
 ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

1墨田区のお知らせ2019年（平成31年）1月11日

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

■電車でのアクセス

浅草 新鹿沼
東武日光線
約80分

■車でのアクセス（向島ICからから約80分）

上野 宇都宮東北新幹線

東北自動車道首都高速

約45分
鹿沼JR日光線

約15分
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　今号の特集は、友好都市・鹿沼市との紙
面交換企画。鹿沼で楽しめる様々なスポー
ツを、4・5面で紹介します。競技志向の方
にも家族や仲間でワイワイ楽しみたい方に
もピッタリ。手軽に楽しめるアウトドア情
報も掲載しています。スポーツ・アウトド
アを通して鹿沼を満喫してみませんか。
［問合せ］広報広聴担当‹5608−6223

友好都市との紙面交換企画

鹿沼で

鹿沼市シンボルキャラクター
ベリーちゃん

スポーツ！
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◆2面以降の主な内容
2面･･･････生活福祉資金貸付制度
3面･･･････講座・教室・催し
4・5面････鹿沼のおすすめスポーツ
6～8面････講座・教室・催し・募集

毎月 1日・11日・21日発行
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三遊亭 歌之介 鷲尾麻衣

1月17日は
墨田区防災の日
1月17日の点検項目
確かめよう
　　あなたの家の
　　　　　　　危険物

ご利用ください
すみだ郷土文化資料館の 
地元ボランティアによる展示解説

［とき］ ▼個人＝第2・第3日曜日午後1時～
4時　 ▼団体（20人以上）＝事前申込みによ

り決定［申込み］ ▼個人＝
当日直接会場へ　 ▼  団体
＝展示解説を希望する日
の1か月前までに電話で
問合せ先へ［問合せ］すみ
だ郷土文化資料館（向島2
－3－5）‹5619－7034

公益財団法人墨田区文化振興財団
‹5608−5404・錦糸1−2−3

音楽あふれる街すみだの子どもたちに贈る
子どものための「すみだ音楽プロジェクト」はじめての音楽会
　

トリフォニーホール
公演おすすめ情報

　すみだのオーケストラ・新日本フィルハーモニー交響楽団から、子どもたちへ音楽の贈りもの。
区内各施設で、未就学児が入場できる室内楽コンサートを行います。子どもたちが音楽に親しむ絶
好の機会です。ご家族やお友達と一緒に、ぜひ、ご参加ください。
[入場料]無料 [申込み]当日直接
会場へ

とき ところ／問合せ
2月6日（水）午前
10時半～11時半

すみだトリフォニーホール（錦糸1－2－3）／
‹5608－5404

2月18日（月）午前
10時半～11時半

曳舟文化センター（京島1－38－11）／墨田まち
づくり公社‹3616－3951

2月19日（火）午前
10時半～11時半

文花子育てひろば（文花1－20－3）／‹5630－
6027

2月21日（木）午前
10時半～11時半

立川児童館（立川1－5－2）／‹3633－2874

教育支援資金をお貸しします
生活福祉資金貸付制度

教育支援費（授業料等）と就学支度費（入学金）
をお貸しします。貸付けから返済完了までの間に、
民生委員による相談援助活動が行われます。

なお、日本学生支援機構の給付型・第一種奨学
金を利用できる場合は、その利用が優先です。

［対象］所得の少ない世帯の学生で、高等学校・
高等専門学校・専修学校（高等課程・専門課程）・
短期大学・大学に在学中、または進学予定の方　
＊東京都社会福祉協議会の審査あり［貸付限度額］

▼ 教育支援費＝月3万5000円～6万5000円（通
常の貸付限度額で学費が不足する場合は、貸付限
度額の1.5倍の額まで貸付可）　 ▼就学支度費＝
50万円以内　＊いずれも学校の種類により変動　
＊支払済みの学費は対象外［利子］無利子［償還期
間］卒業後6か月据置・14年以内に償還［償還方
法］均等月賦償還［申込み］随時、墨田区社会福祉
協議会（東向島2－17－14）‹3614－3902へ　
＊申請受け付けから貸付けまでは1か月程度必要

納付書をお送りします
介護保険料

介護保険料を納付書で納めていただく方には、
1月分～3月分の納付書を1月中旬にお送りしま
すので、各納期限までに納付してください。なお、
口座振替による納付への変更を希望する場合は、
同封の口座振替依頼書をご利用ください。

［問合せ］介護保険課資格・保険料担当‹5608－
6937

改修工事のため一時移転します
屋外体育施設管理事務所八
広支所

屋外体育施設管理事務所八広支所は、改修工事
のため、工事期間中、仮事務所（八広6－22－8）
で窓口業務を行います。また、設備移設に伴い、
窓口業務を一時休止します。ご注意ください。

［窓口業務休止期間（予定）］1月28日（月）～31日
（木）［仮事務所での窓口開設期間（予定）］2月1日
（金）～9月30日（月）［問合せ］スポーツ振興課ス
ポーツ施設担当‹5608－6588

申込みは2月14日までです
受験生チャレンジ支援

進学を支援するため、学習塾などの費用と受験
費用をお貸しします。なお、入学した場合などは、
返済が免除となります。

［対象］次の全ての要件を満たす生計中心者 ▼平
成30年4月1日現在、中学校3年生または高校3年
生、それらに準ずる子ども（高卒認定合格者、中
学校･高校既卒者）を養育している　 ▼世帯もし
くは世帯主の総所得または総収入金額が一定基
準以下である　＊ほかにも要件あり［貸付限度額］

▼ 学習塾等受講料＝20万円　 ▼高校受験料＝2
万7400円　 ▼大学受験料＝8万円［申込期限］2
月14日午後5時［問合せ］厚生課厚生係（区役所3
階）‹5608－6151　＊申込方法等の詳細は、問
合せ先で配布中のパンフレットまたは区ホーム
ページを参照

申請を受け付けています
平成31年度分特定自転車駐車場の利用申請

4月1日～32年（2020年）3月31日の利用が可
能となる、31年度特定自転車駐車場の利用申請
を受け付けます。受け付けを行う自転車駐車場は
表1のとおりです。現在利用中の方も、31年度分

の利用については改めて申請が必要ですので、ご
注意ください。

受付期間中に、1人につき1台・1か所の自転車
駐車場の申請が可能です。なお、申請書には第三
希望まで記入することができます。

［受付期限］1月31日（木）［対象］主に通勤通学等
のために自転車を利用する方　＊障害のある方
は最優先で受け付け［利用料金等］表2のとおり［申
請方法］申請書を直接または郵送で1月31日（必
着）までに、〒130－8640土木管理課交通安全
担当（区役所10階）‹5608－6203へ　＊希望す
る自転車駐車場が押上駅前、錦糸町駅北口地下・
南口地下の場合は、当該自転車駐車場へも申請書
の提出可（錦糸町駅南口機械式を希望する場合、
錦糸町北口地下・南口地下自転車駐車場への申

