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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

地域の語り場「ふらっとも」 3月12日（火）午後6時半～8
時

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内地域情報の交換や日頃の悩み相談などを行う交流会　費無料　申当
日直接会場へ　問みどりコミュニティセンター‹5600－5811

税理士による税務相談 3月28日（木）午後1時～4時　
＊原則、毎月第2・4木曜日
に開催（祝日・年末年始・3
月第2木曜日を除く）

すみだ区民相談室（区
役所1階）

申当日直接会場へ　問▶すみだ区民相談室‹5608－1616　▶東京
税理士会本所支部‹3626－1148　▶東京税理士会向島支部‹3614
－8528

 

健
康
・
福
祉

みどりコミュニティカフェ
3月のテーマ「健康体操と歌唱」

3月8日（金）午前10時半～
正午

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内お茶を飲みながら、おしゃべりを楽しむ　対おおむね60歳以上の方　
費 100円（飲食代）　申当日直接会場へ　問みどりコミュニティセン
ター‹5600－5811

みかんの会（認知症家族会） 3月11日（月）午後1時半～3
時半

たちばなホーム（立花3
－10－1）

内介護に関する悩みの共有・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、
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

みどりで健康エクササイズ 3月12日～26日の
毎週火曜日午前9時
～正午

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

【プログラム／定員】▶骨盤体操（45分）／各日先着20人　▶ボールエ
クササイズ（45分）／各日先着15人　対20歳以上の方　費各日各プロ
グラム1000円　持タオル　申事前に、みどりコミュニティセンター
‹5600－5811へ　＊複数日の申込可

ぜん息の呼吸リハビリ講演会 3月13日（水）午後2時～4時 すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

対ぜん息疾患がある方　定先着30人　費無料　申事前に電話で保健
計画課保健計画担当‹5608－6190へ

ボランティア説明会 3月14日（木）午前10時～
11時半

すみだボランティアセ
ンター（東向島2－17
－14）

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
ア活動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

はなみずき認知症家族会「住宅
改修制度について」

3月16日（土）午後1時半～3
時

八広はなみずき高齢者
支援総合センター（八
広5－18－23・京成
押上線高架下）

対区内在住で、認知症の方を介護している家族等　定先着20人　費無
料　申事前に電話で八広はなみずき高齢者支援総合センター‹3610
－6541へ

「すみだハート・ライン21事業」
「ミニサポート事業」説明会

3月19日（火）▶午前の部＝
午前10時～11時半　▶午
後の部＝午後2時～3時半

▶午前の部＝地域福祉
プラットフォーム　ガ
ランドール（石原4－
11－12）　▶午後の部
＝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▶午前
の部＝先着10人　▶午後の部＝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

むこうじま家族会「座談会〝介護
のことで気になることなど話し
合い交流しましょう〞」

3月19日（火）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）

対区内在住で、認知症の方を介護している方　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

高齢者・障がい者のための無料
法律相談会（相続・遺言・成年後
見制度・借金など）

3月23日（土）午前10時～午
後4時

すみだボランティアセ
ンター（東向島2－17
－14）

内弁護士による相談　定先着15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・ 3612－2944
へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時

中途失聴者・難聴者向け「手話
教室」（全20回）

4月9日～9月17日の火曜日
午後1時半～3時半　＊日程
の詳細は申込先へ

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

内手話の基礎と日常会話等を学ぶ　対区内在住の中途失聴者・難聴
者とその家族　定 15人（抽選）　費 100円　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3月14日までに、すみだ
福祉保健センター‹5608－3723・ 5608－3720へ　＊定員に満
たない場合は締切日以降も受け付け　＊申込時に磁気ループの希望可

高齢者パワートレーニング教室
（全12回）

4月9日～6月25日の毎週火
曜日午後2時～3時

横川三丁目集会所（横
川3－12－12）

内器具を使わずにできる筋力アップ運動　＊運動強度は強め　対区
内在住の65歳以上で、医師から運動を制限されていない本教室未受講
者　＊ほかにも要件あり（詳細は申込先へ）　定 25人（抽選）　費無料　
持バスタオルまたはヨガマット　申 3月15日までに高齢者福祉課地
域支援係（区役所4階）‹5608－6173へ

