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1墨田区のお知らせ2019年（平成31年）2月21日
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山本区長が施政方針を説明
　平成31年第1回区議会定例会において、山本区長が31年度
の区政運営の基本的な考え方を示す、施政方針説明を行いま
した。今号1面では、その要旨をお伝えします。
［問合せ］政策担当‹5608－6231

平成31年度の
区政運営の基本方針

▼基本計画に掲げる「すみだの＂�夢�＂
実現プロジェクト」の取組の、より
一層の進捗を図る

▼東京2020オリンピック・パラ
リンピックを契機として、＂すみ
だ�＂らしい共に支え合う社会の実
現に向けた施策展開を図る

▼これまで以上に不断の行財政改
革に取り組む

＂夢＂実現プロジェクト

「暮らし続けたいまち」の実現
1　子ども・子育て支援を充実さ
せ、笑顔があふれるまちづくり
子ども・子育て支援が徹底整備さ
れたまちづくり
　「子どもを安心して産み育てら
れる環境整備」では、妊娠期から
子育て期にわたる切れ目のない支
援として、新たに産後ケア事業や
新生児聴覚検査費用の一部助成に
よる周産期母子サポート体制を推
進します。
知・徳・体の充実を図る教育によ
る将来のすみだを担うひとづくり
　「安全・安心な学校施設の整備」
では、教育環境や避難所施設とし
ての環境向上に向け、中学校全校
の学校屋内運動場への空調設備の
設置を進めます。
緑豊かな公園など、子育てしやす
い住環境づくり
　「子育てに寄り添う住環境の整
備」では、子育て世帯の定住促進
を行うとともに、公園・児童遊園
の再整備や遊具の設置等により、
子育てしやすい環境を整備します。
2　地域力日本一の、住んでいて
よかったまちづくり
災害に強い安全・安心なまちづくり
　児童の安全確保の観点から、区
内の通学路に面しているコンク
リートブロック塀等の撤去費用を

助成します。
誰もが安心して暮らし続けられる
まちづくり
　「健康寿命の延伸」に向けた取組
では、新たに受動喫煙防止策の一
環として禁煙治療費の補助等を実
施するほか、胃がん検診に、内視
鏡検査を導入します。
地域力を高めるコミュニティとひ
とづくり
　「地域をつなぐ・地域を守る取組」
では、すみだの力応援助成などの
事業展開により、引き続き、地域
力を高め、協治（ガバナンス）によ
るまちづくりを進めていきます。

「働き続けたいまち」の実現
新たなビジネスが生まれ、活発な
交流が進むまちづくり
　「事業承継の支援」では、事業承
継の相談窓口をすみだビジネスサ
ポートセンターへ一本化し、事業
承継に係る資金の融資制度を設け
るほか、事業継続に向けた環境改
善を図るための融資制度を創設し
ます。
ワーク・ライフ・バランスを実現し、
女性も男性も輝き、活躍できるま
ちづくり
　「女性も男性も活躍できるまち
づくり」では、男女共同参画のさ
らなる推進や、ワーク・ライフ・
バランスの普及啓発に努めます。
夢をかなえたい若者や、元気な高齢
者・障害者が活躍できるまちづくり
　「働きたい人が就労できる環境
整備」では、女性・若者を含めた
相談事業の充実や、ハローワーク
との連携による、雇用促進・就労
支援を推進します。

「訪れたいまち」の実現
誰もが安心してまち歩きを楽しめ
る国際的なまちづくり
　「水辺を活用した魅力の向上」で
は、隅田公園や周辺道路の整備、
小梅橋架替えなどの北十間川・隅

田公園観光回遊路の整備や、両国
リバーセンタープロジェクトの実
施などにより、魅力ある水辺空間
を創出していきます。
観光とものづくりが融合したまち
づくり
　「ものづくり観光の推進」では、
地域ブランド戦略の再構築を行い、
3M運動とともに、すみだの優れ
たものづくり技術と、その魅力の
区内外への発信を強化します。
＂おもてなしの心＂を育むまち・ひ
とづくり
　東京2020オリンピック・パラ
リンピックにおける「区独自ボラ
ンティア」の育成や、心のバリア
フリー推進等に取り組みます。

シティプロモーション戦略
まちへの愛着、誇りを育むまちづ
くり
　「新たな魅力の創造」では、文花
地区への千葉大学の誘致に向けた
準備として、旧すみだ中小企業セ
ンターの改修工事を行うほか、（仮称）
i専門職大学の開学を見据えて、大
学のあるまちづくりに取り組んで
いきます。
区外からの共感や憧れを生むまち
づくり
　「戦略的な魅力の発信」では、地
域と連携した＂すみだ＂の魅力を発
信する冊子の発行や、ウェブサイ
トによるシティプロモーションを
行います。
シティプロモーションを担うひと
づくり
　「協働によるまちづくりの推進」

