの中で
止まっていた時間と、失われた
目標をもう一度取り戻すために
今まで以上の決意と、不安を払拭するだ
けの勇気と行動が必要になる事。自分の
手で、自分の足で一生懸命宣伝して歩く
多くのアーティストは、きっと同じ気持
ちだと思います。だからこそ、突破口と
なる最初が一番大切で、誰よりも勇気を
持って挑戦しようと決意できました。
コンサートの成功は準備で99％は決ま
ります。その準備を必死になって進めて
きた今年前半がありました。「必ず成功
させる！」そう信じて、希望を確信に変
える勇気を持って、2022年のコンサート
ツアーをスタートさせます！
９月２日(金)、墨田区の曳舟文化セン
ター劇場ホールでのコンサートを皮切り
に、10月１日には２年ぶりとなる大好き
な東北の皆さんが待つ、久慈市アンバー
ホールでのコンサート、そして11月23日
には、僕の出身地、群馬県太田市での大
ホールコンサートと続きます。
ありがたい事に、多くのイベントや演
奏依頼も入っている状況で、2017年から

QUIC KING

２０２２年 月１日発行（年４回、7月・

◆アベニ��プレゼント！

Ａvenue紙上ミュージックコーナー

３０，０００部