請書の提出可）　＊区ホームページから電子申請
も可　＊申請書は、各自転車駐車場内の特設ボッ
クスや土木管理課交通安全担当（区役所10階）で
配布　＊申請数が募集台数を超えた自転車駐車
場については、2月14日（木）にコンピュータによ
る抽選を実施（結果は後日、申請者全員に郵送で
通知）　＊受け付け終了後に空きがある自転車駐
車場の利用申請の受け付けは、3月10日（日）午前
8時半～3月25日（月）午後5時（初日は午後3時ま
で、翌日以降は祝日を除く月曜日～金曜日の午前
8時半～午後5時）［その他］抽選の結果落選となっ
た場合、利用辞退等で第一希望の自転車駐車場に
空きが生じた場合にのみ利用できる、補欠順位に
よるキャンセル待ち可　＊キャンセルが発生し
た場合、該当者にのみ後日通知

特定自転車駐車場の一覧（表1）
駅名 名称

押上駅 駅前・中之郷
小村井駅 第一・第二
鐘ヶ淵駅 北・南
菊川駅 北口・北口第二・新大橋通り北・

新大橋通り南
錦糸町駅 北口地下・南口地下・南口機械式・

牡丹橋通り
とうきょうス
カイツリー駅

第一・第二

東あずま駅 線路沿・西臨時
東向島駅 高架下
曳舟駅 高架下
本所吾妻橋駅 第一・第二・第三・第四・西臨時
八広駅 新四ツ木橋下・第二
両国駅 高架下・西口・東口臨時
注  京成曳舟駅西臨時は3月31日で廃止します。
注  錦糸町駅南口機械式は31年度から供用を開始します。大

型子乗せ等の自転車は規格外のため利用できません。利
用承認決定後、利用可能な自転車かどうか、車検を受け
ていただきます。

31年度特定自転車駐車場利用料金一覧（表2）

対象 押上駅前、錦糸町駅北口地下・
南口地下・南口機械式（月額） 左記以外の自転車駐車場（年額）

区内在住在勤在学の方 ▼一般＝2000円 

▼学生＝1400円

▼一般＝4000円 

▼学生＝2800円
上記以外の方 ▼一般＝2500円 

▼学生＝1700円

▼一般＝5000円 

▼学生＝3500円

広告 J:COM モバイルのスマートフォンなら月額980円（税別）から！ 詳しくは専用ダイヤルまで ‹0120－938－362(9:00～18：00)
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子育て 　　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ぽけっと
（区主催以外）
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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

すみだスマイルLIVE!! 1月18日（金）午後
7時～9時

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内 お笑いライブ　定 先着60人　費 500円　＊高校生以下は無料　申 当
日直接会場へ　問 みどりコミュニティセンター‹5600－5811

＂管理や活用に悩んでいるお住ま
い・空き家はありませんか？＂す
みだ暮らしのミライを考える会
第3回「墨田区ならではの空き家
活用の事例紹介」

1月19日（土）▶セミナー＝
午前10時～11時　▶個別
相談会＝午前11時～正午

曳舟文化センター（京
島1－38－11）

内 住まいや空き家の活用等に関するセミナー・相談会　種 ／定 ▶セ
ミナー／先着100人　▶個別相談会／先着3組　費 無料　申 事前に催
し名・種別・氏名・電話番号を、電話またはファクス、Ｅメールで墨
田空き家等対策検討会事務局（ランドブレイン株式会社内）‹3263－
4106・ 3263－2350・ jyutaku_01@landbrains.co.jpへ　＊電
話受け付けは月曜日～金曜日の午前10時～午後6時（祝日を除く）　 
問▶墨田空き家等対策検討会事務局　▶住宅課計画担当‹5608－6215

美顔塾｢真冬の乾燥から肌を守
るお手入れとスキンケア＆メイ
ク｣

1月25日（金）午後2時～4時 本所地域プラザ（本所1
－13－4）

対 女性　定 先着10人　費 500円（材料費）　申 事前に本所地域プラザ
‹6658－4601へ　＊受け付けは午前9時～午後8時

初笑い とんこま寄席 1月26日（土）午後1時半～2
時半

東駒形コミュニティ会
館（東駒形4－14－1）

内 漫才、講談　定 先着30人　費 無料　申 事前に東駒形コミュニティ
会館‹3623－1141へ　＊詳細は申込先のホームページを参照

ようこそ！
みどりいき
ものパーク

1月26日（土）午後5時～6時
半

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内 自然の大切さや生き物の飼育方法を学ぶ　定 先着30人　費 200円　
申 事前に、みどりコミュニティセンター‹5600－5811へ　＊受け付
けは1月25日までの午前9時～午後8時

平成30年度エコライフ講座 ▶第5回＝2月5日（火）午後
0時半～4時半　▶第6回＝
2月7日（木）午前9時～午後
4時　＊いずれも区役所1階
アトリウムに10分前までに
集合

▶第5回＝株式会社ハ
イパーサイクルシステ
ムズ本社工場（千葉県
市川市東浜1－2－4）　
▶第6回＝川崎火力発
電所（神奈川県川崎市
川 崎 区 千 鳥 町 5 － 1）　
＊いずれも往復バスで
移動

内 ▶第5回＝資源を有効利用する循環型社会について学ぶ　▶第6回
＝電気が作られる仕組みや電気の歴史について学ぶ　対 区内在住在勤
在学の方　定 ▶第5回＝25人（抽選）　▶第6回＝20人（抽選）　費 無料　
持 ▶第6回＝昼食　申 講座名・希望回・住所・氏名・年齢・電話番号・
ファクス番号・メールアドレスを、はがきまたはファクス、Ｅメールで
1月18日（ 必着 ）ま で に、〒130－8640環境保全課環境管理担当
‹5608－6207・ 5608－1452・ KANKYOU@city.sumida.lg.jp
へ　＊電話での申込みは不可　＊受講確認通知あり

▶  第5回「資源循環の現場を
見に行こう＂使用済み家電
製品が高品質な再生素材に
生まれ変わる＂」

▶  第6回「最新鋭設備＂川崎火
力発電所＂と電気の歴史を
見に行こう」

すみだと世界をつなぐ水の大切
な話

▶第6回＝2月10日（日）午
前9時半～午後5時　＊区役
所1階アトリウムに午前9時
20分に集合　▶第7回＝2
月16日（土）午後1時～4時　
＊開場は午後0時45分