では、地域の課題を自主的・自立
的に解決していくための「地域力
向上プラットフォーム」の構築等
を行っていきます。

東京2020オリンピック・パラ
リンピックに向けた取組
大会に向けたインフラ整備
　「競技会場周辺等のインフラ整
備」の取組として、無電柱化やバ
リアフリー化も合わせた道路景観
整備や、地点名標識の英語表記の
改善などを進めます。
大会に向けた気運醸成
　「区内開催競技等を活

い
かした取

組」では、ボクシングキャラクター
＂あしたのジョー�＂を活用して気運
醸成を図ります。
大会後のレガシーにつながる取組
　「大会を契機としたスポーツ・
文化・教育の振興」として、ボラン
ティア活動の推進、障害者アート
の振興などに取り組みます。

行財政改革の推進
　＂すみだの夢＂実現に向けて、基
本計画に掲げた施策を効果的・効
率的に推進していくため、これま
で以上に不断の行財政改革に取り
組みます。
　31年度は「財政白書」の策定に
より区財政の可視化を図り、行政
として担うべき業務の「選択と集中」
を進め、事務事業の見直しや業務
改善の取組を通じて、持続可能な
財政基盤の確立と簡素で効率的な
行政システムの構築を進めます。
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表彰状を贈呈しました
産業功労表彰

　区内の産業発展に貢献した伝統的手工芸技術
保持者および、優秀な技能者や区内企業に永年従
事した優良従業員を顕彰する産業功労表彰式を、
2月2日に行いました。式典では、伝統的手工芸
技術保持者3人、優秀技能者23人、中小企業等永
年勤続優良従業員122人に表彰状と記念品を贈
呈しました。表彰者等の詳細は、区ホームページ
をご覧ください。（右のコードを読み
取ることでも接続可）
［問合せ］産業振興課産業振興担当
5608－6186

ご注意ください
オレオレ詐欺・還付金詐欺
等の特殊詐欺

　区内では、子や孫を騙
かた
るオレオレ詐欺や、区の

職員を騙る還付金詐欺等の特殊詐欺が多発して
います。平成30年1月～12月に区内で発生した
特殊詐欺被害の認知件数は29年より11件増加し
80件、被害総額は約1億7000万円でした。
　区の職員が還付金に関する連絡を電話でする
ことはありません。また、金融機関等のATM操
作や、キャッシュカードの受渡しをお願いするこ
ともありません。オレオレ詐欺や還付金詐欺等と
思われる電話があった際は、必ず本人や区に電話
等で確認し、警察に連絡してください。
　また、被害防止のためには、電話を留守番電話
設定にしておくことや、電話をかけてきた相手に
自動で警告メッセージを流す自動通話録音機を
取り付けることが効果的です。区や警察署では、
区内在住のおおむね65歳以上の方に自動通話録
音機を無償で貸し出しています（台数に限りあり）。
詳細は、お問い合わせください。
［問合せ］ ▼ 安全支援課安全支援係 5608－
6199　 ▼本所警察署 5637－0110　 ▼向島
警察署 3616－0110

住み慣れた地域で生き生きと
老人クラブ

　高齢者が仲間とともに住み慣れた地域で生き
生きと過ごすため、老人クラブでは、趣味などの
集まりだけでなく、健康づくりや社会奉仕活動、
多世代交流などを行っています。現在、区内には
150の老人クラブがあり、1万人以上の会員がい
ます。また、区内の老人クラブで組織する墨田区
老人クラブ連合会では、グラウンドゴルフ等の軽
スポーツ大会や映画会、旅行など多くの企画を開
催しています。お住まい
の地域の老人クラブを紹
介していますので、興味
がある方は、お問い合わ
せください。
［対象］区内在住でおおむ
ね60歳以上の方［問合せ］
墨田区老人クラブ連合会
事務局（ 区役所11階 ）
5608－6167

最新号を発行しました
「SUMI SUMI」（すみだすみ
こなしマガジン）第2弾

　子育て世帯を対象に、すみだの魅力や、すみだ
を住みこなすための支援メニューを紹介してい
る冊子「SUMI SUMI」の最新号を発行しました。
これを読んで、あなたにぴったりの〝すみだの新
しいライフスタイル〞を見つけませんか。ぜひ、
ご覧ください。
［配布場所］各図
書館・出張所ほ
か　＊詳細は問
合せ先へ［費用］
無料［問合せ］広
報 広 聴 担 当
5608－6220

プロと一緒にものづくり
「新ものづくり創出拠点」見
学・体験会

　「こんなものを作りたい」といった想
おも
いやアイ

ディアと、職人たちの技術や経験を掛け合わせる
ことでかたちにする「新ものづくり創出拠点」で、
施設見学や、ものづくりに関する相談、体験、製
品紹介、交流会等を実施します。ものづくりに興
味がある方は、ぜひ、ご参加ください。
［ところ］下表のとおり［費用］無料　＊一部自己
負担あり［申込み］事前に電話またはEメールで
各申込先へ［問合せ］産業振興課産業振興担当
5608－1437　＊各拠点の実施内容や対象者等
の詳細は、区ホームページを参照
拠点名（所在地）／申込先 業種 実施日時
すみだ和ガラス館（錦糸2－
6－5）／ waglasskan@
hirota-glass.co.jp

