
ブロック塀等を所有している方へ
ブロック塀等の安全点検と
通学路に面するブロック塀
等撤去助成

■ブロック塀等の安全点検
平成30年6月の大阪府北部を震源とする地震
では、塀の倒壊による児童の死亡事故が発生しま
した。こうした事故を防ぐため、ブロック塀等の
所有・管理者は、速やかに安全点検を実施し、必
要に応じて専門家等へ相談するなど、適切な維持
管理に努めてください。区では、専門家の派遣等
についての相談を受け付けています。
■通学路に面する民間ブロック塀等撤去工事助
成事業
通学児童の安全確保のため、民間ブロック塀等
の撤去工事費の助成事業を創設しました。
［助成対象者］区立小学校の通学路に面する民間
ブロック塀等の所有者で、撤去に係る費用を支出
する方　＊要件あり（撤去工事依頼前に防災まち
づくり課へ相談）［補助金額］ブロック塀等の長さ
1.0mあたり1万円（限度額40万円）　＊工事費が
補助金額未満の場合は当該工事費を補助［実施期
間］平成32年（2020年）3月31日（予定）まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［問合せ］ ▼ブロック塀の安全点検・専門家の派遣
等について＝建築指導課調査・監察担当‹5608
－6270　 ▼撤去助成事業について＝防災まちづ
くり課不燃化・耐震化担当‹5608－6269

今年は検査の年です
「はかり」の定期検査

商店での取引や学校・病院等で証明に使用す
る「はかり」は、計量法で2年に1度の検査が義務
付けられています。東京都計量検定所の検査員が
検査対象の店舗等を訪問して検査します。
検査が必要な方には、事前に都から通知します。
検査期間までに通知がなかった方や新たに「はか
り」を使用するようになった方は、お問い合わせ
ください。
［検査期間］2月6日（水）～3月27日（水）　＊土・
日曜日、祝日を除く［問合せ］ ▼すみだ消費者セン
ター‹5608－1516　 ▼東京都計量検定所検査
課‹5617－6638

追加募集します
平成31年4月の区立幼稚園
入園児

［対象］4歳児（平成26年4月2日～27年4月1日生
まれ）・5歳児（平成25年4月2日～26年4月1日生
まれ）で、保護者と一緒に区内に住んでいる幼児、
または31年4月1日までに保護者と一緒に区内へ
転入することが決まっている幼児［募集数］下表
のとおり［申込書の配布場所］各区立幼稚園、子ど
も施設課（区役所4階）　＊区ホームページからも
出力可［申込み］申込書を直接、入園を希望する区
立幼稚園へ［問合せ］ ▼各区立幼稚園　 ▼学務課
事務担当‹5608－6303

納期限までに納めてください
特別区民税・都民税
（第4期分）

平成30年度特別区民税・都民税（普通徴収分）
第4期分の納期限は、1月31日（木）です。税務課
（区役所2階）、各出張所・金融機関・コンビニエ
ンスストア、モバイルレジで納めてください。ク
レジットカードによる納付も可能です。詳細は、
区ホームページをご覧ください。
また、口座振替をご利用の場合は1月31日（木）
が振替日（引き落とし日）ですので、前日までに入
金してください。
［問合せ］税務課税務係‹5608－6133

お早めにご相談ください
私立高等学校等入学資金

私立高等学校等入学時の資金をお貸しします。
［対象］学校教育法に規定する私立高等学校等の
入学資金について、金融機関等からの調達が困難
で、次の全ての要件を満たす方 ▼進学予定者を養
育している　 ▼区内に1年以上居住している　 ▼要
件を満たす連帯保証人を付けられる　 ▼所得が
基準以下である（世帯によって異なるため、詳細
は申込先へ）［貸付限度額］50万円以内（1000円
単位）［利子］無利子［償還期間］次のいずれかの期
間 ▼貸付後6か月据置き・6年償還　 ▼卒業後6
か月据置き・3年償還［償還方法］均等月賦償還
［申込み］3月19日までに直接、厚生課厚生係（区
役所3階）‹5608－6150へ　＊申請受け付けか
ら貸付けまでは10日程度必要