▶第6回＝埼玉県立 川
の博物館（埼玉県大里郡
寄居町小園39）　＊往
復バスで移動　▶第7
回＝国際ファッション
センター（横網1－6－
1）

対 区内在住在勤在学の方　定 ▶第6回＝20人（抽選）　▶第7回＝50人
（抽選）　費 ▶第6回＝670円（入館料）　▶第7回＝無料　持 ▶第6回＝
筆記用具、昼食　▶第7回＝筆記用具　申 催し名・希望回・住所・氏名・
年齢・電話番号を、はがきまたはファクス、Ｅメールで1月25日（必着）
までにNPO法人ウォーターエイドジャパン（〒130－0026両国2－
10－6－301） 050－3488－2040・ info-
japan@wateraid.orgへ　問 環境保全課環境管
理担当‹5608－6207

▶  第6回川と水「川の博物館 
＂かわはく＂で川を見て、感
じて、知って、体感しよう！」

▶  第7回水の授業「すみだと
世界の水循環について考え
る授業を体験しよう！」

中高年男性のためのアンガー・
マネジメント講座（全2回）

2月15日（金）・22日（金）午
前10時～正午

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

【テーマ】怒りを上手に解放して、健康的な1年を過ごそう　対 区内在
住在勤で60歳以上の男性　定 先着20人　費 無料　申 事前に電話で、
すみだ女性センター‹5608－1771へ

すずかけ大学オープンカレッジ
講演会「人生100年時代＂いきい
きと輝くために＂」

2月16日（土）午後2時～3時　
＊開場は午後1時40分

【講師】樋口恵子氏（東京家政大学女性未来研究所所長）　定 先着150人　
＊事前申込みによる手話通訳と、1歳以上の未就学児の一時保育（定員
制）あり　費 無料　申 事前に講演会名・住所・氏名・ふりがな・年齢・
電話番号・手話通訳希望の有無・保育希望の有無（有の場合は、子ども
の氏名・ふりがな・年齢・性別）を、直接または電話、ファクスで、すみ
だ女性センター‹5608－1771・ 5608－1770へ　＊区ホームペー
ジから電子申請も可

 

健
康
・
福
祉

「すみだハート・ライン21事業」
「ミニサポート事業」説明会

1月15日（火）午前10時～
11時半、1月18日（金）午後
2時～3時半

▶1月15日＝地域福祉
プラットフォーム ガ
ランドール（石原4－
11－12）　▶1月18日
＝すみだボランティア
センター（東向島2－
17－14）

対 地域活動に関心があり、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 各日先着
20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　＊協力会員への登録方法の詳細は申込先へ

太らない習慣づくりを！（運動と
生活習慣カウンセリング）

1月16日（水）～31日（木）の
午前9時～午後8時　＊60
分程度

スポーツプラザ梅若（墨
田1－4－4）

内 トレーニング指導と食事指導で太りにくい体を作るプログラムの体
験　対 18歳以上の方　費 1080円　申 事前に、スポーツプラザ梅若
‹5630－8880へ　＊内容等の詳細は電話で申込先へ

オレンジカフェ 1月16日（水）午後2時～4時 す み だ 生涯学習 セ ン
ター（東向島2－38－7）

内 認知症や介護について、お茶を飲みながら語り合う　＊個別相談も
あり　対 区内在住で認知症に関心がある方　定 各日先着30人　費 無
料　申 当日直接会場へ　問 高齢者福祉課地域支援係‹5608－6502

1月17日（木）午後2時～4時 みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

弁護士による権利擁護法律相談 1月17日（木）午後1時半～4
時半

すみだボランティアセ
ンター（東向島2－17
－14）

内 判断能力が十分ではない方への権利擁護法律相談、福祉サービスの
苦情相談、親族後見人からの相談　定 先着3人　費 無料　申 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

ボランティア説明会 1月17日（木）午後2時～3時
半

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20人　費 無料　申 事前に、す
みだボランティアセンター‹3612－2940へ

みかんの会（認知症家族会）「介護
の悩みや思いを分かち合い、今
後の介護に生かしませんか？」

1月21日（月）午後1時半～3
時半

たちばなホーム（立花3
－10－1）

対 認知症の家族を介護している方、介護の経験がある方等　定 先着
10人　費 無料　申 事前に、たちばな高齢者支援総合センター（立花3
－2－9・たちばな高齢者在宅サービスセンター内）‹3617－6511へ

川崎火力
発電所

Ⓒ埼玉県立 川の博物館

樋口恵子氏

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

広告 みつまさ寄席　萬窓VS金八（金時休み）　16日PM6:00～／¥3,000　‹03－3631－0294　本年もよろしく。　次回　金時市楽
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住民票の写し、印鑑登録証明書、区民税・都民税課税(非課税)証明書はコンビニ交付で！(マイナンバーカードが必要)　窓口課証明係‹5608－6104お知らせ広告 相続寺子屋区民講座2月5日（火）10時～11時　みどりコミュニティセンター２Ｆ 会議室　‹0120－013－458 相続寺子屋東京事務局
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本大会は、新緑の季節に鹿沼の街並みや自然を満喫できるのが魅力。
正面に男体山を望む絶景ポイントもあります。レース志向の方はもち
ろん、親子や三世代で参加できる種目もあり、様々な楽しみ方ができま

［申込み］▶郵便振替＝ゆうちょ銀行または郵便局で
申込み ＊専用振込用紙を希望の場合は、切手を貼っ
た返信用封筒を同封し、鹿沼さつきマラソン大会事
務局（〒322－0017栃木県鹿沼市下石川694－1）
‹0289－63－2290へ　▶インターネット＝ラン
ニングポータルサイト「ランネット」から　＊大会の
詳細は、鹿沼さつきマラソンのホームページを参照

鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の鹿沼の おすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめおすすめスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツ
鹿沼さつきマラソン

サイクルロゲイニングinかぬま

［とき］５月12日（日）［種目］ハーフ（男女）、10㎞（男女）、5㎞（男女）、3㎞（中学生、男女ジョギング）、2㎞（親
子、3世代）　＊時間制限あり［申込期間］1月18日～▶郵便振替＝2月15日　▶インターネット＝２月28日

［とき］５月19日（日）［種目］がっつりコース（競技志向のチーム向け）、のんび
りコース（家族等で参加するチーム向け）［申込期間］1月中旬～4月上旬（予定）

［問合せ］広報広聴担当
‹5608－6223

ベリーちゃんのおすすめポイント
◆大人気！給水所での〝給いちご〞
◆会場には鹿沼の旨

うま
いものが大集合

◆ユネスコ無形文化遺産登録の彫刻屋台やお囃
はやし
子が沿道で応援

◆賞品はさつきの苗木やきびがら細工等、鹿沼の特産品

ベリーちゃんのおすすめポイント
◆豊かな自然と名所旧跡を満喫できるコース
◆競技志向の方から家族まで、様々に楽しめる
◆チェックポイントは鹿沼の見所に設置
◆訪れるチェックポイントの選定は自由