ガラス製
品加工

3月15日（金）
午前10時～
午後4時

Garage Sumida（八広4－39
－7）／ garage-sumida@
hamano-products.co.jp

金属加工 3月15日（金）
午前10時～
午後5時

co－lab墨田亀沢（亀沢4
－21－3）／ 6658－
5292

印刷・デ
ザイン

両国メルティングポット
（両国3－21－10）／ 3613
－1328・ j-shimada@
shimada-shoten.co.jp

環境事業
関連の薬
品製造

3月15日（金）

▼午後1時～
1時45分　

▼ 午 後 2 時
15分 ～3時　

▼午後3時半
～4時15分

nuuiee（石原3－12－9）
／ 050－3496－7963

ニット製
品製造

3月16日（土）
午前10時～
午後4時

レルcommunity（本所4－
27－3）／ 3621－0508　
＊正午～午後1時を除く

電動車い
す製造

3月16日（土）
午前10時～
午後5時

セメントプロデュースデ
ザイン（業平4－7－1）／
6427－4556

デザイン
企画

［とき］4月～平成32年（2020年）3月　＊8月を
除く　＊曜日・時間等は下表のとおり　＊公園会
場は雨天等の場合、原則振替日に実施［内容］手軽
に取り組める高齢者向けの介護予防体操　＊男
性向けの会場あり［対象］区内在住の65歳以上で、

コード

全国老人クラブ連合会
100万人会員増強運動
「仲間ふやそう」マーク

教室修了後は介護予防自主グループとしての継続をめざします
介護予防サポーターによる「げんき応援教室」（各会場全22回）

医師から運動を制限されていない方　＊本教室
未受講者を優先　＊ほかにも要件あり［定員］各
15人～20人程度（抽選）［費用］無料［申込み］3月
13日までに高齢者福祉課地域支援係（区役所4階）
5608－6178へ　＊1人1会場のみ申込可

会場 曜日（原則） 時間 運動強度
千歳公園（千歳2－2－1） 第1・第3木曜日 午前10時～11時　＊6月～9月は午前9

時半～10時半
普通

横網町公園（横網2－3－25） 第1・第3火曜日

太平四丁目集会所（太平4－1－4） 第2・第4金曜日 ▼第1部＝午後1時半～2時半　 弱め

▼第2部＝午後3時～4時 普通

隅田公園児童コーナー（向島2－1） 第1・第3水曜日 午前10時～11時　＊6月～9月は午前9
時半～10時半

京島第二集会所（京島3－52－8きらき
ら会館）

第2・第4木曜日 ▼第1部＝午後1時半～2時半　 弱め

▼第2部＝午後3時～4時 普通

東白鬚公園（堤通2－2－1）サービスセ
ンター付近

第1・第3火曜日 午前10時～11時　＊6月～9月は午前9
時半～10時半

中川公園（立花5－38－3） 第1・第3金曜日

八広はなみずき高齢者支援総合セン
ター・みまもり相談室（八広5－18－
23・京成押上線高架下）

第2・第4月曜日 午後1時半～2時半 弱め

大横川親水公園釣川原ゾーン芝生広場
（東駒形4－15地先）　＊男性向け

第1・第3月曜日 午前10時～11時　＊6月～9月は午前9
時半～10時半

普通

東向島ふじ公園（東向島2－46－7）　
＊男性向け

第1・第3金曜日

毎月1日号8面に掲載しています
「私の好きな すみだ」写真募集
　皆さんが撮影した写真を区報に掲載して
います。どしどしお寄せください。
［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテー
マに区内で撮影した写真と、作品名・撮影
場所・コーナー名・住所・氏名・電話番号を、
直接または郵送、Eメールで、〒130－8640
広報広聴担当（区役所6階） 5608－6223・
OSHIRASE@city.sumida.lg.jpへ　＊写

真は ▼直接・郵送＝A4以下の紙に印刷する
か、jpeg形式でCD-Rに保存 ▼ Eメール＝
jpeg形式で添付（1通あたり3MB以内）［注
意事項］ ▼人物が含まれる写真は、肖像権侵
害等の防止のため、本人（未成年の場合は親
権者）の承諾が必要　 ▼氏名も掲載　 ▼応募
写真は他媒体で使用する場合あり　 ▼応募
写真は一部手直しをする場合あり