〝健康長寿にチャレンジ!〞介護予
防のための「元気もりもり教室」
（各部全16回）

4月10日～9月11日の水曜
日▶第1部＝午後1時半～2
時半　▶第2部＝午後3時～
4時　＊日程の詳細は申込
先へ

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内健康体操（運動強度は▶第1部＝やや弱め　▶第2部＝やや強め）、脳
トレーニング、レクリエーション等　対区内在住の65歳以上で、医師
から運動を制限されていない方　＊初参加者を優先　＊ほかにも要件
あり　定各部30人（抽選）　費無料　持タオル、飲物　申 3月20日ま
でに高齢者福祉課地域支援係（区役所4階）‹5608－6178へ

 

子
育
て
・
教
育

子育て講座「赤ちゃんのための
絵本の読み聞かせとわらべうた」

3月16日（土）午前11時～正
午

横川コミュニティ会館
（横川5－9－1）

内読み聞かせや、わらべうたを親子で楽しむ　対乳幼児とその保護者　
費無料　申当日直接会場へ　問横川コミュニティ会館‹5608－
4500

親子料理×科学教室「科学の力
で中華麺をつくろう！」

3月31日（日）午前10時～午
後0時半

八広地域プラザ（八広4
－35－17）

内中華麺を作りながら、どんな化学反応が起こっているかを学ぶ　対小
学生とその保護者　定先着10組20人　費 1人500円（材料費）　持エ
プロン、三角巾（バンダナ）、布巾　申事前に八広地域プラザ‹6657
－0471へ　＊受け付けは3月25日までの午前9時～午後8時（3月18日
を除く）

 文化
・
ス
ポ
ー
ツ

区総合体育館公開講座「楽しく！
みんなで！スポーツボランティ
ア講座」

3月15日（金）午後7時～9時 区総合体育館（錦糸4－
15－1）

内スポーツイベント等で協働するためのコミュニケーションスキルを
学ぶ　対中学生以上　定先着30人　費無料　申事前に講座名・住所・
氏名・電話番号を、電話またはＥメールで、区総合体育館‹3623－
7273・ sumidagym@n-reco.co.jpへ　＊受け付けは3月12日まで

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

広告 「畳を通して長～いお付き合い」気軽にお電話ください。HPでも…。あなたの町の㈲たたみ工房さいとう 緑四 ‹03－3631－9591
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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

 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

区民体育大会「ソフトボール大
会」

3月17日～5月26日の毎週
日曜日午前8時～午後5時

東墨田一丁目運動広場
（東墨田1－10）

種男子Ａ・Ｂ、女子　対区内在住在勤者で構成する一般社会人チーム　
費1チーム1000円　＊3月16日（土）午後6時半から、東墨田会館（東墨
田2－12－9）で実施する代表者会議で支払（受け付けは午後6時～）　
申電話で3月15日までに墨田区ソフトボール連盟事務局　林 祐一
‹090－5757－3703へ

区民体育大会「クレー射撃大会」 3月17日（日）午前8時半～
午後4時　＊受け付けは午
前7時半～

成田射撃場（千葉県印
西市山田166）

種トラップ、スキート　費 1万円　持銃砲所持許可証、火薬譲受許可
証　申事前に電話で墨田区クレー射撃連盟　森 庄太郎‹090－8770
－6954へ　＊当日会場でも申込可

すみだ少年
少女合唱団
第34回定期
演奏会

3月17日（日）午後2時半～
＊開場は午後1時45分
＊プレ・コンサートは午後
1時55分～

曳舟文化センター（京
島1－38－11）

【曲目】「日本のうた」より5曲、ボブ・チルコット作「A Little Jazz 
Mass」より5曲、ミュージカル「レ・ミゼラブル」より18曲　定先着
580人　費無料　申当日直接会場へ　問文化芸術振興課文化芸術・
国際担当‹5608－6212

区民体育祭「ダンススポーツ大
会」

3月17日（日）午後6時～8時
半

すみだ産業会館（江東
橋3－9－10）

種ラテン、スタンダード　費 1500円　申電話で3月9日までに墨田区
ダンススポーツ連盟事務局　早川文基‹090－2226－5284へ

バリアフリー映画会 3月23日（土）午後2時～4時 八広図書館（八広5－
10－1－104）

内映画「博士の愛した数式」のバリアフリー版の上映　定先着50人　
費無料　申3月1日午前9時から催し名・氏名・電話番号・ファクス番
号を、直接または電話、ファクスで八広図書館‹3616－0846・ 3616
－0672へ　＊手話通訳を希望する場合は3月10日までに申込みが必要