【左上から時計回りに】▶給水所で振る舞われる鹿沼名産の美
お
味
い
しいいちご　▶大会を盛り上げる

彫刻屋台　▶市外からの参加者に贈られるさつきの苗木　▶60歳以上の参加者に贈られるきび
がら細工

鹿沼の魅力を存分に体感できる大会です！
鹿沼市教育委員会事務局スポーツ振興課
課長補佐　大貫照実さん（左）、主査　川田 武さん（右）

すよ。一番の特徴は、何と言っても〝給いちご〞。いちご市宣言をした鹿沼市が誇る美味しいい
ちごが、ハーフの給水所で振る舞われます。ユネスコ無形文化遺産に登録された彫刻屋台やお
囃子も応援に駆け付けるなど、鹿沼の魅力が満載ですので、ぜひ、ご参加ください！

［申込み］▶インターネット＝イベント支援サイト「モシコム」から　
▶専用申込用紙＝郵送またはファクスで、サイクルロゲイニングin
かぬま実行委員会（〒322－0069栃木県鹿沼市坂田山1－83）‹090
－7736－2017・ 0289－63－0265へ　＊内容・費用等の詳細
は、サイクルロゲイニングinかぬまのホームページを参照

サイクルロゲイ
ニングは、地図
などを頼りにし
てチェックポイ
ントを自転車で
回り、制限時間
内にどれだけ得
点を獲得できる
かを競うスポー
ツだよ。2人～5
人のチームで参
加してね！

健脚自慢のあなたへ！
8月25日

（日）には、　
「富士山勝
ち抜きヒル
クライム」
大会を開催
します。距
離約700m・
標 高 差 約

40mのコースを使った、2人ま
たは3人による勝ち抜き戦です。
詳細は、サイクルロゲイニング
inかぬまのホームページをご覧
ください。

坂道に恵まれた鹿沼は、サイクリングコースと
しても人気なんです。この大会は、そんな鹿沼全域
を使った、のんびり派も本格派も満足できる内容
です。チェックポイントは鹿沼の名店や名所旧跡

自転車で鹿沼の魅力を見つけて
サイクルロゲイニングinかぬま実行委員会
委員長　福田富承さん

など様々な場所に設置してお
り、チェックポイントのお店
で1000円以上の買物や食事
をすると、市内で使える1000
円分の商品券を差し上げます。
お気軽にご参加ください！

＋アウトドア情報
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お知らせ 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。　粗大ごみ受付センター‹5296－7000広告 結婚相談 ご親族からの相談可 成婚まで親身にお世話します。‹03－5686－7404 行政の指導に基づく相談所（株）全国仲人連合会
 ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス
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古峯ヶ原高原トレイルラン ［とき］9月中［種目］ショート（約17㎞）、ミドル（約40㎞）　＊時間制限あり［申込期間］5
月～7月（予定）

ベリーちゃんのおすすめポイント
◆舞台は、日本古来の修験道の場
◆三枚岩や深山巴の宿など見所がたくさん
◆沢渡り、尾根道、林道等、変化に富んだコース

ベリーちゃんのおすすめポイント
◆悠久の歴史と手つかずの大自然を感じられる古峰ヶ原高原
◆動植物の宝庫〝小尾瀬〞と呼ばれる井戸湿原を満喫できる横根高原
◆ハイキングしながら季節の花が気軽に楽しめる高鳥屋山
◆絶景も季節の植物も楽しめるバリエーション豊かなコース

ベリーちゃんのおすすめポイント
◆イワナ・ヤマメ等の渓流魚からアユまで狙えて、太公望も大満足
◆希少な在来種ニッコウイワナに出会えるかも⁉
◆夏場には、ヤナでアユのつかみ取り
◆関東屈指の清流の景観や水遊びも楽しめる

［申込み］ランニングポータ
ルサイト「ランネット」から
申込み［問合せ］古峯ヶ原高
原トレイルラン大会事務局
‹0289－63－8316（土・
日曜日、祝日 は ‹090－
7736－2017）　 ＊内容・
参加費等の詳細は、古峯ヶ
原高原トレイルランのホー
ムページを参照

トレイルランは、舗装路以外の山野を走る中・長
距離レースだよ。自然と一体になれるのが魅力！

古峯ヶ原は日光を開山した勝道上人が修行した
地で、今も手つかずの自然が残っています。そん
な歴史と大自然に恵まれた環境で行われるこの大

鹿沼の歴史と自然を感じてください
古峯ヶ原高原トレイルラン実行委員会
委員長　石原 奈央子さん

会は、見晴らしのいい高原や、沢、登山道と変化に富んでおり、大変好
評です。レースに参加いただくと、古峯神社のお風呂の入浴や日本庭園

「古峯園」の拝観が無料になります。日光にも負けない鹿沼の大自然を
全身で感じられる大会です。ぜひ、挑戦してください！

登山・ハイキング

フィッシング

市街地にほど近い高鳥屋山には、5つのコース
が設定されていて、気軽にハイキングを楽しめ

標高1300ｍの高原では、春から初夏にかけ
て、ヤマツツジ、シロヤシオ、サラサドウダン
など様々な花が楽しめます。日光を開山した勝
道上人修行の地「深山巴の宿」や、大きな石が

手付かずの自然が残る清流として知られ、在 〝清流の女王〞と称されるアユを自分で捕まえ

北関東随一の渓谷美を誇る思川の上流は粕尾
川と呼ばれ、ヤマメやイワナが生息する清流です。
春は渓流釣りで、夏はアユ釣りで、多くの太公
望が訪れます。

前日光県
立自然公園
内の横根高
原 に は〝小
尾瀬 〞とも
呼ばれる井
戸湿原があ

ます。季節
ごとに様々
な山野草に
出 会 え る
コースには、
地元の人が
古くから信
仰してきた

散 乱 す る
「 天 狗 の
庭 」、巨岩
が積み重な
る「三枚石」
等、見どこ
ろいっぱい
です。

来種のニッコウ
イワナが生息し
ています。イワ
ナやヤマメなど
の渓魚とアユが
共生する下流は
比較的流れが緩
やかで、夏場の
水遊び等にも人
気があります。

たり、塩焼
き等の食事
を楽しめた
りする観光
ヤ ナ。 下
沢・ 野尻・
粕 尾 な ど
で、夏季を
中心に設置
されます。

ります。動植物の宝庫として知られていて、コー
スには四季折々に変わる植物が自生しています。
春から秋にかけてすばらしい景観が楽しめ、晴
れた日には、象の鼻展望台から関東平野を一望
できます。