区の世帯と人口（2月1日現在）

世帯 15万0916（＋ 61）
人口 27万1999（＋140）
男 13万4749（＋ 71） ＊住民基本台帳による

女 13万7250（＋ 69） ＊（　）内は前月比

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）



健康寿命UP大作戦
すみだウォーキングマップ
2017年・2018年合冊版

　区では、区民の皆さんに、区内を楽しく歩き、
健康づくりに役立てていただくため、「すみだ
ウォーキングマップ2017年・2018年合冊版」
を作成しました。このマップでは、これまでに紹
介したコースに新たなコースを加え、その見どこ
ろや消費カロリー、歩数等を掲載しています。生
活習慣病を予防し、健康寿命を延ばすためには適
度な運動を続けることが大切です。このマップを
ぜひ、健康づくりにご活用ください。
［配布場所］保健計画課（区役所5階）、各出張所、
区総合体育館（錦糸4－15－1）など　＊区ホーム
ページからも出力可［費用］無料［問合せ］保健計
画課健康推進担当 5608－8514

精神障害者保健福祉手帳1級をお持
ちの方へ
心身障害者医療費助成制度障

　今年から、心身障害者医療費助成制度◯障の対象
に、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が
追加されました。現在、新たに対象となった方の
申請を受け付けています。65歳までに申請する
必要がありますが、65歳以上の方でも要件を満
たせば一定期間のみ申請が可能です。詳細は、お
問い合わせください。
　なお、生活保護受給中の方や、本人（20歳未満
の場合は被保険者）の所得が基準額を超える方、
後期高齢者医療制度の加入者で住民税が課税さ
れている方は対象外です。
［申請に必要なもの］ ▼有効期限内で1級の精神障
害者保健福祉手帳　 ▼本人の健康保険証　 ▼朱

肉を使う認印　 ▼本人（20歳未満の場合は被保
険者）の住民税課税・非課税証明書（平成30年1
月2日以降に墨田区に転入した方のみ）［申請先］

▼ 障害者福祉課障害者給付係（区役所3階）
5608－6163　 ▼向島保健センター（東向島5－
16－2） 3611－6135　 ▼本所保健センター
（東駒形1－6－4） 3622－9137［問合せ］障害
者福祉課障害者給付係

ご利用ありがとうございました
すみだ生涯学習センター別
館の閉館

　すみだ生涯学習センター別館（東向島2－28－
5）は、老朽化に伴い3月末で閉館します。
［問合せ］すみだ生涯学習センター 5247－
2001
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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

育てる楽しさ、花咲くよろこび
（園芸・ガーデニングの体験と季
節のお花でプチ寄せ植え作りな
ど）

3月10日（日）午前10時～午
後0時半

緑と花の学習園（文花2
－12－17）

内緑と花のサポーター（緑化ボランティア）と一緒に、簡単なガーデニ
ングの作業と寄せ植え作り等を体験する　対区内在住在学の3歳～中
学生とその保護者　定先着20人　費無料　持エプロン、手拭き用の
タオル　申 2月21日午前9時から電話で環境保全課緑化推進担当
‹5608－6208へ

消費者講座「知って得するお葬
式・お墓・遺言の知識」

3月12日（火）午後2時～3時
半

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

内終活について学ぶ　対区内在住在勤の方　定先着100人　費無料　
申 2月22日午前9時から電話で、すみだ消費者センター‹5608－
1516へ

吾嬬の里プレゼンツ　午後のク
ラシック

3月24日（日）午後2時～3時　
＊開場は午後1時半

八広地域プラザ（八広4
－35－17）

内 NHK交響楽団員と早稲田室内管弦楽団員による演奏　定先着80人　
費無料　申事前に八広地域プラザ‹6657－0471へ　＊3月18日を
除く

 

健
康
・
福
祉

いきいきプラザ「パソコン講師
ボランティア養成講座」（全5回）

3月1日～29日の毎週金曜
日午後1時半～3時

いきいきプラザ（文花1
－32－2）

内いきいきプラザでパソコンボランティアとして活動するための基礎
を学ぶ　対区内在住で次のすべてに当てはまる方▶パソコンの基本操
作ができる　▶講座修了後、ボランティアとして活動できる　▶全日
程参加できる　定先着5人　費 500円　申事前に、いきいきプラザ
‹3618－0961へ

ふくの会（なりひら認知症家族
会）

3月2日（土）午後1時半～3
時半

なりひらホーム（業平5
－6－2）

内参加者同士の悩みの共有・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「パソコン・インターネッ
ト教室」（全3回）