所得税・特別区民税が控除されます
65歳以上の方の障害者控
除対象者認定

区内在住の65歳以上で、障害者手帳の交付を
受けていない方のうち、ねたきりや認知症により
介護認定を受けている方は、福祉事務所長の認定
を受けることで、所得税・特別区民税の障害者ま
たは特別障害者控除の対象となります。
認定には調査が必要ですので、事前にお問い合

わせください。
［対象・控除の種別・控除額］下表のとおり［問合
せ］高齢者福祉課支援係‹5608－6168

対象 控除の種別 控除額
軽度・中度の認
知症高齢者

障害者控除［所得税］27万円
［特別区民税］26万円

重度の認知症高
齢者

特別障害者
控除

［所得税］40万円
［特別区民税］30万円

ねたきり高齢者

区の世帯と人口（1月1日現在）

世帯 15万0855（＋102）
人口 27万1859（＋140）
男 13万4678（＋　22） ＊住民基本台帳による

女 13万7181（＋118） ＊（　）内は前月比

■区立幼稚園入園児の追加募集数（1月10日現在）
幼稚園名・所在地・電話番号 4歳児 5歳児
緑幼稚園（緑2－11－5）
‹3635－1395

4人 1人

柳島幼稚園（横川5－2－30）
‹3625－1344

14人 0人

菊川幼稚園（立川4－12－15）
‹3633－5300

15人 2人

第三寺島幼稚園（東向島6－8－1）
‹3614－6867

20人 10人

曳舟幼稚園（京島1－28－2）
‹3618－0636

19人 13人

八広幼稚園（八広5－12－15）
‹3614－8440

20人 6人

立花幼稚園（立花1－25－9）
‹3618－4419

16人 12人
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　　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暮らし
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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

関野吉晴写真展「地球に生きる
Alive on the earth グレート
ジャーニーのこどもたち」

1月24日（木）～
30日（水）の午前
9時～午後9時

すみだリバーサイド
ホール1階ギャラリー
（区役所に併設）

内人類の起源をたどる旅「グレートジャーニー」を成し遂げた墨田区
出身の探検家関野吉晴氏の写真展　費無料　申期間中、直接会場へ　
問環境保全課環境管理担当‹5608－6207

空き家の相続や不動産のことで
お悩みの方へ「空き家・相続・
不動産　無料相談会」

1月29日（火）午後1時～4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）

対不動産の所有者・相続予定がある方　定先着10組　＊1人での参
加も可　費 無料　申 事前に電話でNPO法人日本地主家主協会
‹3320－6281へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5
時半　問安全支援課空き家対策係‹5608－6520

第4回「すみだ暮らしのミライを
考える会」〝管理や活用に悩んで
いるお住まい・空き家の無料相
談会・セミナー〞「墨田の空き家
活用とまちづくり」

2月3日（日）▶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／定▶セミナー／先着100人　▶個別相談会／先着2組　費無料　
申事前に催し名・内容（セミナー／個別相談会）・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　＊電話での受け付けは月曜日

～金曜日の午前10時～午後6時　問▶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）　▶住宅課計画担当‹5608－6215

〝誰もがヘルプミーと言えるまち
すみだ　その人らしさが尊重さ
れる老後を生きたい！〞優しい認
知症ケア「ユマニチュード」を学
びませんか

2月15日（金）午後2時～4時 すみだリバーサイド
ホール1階会議室（区役
所に併設）

対区内在住在勤在学の方、テーマに興味がある方　定先着30人　費無
料　申事前に催し名・住所・氏名・電話番号を、直接または電話、ファ
クス、Ｅメールで、人権同和・男女共同参画課男女共同参画担当
‹5608－6512・ 5608－6934・ JINKEN＠city.sumida.lg.jpへ　
＊事前申込みによる就学前の子どもの一時保育あり

