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　＝電話　 　＝ファクス　 　＝ E メール　 　＝ホームページアドレス

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

広 告 債務の悩みご相談ください。親身に丁寧に対応。にしかた法務相談専用ダイヤル 0120-218-187　西日暮里駅前

暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業子ども

文化・
スポーツ

税金
 ・国保 イベント

ぽけっと
（区主催以外）

区政
その他

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

 

仕
事
・
産
業

産 学 官 マ ッ チ ン グ セ ミ
ナー「宇宙への可能性を
ワセダと考える」

2月14日（火）午後4時～ 5時
半　＊セミナー終了後、希
望者のみの懇親会（1時間程
度）あり

すみだ産学官連携プラザ（文
花1－20－7・旧西吾嬬小学
校内）

航空・宇宙分野の研究紹介　 区内中小企業の経営者・従業員
先着20人　 無料　＊懇親会参加希望者は会費1000円が必要　
事前に講座名・氏名、勤務先の名称・所在地・電話番号・ファクス番

号・メールアドレス・業種、懇親会への参加希望の有無を電話または、
ファクス、Ｅメールで、すみだ中小企業センター 3617－4351・ 

3617－4340・ webmaster@techno-city.sumida.tokyo.jpへ

就職活動支援セミナー「求
人情報の収集方法・応募
書類の書き方講座」

2月15日（水）午前10時～正
午

すみだリバーサイドホール 
1階会議室（区役所に併設）

39歳以下で求職中の方　 先着20人　 無料　 事前に就職
サポートコーナー（区役所1階） 5608－6834へ

工業振興スクール「＂造っ
て稼ぐ＂稼ぎのからくりと
業務改善」（全2回）

2月16日（木）・17日（金）午
後6時～ 8時45分

すみだ中小企業センター（文
花1－19－1）

実習と事例演習を通じ、業務改善の方法などについて学ぶ　 
区内中小企業の経営者、製造・間接部門の管理者など　 先着

20人　 無料　 電卓　 事前に講座名・氏名、勤務先の名称・
所在地・電話番号・ファクス番号を電話または、ファクス、Ｅメー
ルで、すみだ中小企業センター 3617－4351・ 3617－4340・

school@techno-city.sumida.tokyo.jpへ

就職支援セミナー 2月22日（水）午後1時15分～
4時15分　＊受付は午後0時
45分～

すみだ産業会館（江東橋3－9
－10）

自己分析の方法・職務経歴書の作成・面接対策等について学ぶ　
先着50人　 無料　 事前に電話で、ハローワーク墨田・職業

相談第二部門 5669－8609へ　＊音声案内の「45♯」を選択　 
▶生活経済課消費者・勤労福祉担当 5608－6185　▶ハロー

ワーク墨田・職業相談第二部門

IT 活用セミナー「スマー
トフォン ビジネス活用セ
ミナー」

3月6日（火）
午後6時～
8時

すみだ中小企業センター（文
花1－19－1）

区内中小企業の経営者・従業員　 先着30人　 無料　 事前
に講座名・氏名、勤務先の名称・所在地・電話番号・ファクス番号・メー
ルアドレス・ホームページアドレス・業種を電話または、ファクス、
Ｅメールで、すみだ中小企業センター 3617－4351・ 3617－
4340・ webmaster@techno-city.sumida.tokyo.jpへ

 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

生涯学習学校公開講座 各講座先着15人　 各講座500円　 2月1日午前9時から生涯
学習課生涯学習担当（区役所11階） 5608－6309へ　＊区ホーム
ページから電子申請も可

▶ 手話で楽しく！（全
5回）

2月14日 ～ 3月13日 の 毎 週
火曜日午後6時半～ 8時半

第三吾嬬小学校（八広2－36
－3）

手話を使った自己紹介や、あいさつ、歌の表現を学ぶ　 区内
在住在勤の初心者

▶ 頭の体操を始めてみま
せんか？初心者のた
めの囲碁入門（全5回）

2月17日（金）・21日（火）・
24日（金）、3月2日（金）・6
日（火）午後5時半～ 7時半

第一寺島小学校（東向島1－
16－2）

囲碁の基礎から対局までを学ぶ　 区内在住在勤の方　

古今亭 朝
ちょう

太
た

出演の第19回
「隅田川寄席」

2月25日（土）午後2時～ 3時
半

すみだ郷土文化資料館（向島
2－3－5）

小学校4年生以上　 先着50人　 500円（入館料込み）　＊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　 2月1日午前9時から、すみだ郷土
文化資料館 5619－7034へ

区民体育大会

▶軟式野球大会 3月25日～ 6月24日の毎週
日曜日と祝日　＊5月3日・
4日・5日を除く　＊代表者
会議を3月8日（木）午後6時
半から曳舟文化センター（京
島1－38－11）で実施

墨田野球場（墨田四丁目地
先）ほか

　