■高鳥屋山ハイキングコース

■古峰ヶ原高原ハイキングコース

■粕尾川（思川）■大芦川 ■観光ヤナ

■横根高原周廻コース（井戸湿原周廻）

神社が4か所、その他、子宝に恵まれるといわれ
る「しあわせ岩」や天狗ゆかりの史跡があります。

詳細情報の確認は…
「登山・ハイキング」「フィッシング」につ

いての詳細は、問い合わせるか、鹿沼の観
光情報が満載のホームページ「鹿沼観光だ
より 四季彩のまち かぬま」をご覧ください。

同ホームページでは、鹿沼の食やレジャー、
祭りなど、鹿沼についての様々な情報にア
クセスできますので、ご活用ください。
［問合せ］▶まちの駅 新・鹿沼宿（鹿沼市観
光物産協会）‹0289－60－2507　▶鹿沼
市経済部観光交流課‹0289－63－2188
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健康
・福祉

仕事
・産業・教育

文化・
スポーツ

税金
 トンベイ保国・

区政
その他

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

 

健
康
・
福
祉

こうめ会（認知症家族介護者教
室）

1月22日（火）午後2時半～3
時半

す み だ 福祉保健 セ ン
ター（向島3－36－7）

内 参加者同士の悩みの共有・情報交換　対 認知症の家族を介護して
いる方など　定 先着10人程度　費 無料　申 事前に、こうめ高齢者支
援総合センター（すみだ福祉保健センター内）‹3625－6541へ

ローズティーの会（同愛認知症家
族会）

1月25日（金）正午～午後2
時

同愛記念ホーム（横網2
－1－11）

内 悩みの共有・情報交換　対 認知症の家族を介護している方、介護の
経験がある方など　定 先着10人　費 無料　申 事前に同愛高齢者支援
総合センター（亀沢2－23－7塚越ビル1階）‹3624－6541へ

災害ボランティア講座「災害時
の知識を身につけよう！」

1月25日（金）
午後1時～3時

本所防災館（横川4－6
－6）

内 地震体験、都市型水害体験等　対 区内在住在勤在学の小学生以上　
定 先着20人　費 無料　持タオル　＊動きやすい服装で参加　申 事前に、
すみだボランティアセンター（東向島2－17－14）‹3612－2940へ

健康体力づくり教室（盆踊り、エ
アロビクス、太極拳など全8教
室・各教室全8回）

1月30日（ 水 ）～3月30日
（土）　＊各教室の日程の詳
細は申込先へ

スポーツプラザ梅若（墨
田1－4－4）

対 18歳以上の方　定 各教室先着70人　費 各教室2500円　申 事前に、
スポーツプラザ梅若‹5630－8880へ　＊受け付けは1月29日まで　
＊詳細はスポーツプラザ梅若のホームページを参照

むこうじまセミナー「地域で安
心して暮らし続ける」

1月31日（木）午後1時半～3
時

介護老人保健施設 ベ
レール向島（東向島2－
36－11）

内 高齢者を狙う悪質商法と対処法、成年後見制度について学ぶ　対 区
内在住の方　定 先着20人　費 無料　申 事前に、むこうじま高齢者支
援総合センター（ベレール向島内）‹3618－6541へ

運動と食事で腸すっきり＂健康の
カギは、腸活にあり！＂

1月31日（木）午後1時半～3
時半

曳舟文化センター（京
島1－38－11）

内 腸をすっきりさせるエクササイズ、腸内環境についての講話　対 区
内在住在勤の方　定 先着40人　費 無料　申 1月15日から電話で向島
保健センター‹3611－6135へ　＊受け付けは午前8時半～

高齢者食育
料理教室

2月4日（月）午前9時半～正
午

立花ゆうゆう館（立花6
－8－1－102）

内 料理で節分を楽しむ　対 区内在住で60歳以上の方　定 15人（抽選）　
費 500円（食材費）　 申 1月16日までに立花ゆうゆう館‹3613－
3911へ　＊受け付けは午前9時～午後5時

身体障害者向け「チョコレート
石鹸

けん
作り講座」＂バレンタインギ

フトにもどうぞ＂

2月4日（月）午前10時～正
午

す み だ 福祉保健 セ ン
ター（向島3－36－7）

対 区内在住で身体に障害のある方　定 15人（抽選）　費 1000円　申 講
座名・住所・氏名・ファクス番号を、直接または電話、ファクスで1月
20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・磁気ループの希望可

要約筆記教室（全6回） 2月5日～3月19日の火曜日
午前10時～正午　＊2月26
日を除く

対 区内在住在勤で要約筆記に関心がある方　定 12人（抽選）　費 200
円（教材費）　申 教室名・住所・氏名・電話番号・ファクス番号を、直
接または電話、ファクスで1月20日までに、すみだ福祉保健センター
‹5608－3723・ 5608－3720へ

高齢者いきいき体操教室（全4回）2月6日～27日の毎週水曜
日午後1時～3時

梅若ゆうゆう館（墨田1
－4－4・シルバープ
ラザ梅若内）

対 区内在住の60歳以上で医師から運動を制限されていない方　定 16
人（抽選）　＊初参加者を優先　費 無料　申 1月15日までに梅若ゆう
ゆう館‹5630－8630へ　＊受け付けは午前9時～午後5時

介護予防のための
「栄養・口

こう
腔
くう

講演会」
（全2回）

▶第1会場＝2月13日（水）・
14日（木）午前10時～正午　
▶第2会場＝2月27日（水）・
28日（木）午前10時～正午

▶第1会場＝すみだ女
性センター（押上2－
12－7－111）　▶第2
会場＝八広地域プラザ

（八広4－35－17）

内 口腔ケアと栄養についての講義、調理実習、口腔トレーニング　対 区
内在住の65歳以上で個別の支援を必要とせず、両日とも参加できる方　
定 各会場20人（抽選）　費 無料　持 筆記用具　＊2日目はエプロンと
三角巾も持参　申 1月24日までに高齢者福祉課地域支援係（区役所4
階）‹5608－6173へ

依存症セミナー 2月13日（水）午後2時～3時
半

向島保健センター（東
向島5－16－2）

対 区内在住の方　定 先着15人　費 無料　申 事前に電話で向島保健セ
ンター‹3611－6193へ　＊受け付けは午前8時半～

認知症公開講座2019「認知症と
ともに暮らせる社会に向けて」

2月17日（日）午前10時半～
11時40分　＊受け付けは
午前10時～

す み だ 生涯学習 セ ン
ター（東向島2－38－7）

内 認知症を正しく理解し、予防・対応方法や地域の支援について学ぶ　
対 区内在住在勤の方　定 先着200人　費 無料　申 事前に住所・氏名・
電話番号を、電話またはファクスで中村病院医療連携室‹3614－6199・