人生・生きがい、青春、恋愛・結
婚、社会・歴史を考える読書会

3月24日（日）午後2時～4時
半

ひきふね図書館（京島1
－36－5）

内課題図書 第160回芥川賞受賞作品「ニムロッド」（上田岳弘著）・「1R1
分34秒」（町屋良平著）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

世界三大仏教遺跡講演会「アン
コールワット・ボロブドゥール・
バガン」

3月30日（土）午後2時～4時 内バガンだけが世界遺産に選ばれていない理由や最新の写真による保
存状況の解説など、世界三大仏教遺跡に関する講演　【講師】黒河内 宏昌
氏（東日本国際大学エジプト考古学研究所教授）　定先着50人　費無
料　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

区民体育大会「ソフトテニス大
会」

▶中学生の部＝3月31日
（日）　▶一般の部＝4月14
日（日）　＊いずれも午前8
時～午後8時半　＊雨天の
場合はそれぞれ4月7日
（日）・21日（日）に延期

錦糸公園テニスコート
（錦糸4－15－1）ほか

種中学生の部（男子・女子）、一般の部（男子Ａ・Ｂ、壮年Ａ・Ｂ、女子Ａ・
Ｂ）　＊Ａは上級者、Ｂは初中級者　対区内在住在勤在学の方　費1組
3000円　＊高校生は2000円、中学生は1000円　申種別、ペアの住
所・氏名・年齢・学年・電話番号を、直接または郵送、ファクスで▶中
学生の部＝3月14日（必着）までに　▶一般の部＝4月4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

第189回すみだ文化講座
三井圭司氏による「初期写真に
見るすみだとその周辺」

3月31日（日）午後2時～4時 ひきふね図書館（京島1
－36－5）

定先着50人　費無料　申事前に講座名・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、ひきふね図書館‹5655－
2350・ 5655－2351へ　＊手話通訳を希望する場合は3月8日まで
に申込みが必要

区民体育大会
「バレーボール
大会」

▶男子6人制・女子9人制・
家庭婦人＝4月7日（日）　
▶中学生（女子）＝4月14日
（日）　▶男子9人制・女子6
人制＝5月4日（祝）　＊いず
れも午前9時～午後9時

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

種男女別6人制・9人制、家庭婦人、中学生（女子）　費 1チーム7000
円　＊3月26日（火）午後7時から、東京東信用金庫両国本部（両国4－
35－9）で実施する代表者会議で支払　申 3月13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　＊代表者会
議への出席をもって正式申込み

すみだ郷土文化資料館ボラン
ティア養成講座（全10回）

4月13日～6月1日の土曜日
（5月4日を除く）、6月16日
～30日の毎週日曜日　＊い
ずれも午後1時半～3時半

すみだ郷土文化資料館
（向島2－3－5）

内オリエンテーション（概要説明）、墨田区域の歴史（古代～近現代）・
民俗・文化財の講義、展示解説実習など　対区内在住在勤で、原則全
日程参加できる方　＊ボランティア活動を行うには、講座修了後「すみ
だ郷土文化資料館ボランティアの会」への入会が必要　定先着30人　
費 1000円（テキスト代）　申事前に電話で、すみだ郷土文化資料館
‹5619－7034へ　＊毎週月曜日、第4火曜日を除く

区民体育大会「スポーツウエル
ネス吹矢大会」

4月14日（日）午前11時半～
午後4時半　＊受け付けは
午前11時～

スポーツプラザ梅若（墨
田1－4－4）

費 1000円　持スポーツ吹矢の道具一式　申住所、氏名、年齢、段・
級位を、電話またはファクス、Ｅメールで3月31日午後9時までに墨田
区スポーツ吹矢協会　川野浩二‹・ 3610－2081・ k.kouji0209@
themis.ocn.ne.jpへ

区民体育大会「民踊大会」 5月19日（日）午前10時半～
午後4時半　＊受け付けは
午前9時～

曳舟文化センター（京
島1－38－11）

費 1曲3000円　＊3月12日（火）または4月9日（火）の午後6時半～8時
に、二葉小学校（石原2－1－5）で支払　申住所・氏名・曲目・電話番
号・ファクス番号を、電話またはファクスで3月12日～4月9日に墨田
区民踊連盟　髙橋 志津子‹・ 3622－2816へ

 

イ
ベ
ン
ト

27万人の平和メッセージ ▶平和祈念コンサート＝3
月8日（金）正午～午後1時　
▶平和メッセージ展＝3月8
日（金）～24日（日）の午前8
時半～午後9時　＊初日は
午後3時～