区内在住在勤の方で構成するチーム　 1チーム2万1000円　
2月10日午後4時までに費用を持って直接、次のいずれかの申込

先へ▶福禄スポーツ（石原1－31－7）　▶ヤナギスポーツ（錦糸3－4
－8）　▶コカンスポーツ（墨田1－9－14）　▶スポーツ振興課ス
ポーツ振興担当（区役所11階）　 墨田区軟式野球連盟 090－
8809－0322　＊問合せは日曜日のみ受け付け

▶民踊大会 4月22日（日）午前9時～午後
5時

曳舟文化センター（京島1－
38－11）

1曲3000円　 2月14日（火）午後6時半～ 8時に費用を持って直
接、二葉小学校（石原2－1－5）へ　 墨田区民踊連盟　高橋 志津子

3622－2816

＝内容　 ＝種別　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用　 ＝審査方法　 ＝持ち物　 ＝申込み　 ＝問合せ

暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業子ども

文化・
スポーツ

税金
 ・国保 イベント

区政
その他

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

　
暮
ら
し

都営住宅（ポイント方式・
抽選方式）入居者の募集

【募集案内と申込書の配布期間・場所】2月10日（金）まで・住宅
課（区役所9階）、各出張所　＊土・日曜日は区民情報コーナー

（区役所1階）で配布　＊申込書は配布期間中、東京都住宅供
給公社のホームページからも出力可

申込書を郵送で2月14日（必着）までに東京都住宅供給公社募集セ
ンターまたは渋谷郵便局へ　 ▶住宅課公営住宅担当 5608－
6214　▶東京都住宅供給公社募集センター 3498－8894

 

区
政
そ
の
他

墨田区環境審議会区民委
員の募集

すみだ環境基本条例に基づき設置されている「墨田区環
境審議会」において、区の環境施策等を審議　 区内在住
在勤で、平日の日中に年3回程度実施する審議会に出席で
きる方　【募集数】若干名（選考）　【任期】平成24年4月1日
～ 26年3月31日（2年間）　 書類選考

住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・メールアドレス・職業、
「地球温暖化などの環境問題全般に関するご意見や、ご自身の取組等」
をまとめた作文（800字以内で書式自由）を郵送またはＥメールで2
月22日（必着）までに〒130－8640環境保全課環境管理担当 5608
－6207・ KANKYOU@city.sumida.lg.jpへ　＊選考結果は3月
中に通知

隅田川（白鬚橋上流）流域
連絡会（第三期）委員の募
集

隅田川の白鬚橋上流の整備や管理についての検討　　
区内在住在勤在学で、隅田川に関心があり、平日の日中

に年3回程度実施する連絡会に出席できる方　【募集数】4人
程度（選考）　【任期】2年間　 書類選考　＊応募書類は返
却不可

住所・氏名・年齢・電話番号・勤務先名または学校名、「隅田川
について思うこと」をまとめた作文（400字～800字程度で書式自由）
を直接または郵送で3月23日（消印有効）までに東京都江東治水事務
所高潮工事課「隅田川（白鬚橋上流）流域連絡会」事務局（〒124－
0023葛飾区東新小岩1－14－11） 3692－4865へ　＊選考結果は
5月下旬に通知　 道路公園課調整担当 5608－6294
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暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業子ども

文化・
スポーツ

税金
 ・国保 イベント

ぽけっと
（区主催以外）

区政
その他

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

行政書士による無料相談 2月14日（火）・28日（火）午
後1時～ 4時　＊毎月第2・
第4火曜日に開催

すみだ区民相談室（区役所1
階）

許認可申請、遺言・相続・離婚などの相談　 当日直接会場へ
▶すみだ区民相談室 5608－1616　▶東京都行政書士会墨田支

部 5600－9106

弁護士による権利擁護法
律相談

2月16日（木）午後1時半～ 4
時半　＊毎月第3木曜日に開
催

すみだボランティアセンター
（東向島2－17－14）

▶判断能力が不十分な方への権利擁護法律相談　▶福祉サービス
の苦情相談　▶親族や後見人からの相談　 無料　 事前に電話
で、すみだ福祉サービス権利擁護センター 5655－2940へ

分譲マンション管理セミ
ナー「延命か？建替えか？
あなたのマンション」＆居
住者交流会

2月18日（土）午後2時～ 5時
＊開場は午後1時半

すみだリバーサイドホール 
1階会議室（区役所に併設）

区内分譲マンション区分所有者等　 先着40人　 無料　 2
月1日午前9時から参加者全員の氏名・参加人数、マンションの名称・
所在地を電話またはＥメールで住宅課計画担当 5608－6215・ 

JUUTAKU@city.sumida.lg.jpへ

リサイクル手作り講座「手
持ちのスカートからトー
トバック作り」

2月23日
（木）午後
1時～ 3時

すみだ環境ふれあい館（文花
1－32－9）

区内在住在勤在学の中学生以上　 20人（抽選）　 100円　 
スカート、アクリルテープ（持ち手用）、裁縫道具　 住所・氏名・

年齢・電話番号を往復はがきで2月10日（必着）までに、すみだリサ
イクル活動センター（〒130－0003横川5－10－1－111） 5611
－7740へ 　＊抽選結果は2月16日ごろに返信

　