3619－1100へ　問 高齢者福祉課地域支援係‹5608－6502

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」

2月20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 家族関係等の悩みについて専門医に相談する　対 区内在住の方　
費 無料　申 事前に電話で向島保健センター‹3611－6193へ　＊受
け付けは午前8時半～

こころの病のある方の家族会「家
族同士で情報交換しませんか」

2月28日（木）午後1時半～3
時半

内 日頃の悩みや病気・福祉制度についての話合い　対 区内在住で、こ
ころの病のある方の家族　定 先着20人　費 無料　申 事前に電話で向
島保健センター‹3611－6193へ　＊受け付けは午前8時半～

 

子
育
て
・
教
育

おもちゃサロン「好きなおもちゃ
でいっぱい遊ぼう」

時間はいずれも午前10時～
午後3時半

対 未就学児とその保護者　費 無料　申 当日直接会場へ　＊各会場で
おもちゃドクターによるおもちゃの修理あり（詳細は各問合せ先へ）

1月16日（水）　＊原則、毎
月第3水曜日に開催

本所地域プラザ（本所1
－13－4）

問 本所地域プラザ‹6658－4601　＊子どもと親のための心の相談
コーナーあり（詳細は問合せ先へ）

1月18日（金）　＊原則、毎
週金曜日と毎月第3月曜日
に開催

すみだボランティアセ
ンター（東向島2－17
－14）

問 墨田区社会福祉協議会‹3614－3900　＊第1金曜日の午後と第3
月曜日は、障害のある子どもとその保護者が対象

1月23日（水）　＊原則、毎
月第4水曜日に開催

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

問 みどりコミュニティセンター‹5600－5811

2月14日（木）　＊原則、毎
月第2木曜日に開催

八広地域プラザ（八広4
－35－17）

問 八広地域プラザ‹6657－0471

子育て世帯定住促進支援事業お
よびフラット35の個別相談会

1月19日（土）
午前10時～
午後4時半

錦糸町住宅公園（錦糸4
－18－7）

対 ▶子育て世帯定住促進支援事業＝親世帯と同居または近居するため
に新たに住宅を取得する予定の子育て世帯　▶フラット35＝住宅取得
を検討している方　費 無料　申 事前に電話で住宅金融支援機構地域
業務第一部‹5800－9319へ　問 住宅課計画担当‹5608－6215

集まろう！子どもも大人も楽し
める紙芝居

1月19日（土）午後2時～3時 横川コミュニティ会館
（横川5－9－1）

対 小学生以上　定 先着50人　費 無料　申 当日直接会場へ　
問 横川コミュニティ会館‹5608－4500

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

広告 犬と地域の複合施設AHBASE 両国ドコモビルすぐ裏 1月は区報を見せて60歳以上の方わんちゃんふれあい1Ｈ無料‹03－5809－7786
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 ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

 

子
育
て
・
教
育

すみだキラキラママのつどい 1月23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 ベビーヨガ、バランスボールで産後ケア、肩腰ケア（1回20分）、英国
式リフレクソロジー（1回20分）、ジェルネイル　対 親子　＊妊婦・母
親のみも可　定 詳細は問合せ先へ　費 各プログラム800円（材料費）　
申 事前にプログラム名・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

幼保小中一貫教育フォーラム 1月29日（火）午後1時半～3
時20分

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 各ブロックの取組発表　費 無料　申 1月11日午前9時から氏名・電
話番号を、電話またはＥメールで、すみだ教育研究所‹5608－6621・

KENKYUJO@city.sumida.lg.jpへ

学校保健会総会記念講演「アレ
ルギーについての最近の知見」

1月31日（木）午後3時～4時
半

区役所会議室131（13
階）

【講師】増田 敬氏（同愛記念病院小児アレルギーセンター長）　定 先着
30人　費 無料　申 1月11日午前9時から学務課給食保健・就学相談担
当（区役所11階）‹5608－6305へ

オリンピックスポーツ体験教室 
第3回「バドミントン」

2月3日（日）
午前10時～
正午

八広地域プラザ（八広4
－35－17）

対 小学生　定 先着24人　費 無料　持 室内用の運動靴、飲物、タオル　
申 事前に八広地域プラザ‹6657－0471へ　＊受け付けは1月28日
までの午前9時～午後8時（1月21日を除く）

心とからだを整える産後のセル
フケア（全3回）

2月8日～22日の毎週金曜
日午前10時～11時半

対 0歳児（2月22日現在）の母親　＊生後210日までの乳児の同伴可（事
前申込みによる同伴可能年齢以外の子どもの一時保育あり）　定 先着
12人　費 5000円　＊一時保育は1人1000円が別途必要　申 事前に
八広地域プラザ‹6657－0471へ　＊受け付けは1月31日までの午前
9時～午後8時（1月21日を除く）

親子で楽しむSTEM教室「ブロッ
クでクルマを組み立て、レース
をしよう！」

2月11日（祝）、3月21日（祝）
▶午前10時～正午　▶午後
2時～4時

区役所会議室131（13
階）

対 小学校1年生～3年生とその保護者　定 各日各回20組40人程度（抽
選）　費 無料　申 申込書を直接または郵送、ファクスで1月25日（必着）
までに、〒130－8640地域教育支援課地域教育支援担当（区役所11階）
‹5608－6503・ 5608－6411へ　＊申込書は申込先で配布

プログラミングワークショップ 2月23日（土）▶第1部＝午
後1時20分～2時半　▶第2
部＝午後2時40分～3時50
分　＊両部への参加は不可

ひきふね図書館（京島1
－36－5）

内 タブレット端末を使ってデジタル水族館をつくる　対 障害のある小・
中学生とその家族　定 各部先着15人程度　費 無料　申 事前に氏名・
学校名・学年・電話番号を、電話またはファクスで、ひきふね図書館
‹5655－2350・ 5655－2351へ　＊受け付けは2月8日まで

 

仕
事
・
産
業

すみだと日本のものづくり　コ
ラボレーションまつり！

1月18日（金）～23日（水）の
午前10時～午後7時　＊最
終日は午後6時まで

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 著名クリエイターと区の製造企業等とのコラボレーションにより開
発された商品の展示・即売　費 無料　申 期間中、直接会場へ　問 産
業振興課産業振興担当‹5608－6188

自分にあった＂仕事＂のヒントが
きっと見つかる！「適職セミナー」

2月4日（月）午後3時～3時
45分　＊受け付けは午後2
時半～

すみだ産業会館（江東
橋3－9－10）

対 39歳以下の若年求職者、子育て世代等で就職を希望する女性　＊学
生も可　定 ▶適職セミナー＝先着20人　費 無料　持 筆記用具　申 ▶適
職セミナー＝事前に電話で問合せ先へ　▶すみだ合同企業説明会＝当
日直接会場へ　＊いずれも、事前に電話連絡のうえ来場した方に「就活
に役立つ小冊子」を進呈　問 すみだ人材発掘・就労支援プログラム事
業運営事務局（株式会社HRP内）‹3222－1801