3月6日（水）～8日（金）の午
前10時～正午

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

対区内在住の60歳以上で、全日程参加できる方　定 10人（抽選）　
費 100円　申 2月27日までに、すみだ福祉保健センター‹5608－
3721へ

むこうじま認知症サポーターフォ
ローアップ講座

3月6日（水）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）

内傾聴について学ぶ　対区内在住の認知症サポーター　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

男性介護者教室「ケアMENすみ
だ〝今年度の振り返りについて〞」

3月7日（木）午後1時半～3
時半

なりひらホーム（業平5
－6－2）

内講話、意見交換、座談会　対区内在住の男性　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

手話体験講座 3月7日（木）午後6時45分～
7時45分、3月14日（木）午
前10時～11時

▶3月7日＝すみだボ
ランティアセンター（東
向島2－17－14）　▶3
月14日＝すみだボラ
ンティアセンター分館
（亀沢3－20－11関根
ビル4階）

内手話の体験、すみだボランティアセンターが主催する手話講習会の
説明等　対区内在住在勤在学で、すみだボランティアセンターが主催
する手話講習会の受講を検討中の方、手話に関心がある方　＊子ども
の同伴は不可　定各日先着30人　費無料　申事前に電話で、すみだ
ボランティアセンター‹3612－2940へ

認知症講演会「〝私が認知症に
なっても、あなたは変わらない？〞
住み慣れた街で暮らすための作
業療法の視点」

3月15日（金）午後2時～4時　
＊受け付けは午後1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）

内認知症を理解し、認知症の方の想
おも

いを受け止めて支える術
すべ

や生活の工
夫を作業療法士から学ぶ　【講師】竹原 敦氏（湘南医療大学保健学部准教
授）　対区内在住在勤で認知症に関心がある方など　定先着120人　
費無料　申事前に電話で高齢者福祉課地域支援係‹5608－6502へ

弁護士による権利擁護法律相談 3月20日（水）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

女性の健康週間イベント
女性の健康づくり応援キャン
ペーン「ひきふね図書館企画展」

3月23日（土）～4月17日
（水）の開館時間中

ひきふね図書館（京島1
－36－5）

内女性の健康に関する展示、リーフレットの配布、図書の紹介　費無
料　申当日直接会場へ　問保健計画課健康推進担当‹5608－8514

＝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 食中毒予防　焼肉は肉を焼く前後ではしを分けましょう　［問合せ］生活衛生課食品衛生係‹5608－6943
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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
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

ボランティア講習会 対区内在住在勤在学で、講習会修了後、区内で障害者福祉のためにボ
ランティア活動等ができる方　＊子どもの同伴は不可　＊障害等、特
別な配慮が必要な場合は事前に問合せ先へ　問すみだボランティアセ
ンター‹3612－2940

▶  手話講習会（健聴者向け・
各全40回）

　  ＊ろう者との交流行事への
参加1回を含む

▶上級（朝）＝4月8日～の月
曜日　▶上級（夜）＝4月10日
～の水曜日　▶初級（朝）＝4
月11日～の木曜日　▶初級
（夜）＝4月18日～の木曜日　
▶中級（朝）＝4月12日～の金
曜日　▶中級（夜）＝4月17日
～の水曜日　＊朝は午前10
時～正午、夜は午後6時45
分～8時45分

▶初級（夜）・中級（朝）・
上級（夜）＝すみだボラ
ンティアセンター（東
向島2－17－14）　
▶初級（朝）・中級（夜）・
上級（朝）＝すみだボラ
ンティアセンター分館
（亀沢3－20－11関根
ビル4階）

定▶初級（朝・夜）・中級（朝・夜）＝各40人（抽選）　▶上級（朝・夜）＝
各20人（選考）　費各6000円　申希望する級と時間帯・住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・性別・電話番号・メールアドレス・勤務先または学校
の名称（区内在勤在学者のみ）・手話学習歴の有無を、往復はがきで3月
17日（消印有効）までに、すみだボランティアセンター（〒131－0032
東向島2－17－14）へ　＊墨田区社会福祉協議会のホームページから
も申込可

▶音訳講習会（全22回） 4月8日～10月7日の月曜日
午後6時半～8時半

すみだボランティアセ
ンター（東向島2－17
－14）

定 20人（抽選）　費 2000円　＊別途アクセント辞典代5400円が必要　
申電話で3月20日までに、すみだボランティアセンター‹3612－
2940へ　＊墨田区社会福祉協議会のホームページからも申込可

▶要約筆記講習会（全10回） 4月9日～6月18日の火曜日
午前10時～11時半

定 15人（抽選）　＊希望者が3人以下の場合は中止　費 5000円　申電
話で3月20日までに、すみだボランティアセンター‹3612－2940へ　
＊墨田区社会福祉協議会のホームページからも申込可

▶点訳講習会（全20回） 4月13日～9月14日の土曜
日午後2時～4時

定 15人（抽選）　費 5000円　申電話で3月20日までに、すみだボラン
ティアセンター‹3612－2940へ　＊墨田区社会福祉協議会のホーム
ページからも申込可

 

子
育
て
・
教
育

新クラス！おやこ体操教室の体
験

2月26日～3月26日の毎週
火曜日午後2時半～3時半　
＊3月19日を除く

スポーツプラザ梅若（墨
田1－4－4）

対 2歳以下の子どもとその保護者　定先着10組20人　費 1回1080円　
申事前に、スポーツプラザ梅若‹5630－8880へ　＊詳細は問い合わ
せるか、スポーツプラザ梅若のホームページを参照