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

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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 ＝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

 

暮
ら
し

平成30年度第7回エコライフ講
座「竹を使ったエコなアレンジ
メントでひなまつりを華やかに」

2月19日（火）
午後1時半～
3時

すみだリバーサイド
ホール1階会議室（区役
所に併設）

【講師】緑と花のサポーター　定 20人（抽選）　費 1000円（材料費）　
持園芸用のはさみ、雑巾　申講座名・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2月5
日（必着）までに、環境保全課環境管理担当‹5608－6207・ 5608－
1452・ KANKYOU@city.sumida.lg.jpへ　＊抽選結果は後日通知

 

健
康
・
福
祉

ふくの会（なりひら認知症家族
会）

2月2日（土）午後1時半～3
時半

なりひらホーム（業平5
－6－2）

内悩みの共有・情報交換　対区内在住で認知症の家族を介護してい
る方　定先着10人　費無料　申事前に、なりひら高齢者支援総合セ
ンター（なりひらホーム内）‹5819－0541へ

高齢者のパソコン教室〝エクセ
ル・最初の一歩から〞（各コース
全6回）

2月4日～3月15日の毎週
月・火・金曜日で全4コー
ス　＊各コースの開催時間
は申込先へ

立花ゆうゆう館（立花6
－8－1－
102）

対区内在住在勤で60歳以上の方　定各コース4人（抽選）　費各コー
ス1200円（教材費）　申1月25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

たのしい新舞踊教室（全4回） 2月7日～28日の毎週木曜
日午後1時半～3時半

社会福祉会館（東墨田2
－7－1）

対区内在住在勤で60歳以上の方　定先着30人　費無料　
持扇子　＊お持ちの方のみ　申当日直接会場へ　問社会
福祉会館‹3619－1051

介護予防「活力アップ体操教室」
（全4回）

2月7日～28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）

対区内在住で60歳以上の方　定 20人（抽選）　費無料　申 1月27日
までに、すみだ福祉保健センター‹5608－3721へ

バレンタインコンサート 2月8日（金）午後2時～4時 内ものまね芸人によるコンサート　対区内在住で60歳以上の方、身
体に障害のある方　定60人（抽選）　費無料　申催し名・住所・氏名・
年齢・ファクス番号を、直接または電話、ファクスで1月27日までに、
すみだ福祉保健センター‹5608－3721・ 5608－3720へ

フラワーアレンジメント教室「バレ
ンタインに向けたアレンジメント」

2月13日（水）午前10時～正
午

対区内在住で60歳以上の方　定 15人（抽選）　費 1800円　申 1月27
日までに、すみだ福祉保健センター‹5608－3721へ

身体障害者向け「ヨガ教室」（全6
回）

2月18日～3月25日の毎週
月曜日午前10時～正午

対区内在住で身体に障害のある方　定 15人（抽選）　費無料　申教室
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27
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

 

子
育
て
・
教
育

ママのゆったり
タイム

2月7日（木）、3月7日（木）午
前10時～11時15分　＊保
育の受け付けは午前9時半
～9時45分

向島保健センター（東
向島5－16－2）

内子育ての悩みなどについて語り合う　対区内在住の乳幼児の母親　
定各日先着10人　費無料　申事前に向島保健センター‹3611－
6193へ　＊受け付けは午前8時半～　＊事前申込みによる未就学児の
一時保育あり

楽しい理科実験教室「親子で実
験〝DNAを取り出そう〞」

2月9日（土）・10日（日）午
前10時～正午　＊両日とも
同一内容

本所地域プラ
ザ（本所1－
13－4）

内果物からDNAを取り出す　対小学校3年生～中学生とその保護者
定各日先着8組　費無料　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