若者と女性の働き方を応援して
くれる企業に出会える！「すみ
だ合同企業説明会」

2月4日（月）午後4時半～7
時半　＊受け付けは午後4
時～

ものづくり教室「江戸文字絵付
け体験」

2月11日（祝）午前10時～午
後3時

内 提
ちょうちん

灯や扇子、エコバッグ等に家紋などを絵付けする　＊お土産付き　
対 区内在住在勤の方　定 先着10人　費 2000円（材料費）　申 1月11
日午前9時から電話で、すみだ産業会館‹3635－4351へ

 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

両国屋内プールの教室（アクアビ
クス、水中運動、脂肪バイバイの
全3教室）

3月29日（金）まで　＊日程
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 各教室先着20人　費 ▶アクアビクス＝1回750
円　▶水中運動・脂肪バイバイ＝1回540円　＊別途、施設利用料が必
要　申 事前に電話で両国屋内プール‹5610－0050へ

東京2020応援プログラム
墨田区民のための「区民おもて
なし講座」

▶第1回＝1月20日（日）午
後3時～5時　▶第2回＝2
月3日（日）午後3時～5時

区役所会議室131（13
階）

内 ▶第1回＝おもてなしや礼儀作法について学ぶ　▶第2回＝国際マ
ナーやコミュニケーションについて学ぶ　対 区内在住在勤在学の方　
定 各回先着100人　費 無料　申 希望回・住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・年齢・勤務先または学校の名称（区内在勤在学者のみ）を、ファ
クスまたはＥメールで墨田区オリンピック・パラリンピック地域協議
会事務局（オリンピック・パラリンピック準備室内）‹5608－1445・

5608－6934・ OLY-PARA2020@city.sumida.lg.jpへ　＊受け付
けは▶第1回＝1月17日午後5時まで　▶第2回＝1月31日午後5時まで

区民体育祭「スキー大会」▶回転
競技＝男子（青年・成年）・女子
の 部　 ▶公開競技＝ ジ ュ ニ ア

（小・中学生）の部

1月27日（日）午前
10時～午後3時　
＊受け付けは午
前9時～

湯沢高原スキー場布場
ゲレンデ（新潟県南魚沼
郡湯沢町大字湯沢490）　
＊現地集合・解散

対 区内在住在勤在学で傷害保険等に加入している方　費 ▶回転競技
＝1000円　▶公開競技＝無料　申 1月17日までに、スポーツ振興課
スポーツ振興担当（区役所14階）‹5608－6312へ　問 墨田区スキー
連盟　神野 登美夫‹090－4748－9187

シャーロック・ホームズ講演会
超初心者のための「シャーロッ
ク・ホームズの楽しみ方　入門
編」

1月27日（日）午後2時～4時 ひきふね図書館（京島1
－36－5）

定 先着15人　費 無料　申 事前に講演会名・氏名・電話番号
を、直接または電話、Ｅメールで、ひきふね図書館‹5655－
2350・ HIKIFUNE@city.sumida.lg.jpへ　＊詳細は墨田
区立図書館のホームページを参照

人生・生きがい、青春、恋愛・結
婚、社会・歴史を考える読書会

1月27日（日）午後2時～4時
半

内 課題図書「ここ過ぎて 白秋と三人の妻」（瀬戸内 寂聴著）に関する読
書会・交流会　定 先着20人　費 無料　持 課題図書　申 事前に催し名・
氏名・電話番号を、直接または電話、Ｅメールで、ひきふね図書館
‹5655－2350・ HIKIFUNE@city.sumida.lg.jpへ　＊詳細は墨田
区立図書館のホームページを参照

「生きがい趣味の教室」作品展・
発表会

1月28日（月）午後1時～4
時、1月29日（火）午前10時
～午後4時

曳舟文化センター（京
島1－38－11）

内 書道・俳句・墨絵・絵手紙・編み物の作品展示、謡曲･詩吟･民謡・
カラオケの発表会（1月29日午後1時～3時半）　費 無料　申 当日直接
会場へ　問 墨田まちづくり公社‹3616－5254

隅田川焼きの魅力　土でできる
可能性

2月2日（土）午前10時～11
時半

立花図書館（立花6－8
－1－101）

内 隅田川焼きと、すみだの街の魅力について学ぶ　定 先着20人　費 無
料　申 1月12日午前9時から立花図書館‹3618－2620へ

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

お知らせ ペットにも菌がいるので、よく手洗い　［問合せ］生活衛生課食品衛生係‹5608－6943
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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

＝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

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

第4回ソフトテニス講習会 2月3日（日）午前10時～午
後5時　＊受け付けは午前9
時半～

錦糸公園テニスコート
（錦糸4－15－1）

種 初心者、中上級者　費 1人500円　＊小学生～高校生は300円　持 テ
ニスシューズ　＊ラケットの無料貸出しあり　申 種別・氏名・年齢（学
年）・電話番号を、電話またははがき、ファクスで1月25日（必着）まで
に墨田区ソフトテニス連盟事務局　猪飼直茂（〒131－0041八広2－
12－11）‹080－5415－5461・ 3617－4123へ

東京2020公認プログラム す み だ 生涯学習 セ ン
ター（東向島2－38－7）

申 講座名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・ファクス番号・
勤務先または学校の名称（区内在勤在学者のみ）を、往復はがきまたはファ
クスで、すみだ生涯学習センター講座・事業運営事務局（〒131－0032
東向島2－38－7）‹5247－2010・ 5247－2011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　＊電話での申込みは不可

▶  オリンピック・パラリンピッ
クに向けた異文化と日本文
化（イスラーム編・韓国編）

▶イスラーム編＝2月6日
（水）午後2時～4時　▶韓国
編＝2月11日（祝）午後7時
～9時

【講師】▶イスラーム編＝四辻英明氏（日本ハラール協会理事）　▶韓国
編＝殷 美卿氏（慶應義塾大学非常勤講師）　対 区内在住在勤在学の方　
定 ▶イスラーム編＝36人（抽選）　▶韓国編＝20人（抽選）　費 無料　【申
込期限】▶イスラーム編＝1月20日（必着）　▶韓国編＝1月27日（必着）

▶  オリンピック・パラリンピッ
クに向けた英語講座（中級
編・全5回）

2月10日（日）・17日（日）・
24日（日）、3月9日（土）・16
日（土）午前10時～正午

【講師】中村庸司氏（すみだ観光ガイドの会通訳案内士）　対 区内在住在
勤在学で日常英会話ができ、全日程参加できる方　定 36人（抽選）　
費 1000円　【申込期限】1月27日（必着）