サポート会員養成集中講座 3月15日（金）午前8時半～
午後3時半

すみだボランティアセ
ンター（東向島2－17
－14）

内地域の子どもの送迎や預かりをするサポート会員（有償ボランティア）
として活動するために必要な知識を学ぶ　対区内在住の20歳以上で、
子育て支援に理解があり、心身ともに健康な方　＊資格は不要　定先
着10人　費無料　＊会員登録には、普通救命講習（1400円）を各自で
受講することが必要　持筆記用具、エプロン　申事前に電話で、すみ
だファミリー・サポート・センター‹5608－2020へ　＊受け付けは
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時

もちもちマーケット 3月17日（日）午前10時～正
午

子育て支援総合セン
ター（京島1－35－9－
103）

内妊婦・子ども用の使わなくなった衣類や、おもちゃ等
の交換会　費無料　申当日直接会場へ　問子育て支援
総合センター‹5630－6351

区民企画提案・プロデュース講
座「かけっこ教室90分〝リレーの
選手になりたい！運動会で活躍
したい！万年ビリから脱出した
い！〞」（全3回）

3月27日（水）午前10時～
11時半、3月28日（木）午後
1時半～3時、3月29日（金）
午前10時～11時半

八広地域プラザ（八広4
－35－17）

内体をほぐすヨガの呼吸法や、走り方の基本・コツを学ぶ　対区内在
住在学の小学生　定 20人（抽選）　費 1500円（保険料込み）　申講座
名・住所・氏名（ふりがな）・保護者の氏名・学校名・学年・電話番号・
ファクス番号を、往復はがきまたはファクスで3月10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　＊1通につき1人の
み申込可　＊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

すみだロボットセミナー 3月27日（水）午前10時～午
後5時　＊受け付けは午前9
時半～

すみだリバーサイド
ホ ー ル1階会議室・
ギャラリー（区役所に
併設）

内芝浦工業大学のオリジナル2足歩行ロボット「ステッピー」の製作・
競技大会など　対区内在住在学の小学校4年生～6年生　＊保護者の
見学可　定25人（抽選）　費5500円（材料費）　持筆記用具、工作道具、
ロボットを持ち帰るための袋、弁当、飲物等　＊詳細は受講決定者に
後日通知　申 2月28日午後5時までに芝浦工業大学公開講座のホーム
ページから申込み　＊申込後3日以内に申込受付メールが届かない場
合は、問合せ先へ　問経営支援課経営支援担当‹5608－6185

 

仕
事
・
産
業

すみサポフォーラム2019「経営
の革新がすみだの未来を創る!」

3月4日（月）午後6時～8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）

内基調講演、パネルディスカッション　対中小企業の経営者・従業員　
定先着300人　費無料　申事前に催し名、勤務先の名称・業種・所在
地・電話番号・ファクス番号・メールアドレス、参加者の氏名、紹介
を受けた機関名を、ファクスまたはＥメールで、すみだビジネスサポー
トセンター‹5608－6360・ 5608－6721・ tech@techno-
city.sumida.tokyo.jpへ　＊申込みは2月25日まで

 

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

企画展「東京大空襲〝罹
り

災者・救
護者・戦争遺跡〞」

2月23日（土）～4月14日
（日）の午前9時～午後5時　
＊入館は午後4時半まで　
＊休館日は毎週月曜日（祝
日のときは翌日）・毎月第4
火曜日

すみだ郷土文化資料館
（向島2－3－5）

内「罹災者の避難の軌跡」「空襲後に救護活動を行った軍隊」「区内の戦
争遺跡」をテーマに空襲の実態を紹介する展示　費▶個人＝100円　
▶団体（20人以上）＝80円　＊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　申期間
中、直接会場へ　問すみだ郷土文化資料館‹5619－7034

ハーバード・ビジネス・レビュー
読書会

3月9日（土）午後5時～8時 ひきふね図書館（京島1
－36－5）

内課題図書「ハーバード・ビジネス・レビュー 2019年3月号」（ダイ
ヤモンド社）に関する自由討議、参考図書の紹介　定先着12人　費無
料　持課題図書　申事前に講座名・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

＝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 墨田区に本籍がある方へ　一部の戸籍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
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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・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ＝選考方法

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

 

仕
事
・
産
業

非常勤職員（交通安全指導員）の
募集

内区立幼稚園、区立小・中学校での交通安全教育（授業）
における指導等　対交通安全教育の経験がある方　【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

申履歴書を直接または郵送で2月27日（必着）までに、〒130－
8640教育委員会事務局庶務課企画・法規担当（区役所11階）
‹5608－6301へ

非常勤職員（就学相談員）の募集 内区立小・中学校の特別支援学級等への就学に関する相
談事務　対教員免許・公認心理師・臨床心理士のいずれ
かの免許・資格を有し（平成31年3月31日までに取得見込
みの方も可）で就学相談に関する実務経験がある方　【採
用数】2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