〝絵本ワークショップ〞親子で楽
しもう！「えほんで　遊んで・
クイズに答えて・歌っちゃおう」
（おみやげ付き）

2月9日（土）
午後1時半～
3時

ひきふね図書館（京島1
－36－5）

対3歳～小学生とその保護者　＊子どものみの参加も可　定先着20組　
費無料　申事前に、ひきふね図書館‹5655－2350へ　＊詳細は、申
込先で配布中の「図書館ニュース」または、墨田区立図書館のホームペー
ジを参照

子どもすみだ博士セミナー
ワークショップアテレコ体験「声
優チャレンジ！」

2月17日（日）午後2時～4時 すみだ生涯学習セン
ター（東向島2－38－7）

【講師】吉田 小南美氏（声優）　対区内在住在学の小学校3年生～6年生　
定15人（抽選）　費無料　申講座名・住所・氏名（ふりがな）・学校名・
学年、保護者の氏名・電話番号・ファクス番号を、往復はがきまたはファ
クスで2月3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　
＊電話での申込みは不可

 

仕
事
・
産
業

すみだ介護のおしごと合同説明
会

2月1日（金）午後1時半～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）

内区内の介護事業者23社による会社説明会　対介護の仕事に関心が
ある方、介護の現場で働きたい方　費無料　申当日直接会場へ　問介
護保険課管理・計画担当‹5608－6924

若年者就活セミナー（墨田区・ハ
ローワーク墨田共催）

2月6日（水）午後2時～3時
半　＊受け付けは午後1時
半～

すみだ産業会館（江東
橋3－9－10）

内自己分析の方法や面接対策等について学ぶ　対おおむね35歳未満
で正社員を希望する方　定先着50人　費無料　持筆記用具　申事前
に、ハローワーク墨田（江東橋2－19－12）‹5669－8609へ　＊電話
での申込み・問合せの際は、音声案内の「42＃」を選択　問▶ハローワー
ク墨田　▶経営支援課経営支援担当‹5608－6185

合同就職面接会「かつしか・すみ
だ就職面接会」（ハローワーク墨
田・墨田区・葛飾区による就職
面接会、シニア就職面接会も同
時開催）

2月15日（金）午後1時半～4
時　＊受け付けは午後1時
～3時半

かつしかシンフォニー
ヒルズ別館（葛飾区立
石6－33－1）

費無料　持応募書類、ハローワーク墨田または近隣のハローワークか
らの紹介状　＊面接希望者のみ　申当日直接会場へ　＊求人内容等
は、開催日の2週間前にハローワーク墨田のホームページに掲載予定　
問▶ハローワーク墨田‹5669－8609　＊電話での問合せの際は、音
声案内の「42＃」を選択　▶経営支援課経営支援担当‹5608－6185

今さら聞けない働き方改革「ま
だ間に合う　働き方改革に向け
た企業の取り組み」

2月22日（金）午後1時半～3
時半

区役所会議室131（13
階）

対区内企業の経営者・管理職・人事労務担当者、テーマに関心がある方　
定先着50人　費無料　申事前に講座名・住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・ファクス番号・勤務先の名称を、電話またはファクス、Ｅメールで
人権同和・男女共同参画課男女共同参画担当‹5608－6512・ 5608
－6934・ JINKEN@city.sumida.lg.jpへ　＊受け付けは2月21日まで

特別区職員技術職採用フォーラ
ム

3月24日（日）午後0時半～4
時（予定）　＊開場は正午

明治学院大学白金キャ
ンパス2号館（港区白金
台1－2－37）

対平成31年度以降の特別区職員（技術職）採用試験・選考の受験希望
者　定先着550人程度　費無料　申当日直接会場へ　問▶職員課人
事担当‹5608－6244　▶特別区人事委員会事務局任用課採用係
‹5210－9787　＊詳細は特別区人事委員会のホームページを参照