NHK関連文化講演会「新・北斎
展HOKUSAI UPDATED」

2月9日（土）午後2時～3時
半　＊開場は午後1時半

内 1月17日（木）～3月24日（日）に森アーツセンターギャラリー（港区
六本木6－10－1六本木ヒルズ森タワー52階）で開催される展覧会に
関する講演会　【講師】根岸美佳氏（浮世絵研究家）　対 区内在住在勤在
学の方　定 200人（抽選）　費 無料　申 講演会名・住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号・ファクス番号・勤務先または学校の名称（区内
在勤在学者のみ）を、往復はがきまたはファクスで1月19日（必着）まで
に、すみだ生涯学習センター講座・事業運営事務局（〒131－0032東
向島2－38－7）‹5247－2010・ 5247－2011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　＊1通につき2人まで申込可

寺島中学落語会
（特別出演　真打 古今亭菊生）

2月17日（日）午後1時～3時 八広図書館（ 八広5－
10－1－104）

定 先着30人　費 無料　申 1月11日午前9時から八広図書館‹3616－
0846へ

区民体育大会「バス
ケットボール大会」

（男子1・2・3部、
女子1・2部）

4月7日（ 日 ）・14日（ 日 ）・
28日（日）・29日（祝）、5月3
日（祝）午前8時～午後9時

▶4月7日＝スポーツ
プラザ梅若（墨田1－4
－4）　▶その他＝区総
合体育館（錦糸4－15
－1）

対 区内在住在勤在学の方で構成するチーム　費 1チーム5000円　＊2
月22日（金）午後7時から実施する代表者会議で支払　申 申込書を直接
または郵送で1月31日（必着）までに、〒130－8640スポーツ振興課ス
ポーツ振興担当（区役所14階）へ　＊申込書は申込先等で配布　問 墨
田区バスケットボール協会　中山重樹‹090－1430－7766

 イベン
ト

北海道十勝展 1月19日（土）～27日（日）の
午前10時～午後11時半

JR両国駅「-両国-江戸
NOREN」1階

内 パネル展示、特産品の即売（午前11時～午後6時）など　費 無料　 
申 期間中、直接会場へ　問 観光課観光担当‹5608－6500

 
区
政
そ
の
他

第126回墨田区都市計画審議会
の傍聴「墨田区都市計画マスター
プラン」（案）について

1月29日（火）午前10時～ 墨田区議会第1委員会
室（区役所17階）

定 10人（抽選）　申 住所・氏名・電話番号を、往復はがきで1月18日（必
着）までに、〒130－8640都市計画課まちづくり支援担当‹5608－
1204へ　＊「都市計画審議会傍聴希望」と明記

墨田区議会議員選挙・墨田区長
選挙立候補予定者説明会

2月7日（木）午前9時半～正
午

区役所会議室131（13
階）

内 4月21日（日）に行われる墨田区議会議員選挙・墨田区長選挙への立
候補の届出や公費負担の手続、選挙運動等に関する説明　対 立候補予
定者　＊付き添いや代理も可（2人まで）　申 当日直接会場へ　問 選挙
管理委員会事務局‹5608－6320

東京2020公認プログラム
都共催「外国人おもてなし語学
ボランティア育成講座 セット
コース」（全5回）　＊講座修了者
を都の「外国人おもてなし語学
ボランティア」に登録

2月17日（日）午後1時～4時
半、2月23日（土）・24日（日）
▶午前10時～正午　▶午後
1時～3時

対 区内在住在勤在学の15歳以上（中学生不可）で、全日程参加できる本
講座未受講者　定 36人（抽選）　費 無料　持 筆記用具　申 講座名・住
所（区内在勤在学者は勤務先・学校の名称と所在地も）・氏名（漢字・ひ
らがな・ローマ字）・年齢・性別・電話番号・託児サービス希望の有無

（有の場合は子どもの人数と年齢も）を、はがきまたはファクス、Ｅメー
ルで1月28日（必着）までに、〒130－8640オリンピック・パラリンピッ
ク 準備室 ‹5608－1445・ 5608－6934・ OLY-PARA2020
＠city.sumida.lg.jpへ　＊詳細は区ホームページを参照（左のコード
を読み取ることでも接続可）コード

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

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

 

暮
ら
し

すみだ女性センター協力委員の
募集

【委員会名／活動内容／募集人数】▶すずかけ編集委員会／
情報誌「すずかけ」の編集／10人程度　▶すずかけひろば委
員会／すずかけひろばの企画・実施／10人程度　▶すずか
け講座委員会／講座の企画・実施等／6人程度　▶情報資料
委員会／情報の収集、図書の選定等／4人程度　対 区内在住
在勤在学の方　【委嘱期間】4月1日～平成33年（2021年）3
月31日　【謝礼】年間7500円（税込み）程度　選 書類選考

申 申込書を直接または郵送、ファクス、Ｅメールで2月8日（必着）
までに、すみだ女性センター（〒131－0045押上2－12－7－
111）‹5608 － 1771・ 5608 － 1770・ JOSEICENT@
city.sumida.lg.jpへ　＊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　＊選考結果は応募者全員に3月下
旬ごろに通知

 健康
・
福
祉

「平成31年度墨田区食品衛生監
視指導計画」（案）のパブリックコ
メント（意見募集）

【計画（案）の閲覧期間／閲覧場所】2月8日（金）まで／生活
衛生課（区役所5階）、区民情報コーナー（区役所1階）ほか　
＊土・日曜日、祝日は区民情報コーナーのみ　＊区ホーム
ページでも閲覧可

【ご意見の提出方法】ご意見（書式自由）と、住所・氏名・電話番号を、
郵送またはファクス、Ｅメールで2月8日（必着）までに、〒130
－8640生活衛生課食品衛生係 ‹5608－6943・ 5608－
6405・ SEIKATUEISEI@city.sumida.lg.jpへ

 仕事
・
産
業

非常勤職員（栄養士・介助員）の
募集

内 ／対 ▶栄養士＝小・中学校の献立の作成や学校給食の
衛生管理／栄養士の免許を有する方　▶介助員＝特別支
援学級における児童・生徒の生活介助／介助員としての
資質を備えた方　【採用数】各若干名　選 書類選考および
面接　＊面接日は書類選考合格者に後日通知

申 履歴書と応募動機（800字程度で書式自由）を、直接または郵
送で1月25日（必着）までに、〒130－8640教育委員会事務局庶
務課庶務・教職員担当（区役所11階）‹5608－6302へ　＊提出
書類は返却不可

8 墨田区のお知らせ 2019年（平成31年）1月11日
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