申履歴書と免許・資格を証明する書類の写しを、直接または郵
送で2月28日（必着）までに、〒130－8640教育委員会事務局学
務課就学相談担当（区役所11階）‹5608－6304へ

ひきふね図書館の非常勤職員（調
査員）の募集

内ひきふね図書館での図書館業務および区立中学校の図
書館での司書業務　対司書・司書補・司書教諭のいずれ
かの資格を有する方（取得見込みの方も可）、または図書館
勤務経験がある方　【採用数】2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、応募動機（400字～800字で書式自由）と、資格を証
明する書類の写し（資格を有する方のみ）を、直接または郵送で3
月4日（必着）までに、ひきふね図書館（〒131－0046京島1－36
－5）‹5655－2350へ　＊詳細は問い合わせるか、区ホームペー
ジまたは墨田区立図書館のホームページを参照

「すみだモダン」ブランド認証商
品・飲食店メニューのモニター
募集

内「すみだモダン ブランド認証事業」において、「すみだモ
ダン 2017」に認証された商品・飲食店メニューのモニター　
対区内在住在勤在学の20歳以上で、無償で提供する商品
等を使用（試食）したうえで、期限までにアンケートに回答
できる方　費無料　＊店舗等までの交通費は自己負担

申応募用紙を直接または郵送、ファクス、Ｅメールで3月4日（必着）
までに、〒130－8640産業振興課産業振興担当（区役所14階）
‹5608－6188・ 5608－6934・ BRAND@city.sumida.
lg.jpへ　＊募集要項・応募用紙は申込先で配布しているほか、区
または「すみだ地域ブランド戦略」のホームページからも出力可

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

すみだ地域学セミナー特別講座　
「すみだ・たいとうを知る 隅田
川とともに歩んできた観光地〝す
みだ〞と〝浅草〞を学ぶ」

3月24日（日）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】森山育子氏（墨田区観光協会理事長）、冨士滋美氏（浅草観光連盟
会長）　対墨田区・台東区内在住在勤在学の方　定150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（在勤在学者のみ）を、往復はがきまたはファ
クスで3月6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　＊1通につき2人まで申込可　＊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

Ｂリーグ「サンロッカーズ渋谷
対 千葉ジェッツふなばし」観戦
ご招待

3月27日（水）午後7時5分～ 区総合体育館（錦糸4－
15－1）

対区内在住在勤在学の方　＊小学生以下は20歳以上の方の同伴が必
要　定 100人（抽選）　＊保護者の膝の上で観戦できる未就学児は人数
に含まない　申代表者の住所・氏名・年齢・電話番号、観戦者全員の
氏名を、往復はがきで3月11日（必着）までに区総合体育館「Ｂリーグ観
戦」係（〒130－0013錦糸4－15－1）‹3623－7273へ　＊申込みは
1人1通のみ（1通につき2人まで申込可）　＊中学生～18歳は保護者の
同意を往復はがきに記載

室内テニススクール 4月4日、5月9日、7月4日、
9月26日、10月10日、12月
19日いずれも木曜日▶第1
部＝午後6時 ～7時20分　
▶第2部＝午後7時20分～9
時

種初心者・初級・中級・上級　対区内在住在勤在学の方　定各日各
部先着25人　費各日各部1500円　＊第1部・第2部の両方参加する
場合は各日2000円　＊親子（親1人、子ども1人）で参加する場合は各
日各部1組2500円　持テニスシューズ（室内用の運動靴）、硬式ラケッ
ト　申事前に種別・希望の部・住所・氏名・年齢・電話番号を、直接
または郵送、ファクス、Ｅメールで墨田区庭球協会事務局　相沢宗良
（〒130－0013錦糸1－4－13）‹3622－7454・ 3623－0574・
sumida-tennis-ass@snow.ocn.ne.jpへ　＊いずれも受け付けは

開催日の3日前まで

区民体育大会「少年野球大会」 4月7日～6月16日
の日曜日・祝日　
＊4月30日～5月
5日を除く

隅田公園少年野球場
（向島5－6－13）ほか

費 1チーム2万円　申費用を持って直接、3月3日午前9時～11時に隅
田公園少年野球場へ　問墨田区少年野球連盟事務局　江澤義明‹080
－5087－3742　＊代表者会議を3月16日（土）午後6時半から、すみ
だ生涯学習センター（東向島2－38－7）で実施（受け付けは午後6時～）

すみだオペラ第8回公演　
ジュゼッペ・ヴェルディ作曲　
歌劇「アイーダ」（原語上演）

4月28日（日）・29日（祝）午
後2時～　＊開場は午後1時
半

曳舟文化センター（京
島1－38－11）

費▶Ｓ席＝6000円　▶Ａ席＝5000円　▶Ｂ席＝4000円　＊全席指
定　申事前に希望日・席種・チケットの枚数、代表者の住所・氏名・
電話番号を、ファクスまたはＥメールで、すみだオペラ代表　磯部憲臣
6657－2018・ sumida.opera@ezweb.ne.jpへ　問▶すみだ