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

広告 結婚相談 ご親族様の相談歓迎 成婚まで親身にお世話致します。‹03－5626－7404　行政の指導に基づく相談所（株）全国仲人連合会
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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

プールプライベート
レッスン

3月31日（日）まで　＊1レッ
スン30分　＊日程の詳細は
申込先へ

両国屋内プール（横網1
－8－1）

対小学生以上　費▶1人＝2500円　▶2人＝1組3000円　申事前に
電話で両国屋内プール‹5610－0050へ　＊内容等の詳細は問い合わ
せるか、両国屋内プールのホームページを参照

大人のカンフー（全8回） 1月26日～3月30日の土曜
日午後3時半～4時半

スポーツプラザ梅若（墨
田1－4－4）

対／定▶大人のカンフー＝18歳以上の方／先着12人　▶ジュニアか
ら大人のカンフー＝小学生以上／先着10人　費各教室8400円　＊途
中からの参加も可　＊体験は1回1080円　申事前に、スポーツプラザ
梅若‹5630－8880へ　＊日程・内容等の詳細はスポーツプラザ梅若
のホームページを参照

ジュニアから大人のカンフー（全
8回）

1月26日～3月30日の土曜
日午後5時～6時

パリ市第7区パネル展 1月29日（火）～2月8日（金）
の午前8時半～午後5時

区役所1階アトリウム 内平成30年9月にパリ市第7区で開催された「すみだと北斎」に関する
パネル展等の紹介　費無料　申期間中、直接会場へ　問文化芸術振
興課文化芸術・国際担当‹5608－6212

すみだ地域学セミナー特別講座　
「いにしえから今の時まで 文化
の源〝隅田川〞」

2月16日（土）午後2時～3時
半

すみだ生涯学習セン
ター（東向島2－38－7）

【講師】髙塚明恵氏（すみだ郷土文化資料館学芸員）、荻原康子氏（公益財団
法人墨田区文化振興財団常務理事）　対区内在住在勤在学の方　定200
人（抽選）　費無料　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（区内在勤在学の方のみ）を、
往復はがきまたはファクスで2月2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　＊電話での申込みは不可

NHK関連文化講演会「奇想の系
譜展」のみどころ　
＊展覧会は2月9日（土）～4月7
日（日）に東京都美術館（台東区上
野公園8－36）で開催

2月24日（日）午前10時～
11時半　＊開場は午前9時
半

【講師】中原淳行氏（東京都美術館事業係長 学芸員）　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
内在勤在学の方のみ）を、往復はがきまたはファクスで2月5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　＊電話での申込みは不可

ボート教室 2月24日（日）、3月3日（日）・
10日（日）▶午前10時～正
午　▶午後1時～3時

平井橋水防倉庫（立花3
－29－10）付近の旧中
川

対区内在住在勤在学の小学校4年生以上　＊中学生以下は保護者の同
意が必要　定各日各回先着9人　費 50円（保険料）　申事前に電話で
NPO法人スポーツドアあずま‹3617－9002へ　＊受け付けは3月9
日まで

 イベ
ン
ト

すみだBeer Festival 2019「ビ
アワングランプリ」

2月24日（日）午後
2時～6時

すみだ産業会館（江東
橋3－9－10）　＊車・
自転車での来場は不可

対 20歳以上の方　定先着800人　費 4800円　申事前に、ビアワン
グランプリのホームページから申込み　問産業振興課産業振興担当
‹5608－1437

ト

＝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

高齢者向け優良賃貸住宅の空き
家待機者の募集

対区内に1年以上居住し、次の全ての要件を満たす方▶単
身世帯（60歳以上の方）または2人世帯（60歳以上の方と、
その配偶者か60歳以上の親族）　▶月額所得が48万7000
円以下　＊ほかにも要件あり