健
康
・
福
祉

楽しく踊って介護予防「レ
クリエーションダンス講
習会」

2月14日（火）午後1時半～ 3
時半

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）

区内在住の60歳以上で、老人クラブ未加入の方　＊老人クラブ
加入者は別途募集　 先着50人　 無料　 2月1日午前10時か
ら電話で墨田区老人クラブ連合会事務局 5608－6167へ　＊当日
は動きやすい服装で参加

シニアボランティア講座
「あなたも地域の立役者 
＂団塊さん出番ですよ！＂」

2月17日（金）午後6時半～ 8
時半

すみだリバーサイドホール 
1階会議室（区役所に併設）

おおむね55歳以上の方　 先着40人　 無料　 事前に電話で、
てーねん・どすこい倶楽部事務局 5631－2577へ　＊受付は平日の
午前10時～午後4時　 高齢者福祉課高齢者相談担当 5608－6314

すみだ介護の学び舎
や

「男の
介護を語る会」

2月18日（土）午後1時～ 3時 すみだ福祉保健センター（向
島3－36－7）

ストレスへの対処法や、心身をリラックスさせる呼吸法について
のミニ講座と座談会　 先着30人　 無料　 事前に、うめわか高
齢者支援総合センター（墨田1－4－4・シルバープラザ梅若内）　

5630－6541へ　 高齢者福祉課高齢者相談担当 5608－6170

高齢者食育料理教室「料理
で楽しむお雛

ひな

様」
2月20日（月）午前9時半～正
午

立花ゆうゆう館（立花6－8－
1－102）

区内在住在勤で60歳以上の方　 12人（抽選）　 500円（材料
費）　 2月6日までに立花ゆうゆう館 3613－3911へ

中級者向けパソコン教室
「エクセル」（全3回）

2月22日（水）～ 24日（金）
午前10時～正午

すみだ福祉保健センター（向
島3－36－7）

区内在住の60歳以上で、パソコンの基本操作（ローマ字入力）が
でき、全日程参加できる方　 10人（抽選）　 680円（テキスト代）

2月5日までに、すみだ福祉保健センター 5608－3721へ

高齢者メイクアップ教室
「お肌のお手入れと華やかに
見えるメイク術教えます！」

2月28日（火）午後2時～ 3時
半　

梅若ゆうゆう館（墨田1－4－
4・シルバープラザ梅若内）

区内在住で60歳以上の方　 20人（抽選）　 無料　 2月5日
までに梅若ゆうゆう館 5630－8630へ　＊受付は午前10時～午後
5時

身体障害者向け「水彩画教
室」（全4回）

3月8日～ 29日の毎週木曜日
午後1時半～ 3時半

すみだ福祉保健センター（向
島3－36－7）

区内在住で身体に障害のある初心者　 12人（抽選）　 700円
（教材費）　 住所・氏名・ファクス番号を直接または電話、ファク
スで2月7日までに、すみだ福祉保健センター 5608－3723・ 

5608－3720へ　＊申込時に手話通訳の希望可

パソコンボランティア養
成講座（全2回）

3月10日（土）・17日（土）午
前10時～正午

障害者へのパソコンボランティアとして活動するための技術や知
識を習得する　 区内在住在勤で、パソコンの基本操作（インター
ネット・メール等）ができ、講座終了後、パソコンボランティアと
して活動できる方　 10人（抽選）　 100円　 住所・氏名・ファ
クス番号を直接または電話、ファクスで2月14日までに、すみだ福
祉保健センター 5608－3723・ 5608－3720へ

墨田区長　山  昇 　＂百花のさきがけ＂といわれる梅が、今年も
早春の冷たい空気の中で咲き始めました。
　まちでは、5月の東京スカイツリー ® の開
業に向け、期待や希望の蕾

つぼみ

が膨らみ始めてい
るのではないのでしょうか。建設中から、早
くも観光スポットとして注目を集めてきたス
カイツリーですが、今年になって一段と、新
聞やテレビなどのマスメディアに登場するこ
とが多くなってきています。
　その人気は、墨田区の知名度アップに大き
な効果をあげており、墨田区と聞いて多くの
方が連想する「大相撲」や「隅田川花火大会」
に加え、現在は「世界一のタワーが建つまち」
というイメージが定着しつつあります。今
後、「一度は訪れてみたいまち」になる日も

近いと予想されます。このように内外に強い
発信力を有するスカイツリーを、区民の皆さ
んには千載一遇のチャンスとしてとらえてい
ただき、ぜひ、様々な方面でプラスに活用し
てほしいと願っています。
　また、昨年末、ライトアップされ夜空に映
えたスカイツリーを魅力的で誇らしく感じた
方も多かったのではないでしょうか。このツ
リーそのものへの＂愛着＂を、まちの＂誇り＂に
変えていけるよう、区では、タワーのもつ情
報発信力を＂区政情報を発信する力＂として活
用し、「タワーの建つまち すみだ」の良さを、
区民の皆さんとともに発信していきたいと思
います。

スカイツリーの人気を活用した情報発信を

今年の1月1日にテレビの生放送番組に出演して、PR
キャラクターたちと＂すみだの良さ＂を情報発信しました


