
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）