【募集案内と申込用紙の配布場所】住宅課（区役所9階）、区民情報
コーナー（区役所1階）、各出張所　＊土・日曜日、祝日は区民情
報コーナーのみ　＊区ホームページからも出力可　申随時、申
込用紙を直接または郵送で▶日の出ハイツ＝株式会社岡田不動
産（〒124－0024葛飾区新小岩1－52－10）‹5678－1321へ　
▶セイカガーデニアガーデン＝三幸ハウス株式会社（〒156－
0041世田谷区大原1－27－4）‹5452－0214へ　＊空き家が
発生次第、順次入居予定（募集住宅ごとの希望者が複数の場合は、
あっせん順位を抽選で決定）　問住宅課公営住宅担当‹5608－
6214

▶  日の出ハイツ（京島1－42
－15）

【間取り】1DK、2DK　＊31.32m2～44.98m2　【家賃補助を
受けた場合の入居者負担月額】4万5000円～8万円　＊別
途、共益費（月額1万9000円）・敷金が必要

▶  セイカガーデニアガーデン
（石原2－8－11）

【間取り】1DK、1Ｋ＋Ｓ、1DK＋Ｓ　＊32.11m2～42.31m2　
【家賃補助を受けた場合の入居者負担月額】5万7000円～8
万5000円　＊別途、共益費（月額1万8000円）・敷金が必要

 

仕
事
・
産
業

公立保育園・認定こども園の非
常勤職員（保育士、栄養士、用務
員）の募集

内／対▶保育士＝保育補助／保育士資格を有する方　▶栄
養士＝給食栄養管理業務／栄養士資格を有する方　▶用
務員＝用務業務　【採用数】いずれも若干名　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

申履歴書と志望動機をまとめた作文（800字以内で書式自由）を、
直接または郵送で2月8日（必着）までに、〒130－8640子ども
施設課保育係（区役所4階）‹5608－6161へ　＊臨時職員（保育
補助員）も随時募集中（申込方法等の詳細は問い合わせるか、区
ホームページを参照）

非常勤職員（社会教育指導員）の
募集

内青少年教育に関する事務（青少年リーダー養成、子ども
会支援、野外活動、レクリエーション指導等）　対次のいず
れかに該当する方▶社会教育主事任用資格または教員免許
を有する方　＊3月31日までに取得見込みの方も可　▶社
会教育に関する学識経験がある方　【採用数】1人　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「青少年の体験学習について、あなたがもっとも大切
だと思うこと」をテーマとした作文（1200字以内で書式自由）を、
直接または郵送で2月12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へ　＊提
出書類は返却不可

 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

27万人の平和メッセージ 問〒130－8640文化芸術振興課文化行事担当（区役所14階）
‹5608－6181

▶  「平和のオブジェ」折り鶴の
募集

内区役所1階アトリウムの壁面を飾る「平和のオブジェ」
に用いる折り鶴の募集

【応募方法】▶折り鶴＝2月12日までに直接、特設折り鶴コーナー
（区役所1階アトリウム）・各出張所・児童館・図書館等の回収箱
または問合せ先へ　＊回収箱に備付けの折り紙を使用　▶制作
ボランティア＝2月12日までに問合せ先へ　▶平和メッセージ
＝平和への思いを込めた絵・詩・エッセイ・短歌・俳句・ご意
見等と、宛名面に氏名・年齢を、はがきで2月28日（消印有効）ま
でに問合せ先へ　＊特定の個人・団体等に関するメッセージは
不可　＊3月8日（金）～24日（日）に区役所1階アトリウムに展示

▶  「平和のオブジェ」制作ボラ
ンティアの募集

内集まった折り鶴を、床に座って図柄に基づき台紙に貼
る　【作業期間】2月18日（月）～3月1日（金）の午前10時～
午後4時　＊土・日曜日を除く　＊一部の日程のみの参加
も可

▶  「平和メッセージ」の募集 内平和への思いをつづった「平和メッセージ」の募集
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