オペラ代表　磯部憲臣　＊問合せの受け付けはファクスまたはEメー
ルのみ　▶文化芸術振興課文化芸術・国際担当‹5608－6212

区民体育大会「庭球大会」 5月12日～6月16日の毎週
日曜日午前8時～午後9時

錦糸公園テニスコート
（錦糸4－15－1）ほか

種男女別▶シングルス　▶ダブルス　▶エキスパートダブルス（50歳
以上）　▶グランドシニアダブルス（60歳以上）　▶グランドマスタダ
ブルス（男性70歳以上、女性65歳以上）　＊年齢は平成31年12月31日
現在　対区内在住在勤在学の方　費▶シングルス＝2000円　▶ダブ
ルス＝1組2500円　申種別・住所・氏名・年齢（学年）・電話番号を、
直接または郵送、ファクス、Ｅメールで3月24日（必着）までに墨田区庭
球協会事務局　相沢宗良（〒130－0013錦糸1－4－13）‹3622－
7454・ 3623－0574・ sumida-tennis-ass@snow.ocn.ne.jp
へ　＊代表者会議を5月4日（祝）午後7時から、すみだ産業会館（江東橋
3－9－10）で実施（受け付けは午後6時半～）

日

＝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 粗大ごみ収集の申し込みは「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
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案内所

すみだ
北斎美術館東京都江戸

東京博物館前

本所松坂
町公園

第一ホテル両国前
刀剣博物館

交通規制区域と時間
(いずれも午前9時～）

午後 2時 10分まで 午後 1時 40分まで
午後 2時まで 午後 1時半まで

午後 1時 25分まで

マラソン祭り会場
区内の観光名所等

東京マラソン2019

変更後のルート
変更前のルート

⑪都営両国駅（東京都江戸東京博物館前）
⑫刀剣博物館（旧安田庭園）・同愛記念病院
⑬国技館・水上バス乗り場
⑭両国駅西口（回向院入口）
⑮江島杉山神社入口
⑯勝海舟生誕之地・吉良邸跡入口
⑰千歳三丁目西（六間堀跡）
⑱弥勒寺前

迂う

回

　3月3日（日）、東京マラソン2019が開催されます。区の一部がコー
スとなることから、交通規制や区内循環バスのルート変更等がコース
周辺で実施されますので、ご注意ください。
［問合せ］スポーツ振興課スポーツ振興担当‹5608−6312

▼車いすマラソン・車いす10km＝午前9時5分スタート

▼マラソン・10km＝午前9時10分スタート
往路区内通過予想時刻

▼車いす先頭＝午前9時40分頃

▼マラソン先頭＝午前10時頃

▼マラソン最終＝正午頃

復路区内通過予想時刻

▼車いす先頭＝午前9時50分頃

▼マラソン先頭＝午前10時15分頃

▼マラソン最終＝午後1時頃

スタート時刻と区内通過予想時刻

区内循環バスのルート変更

東京都 ランナー応援イベント2019 マラソン祭り

　東京マラソン2019の開催に合わせて、コース沿道等で音
楽演奏やダンスなどの様々なパフォーマンスで盛り上げ、ラ
ンナーを応援するイベントを開催します。区内には、2会場
が設けられます。
［とき］3月3日（日）午前10時20分~午後1時5分（予定）［会場］
東京都江戸東京博物館（横網1−4−1）前、第一ホテル両国（横
網1−6−1）前［出演団体］右表のとおり［費用］無料［申込み］
当日直接会場へ［問合せ］スポーツ振興課スポーツ振興担当
‹5608−6312

　大会中は、区内循環バス南部ルート（両国・錦糸町ルート）
のルートが一部変更されます。すみだ北斎美術館前（津軽
家上屋敷跡）を午前8時44分～午後1時29分に発車するバ
スは、一部の停留所には止まりませんので、ご注意ください。

⑲元徳稲荷神社入口

⑳みどりコミュニティセンター

㉑野見宿禰神社入口

㉒石原二丁目南

時間 東京都江戸東京博物館前 第一ホテル両国前

午前10時20分～10時45分 両国お囃子会 VIVA!083

午前10時45分～11時10分 墨田区太鼓連盟Aチーム 東京スカイツリー

午前11時15分～11時40分 両国相撲甚句会 伝統芸桜川美寿々流かっぽれ

午前11時40分～午後0時5分 墨田区太鼓連盟Bチーム ユウミュージック

午後0時10分～0時35分 墨田区さくらフェスティバル D-Stage

午後0時35分～1時 向島游神太鼓 Pinky♡Angels

⑩すみだ北斎美術館前（津軽家上屋敷跡）

3月3日（日）
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Ⓒ東京マラソン財団
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