区役所1階アトリウム 内▶平和祈念コンサート＝新日本フィルハーモニー交響楽団と広島交
響楽団のメンバーによる弦楽四重奏（J.S.バッハ／主よ、人の望みの喜
びよ等）　＊平和への誓いと祈りが込められた折り鶴で制作した「平和
のオブジェ」のお披露目も実施（オブジェは約1年間展示）　▶平和メッ
セージ展＝区民や著名人が、平和への思いを詩や絵・文章などでつづっ
た「平和メッセージ」の展示　費無料　申期間中、直接会場へ　問文
化芸術振興課文化行事担当‹5608－6181

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

広告 相続寺子屋区民講座（無料）3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 事務局
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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 内容・対象等 申込み・問合せ等

 

子
育
て
・
教
育

ジュニア・リーダー研修生の募
集

内地域の子どものリーダーをめざし、キャンプやゲーム等
の実習を行う　対区内在住在学で、研修会（毎月1回、土曜
日または日曜日）や宿泊研修（2日～3日、年間3回程度）に
参加できる中学校1・2年生（平成31年4月1日現在）　【研
修期間】4月～高校3年生の3月　定先着40人程度　費無
料　＊保険料・宿泊費など一部自己負担あり

申事前に申込書を直接または郵送、ファクスで、〒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　＊受け付けは3月22日（必着）まで　
＊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

＝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

 

イ
ベ
ン
ト

墨堤の桜を愛
め

でるまち歩きガイ
ドツアー

3月30日（土）・31日（日）午
前11時～　＊いずれも1時
間半程度

桜橋、三囲神社、隅田
公園ほか　＊吾妻橋観
光案内所（区役所2階）
に午前10時50分に集
合　＊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）で解散

内すみだ観光ガイドと共に伝統文化が薫る墨堤を散策する　＊向嶋芸
げい

妓
ぎ

茶屋でのお茶体験あり　定各日先着20人程度　費各日2000円（保
険料・お土産代・お茶代・記念写真代込み）　申事前に希望日、代表者
の住所・氏名・電話番号、参加人数を、はがきまたはファクスで墨田区
観光協会（〒130－0001吾妻橋3－4－5）‹5608－6951・ 5608
－7130へ　＊墨田区観光協会のホームページからも申込可　＊天候
により、コースが変更になる場合あり

ニッポンクラフトビアフェスティ
バルinすみだ

3月30日（土）・31日（日）午
前11時～午後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）
＊車・自転車での来場
は不可

内音楽演奏等を楽しみながら、すみだのビールを含む全国のクラフト
ビールを試飲する　対 20歳以上の方　定各日先着700人　費各日
3900円　申事前に、ニッポンクラフトビアフェスティバルのホームペー
ジから申込み　問産業振興課産業振興担当‹5608－1437

さくらスポーツフェスティバル　
本物のラグビー選手と触れ合お
う

3月31日（日）午前9時～ 区総合体育館（錦糸4－
15－1）

内現役ラグビー選手との親子タグラグビー体験など　費無料　問区
総合体育館‹3623－7273　＊内容や申込方法等の詳細は後日、墨田
区総合体育館のホームページに掲載

 

区
政
そ
の
他

第127回墨田区都市計画審議会
の傍聴

3月18日（月）午後2時～ 墨田区議会第1委員会
室（区役所17階）

【予定案件】「東京都市計画道路区画街路墨田区画街路第12号線の決定
（墨田区決定）」についてほか　定 10人（抽選）　申住所・氏名・電話番
号を、往復はがきで3月8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

 

ぽ
け
っ
と

常設知的財産相談室 月曜日～金曜日の▶午前10
時～正午　▶午後2時～4時

弁理士会館（千代田区
霞が関3－4－2）

内弁理士による特許・意匠・商標の出願など、知的財産権全般に関す
る相談の受け付け　費無料　申事前に電話で日本弁理士会常設知的
財産相談室‹3519－2707へ　＊日本弁理士会関東支部のホームペー
ジからも申込可

桜を観
み

る会 3月29日（金）・30日（土）午
前10時～午後3時

砂町水再生センター
（江東区新砂3－9－1）　
＊車での来場は不可

内砂町水再生センター内でお花見を楽しむ　＊飲酒・ペットの同伴は
不可　費無料　申当日直接会場へ　問砂町水再生センター‹5632
－2180

皮革手芸教室 4月2日～9月28日の火・土
曜日午後1時～4時

東京鞄会館（台東区蔵
前4－16－3）

内小物入れ等の作製　定▶火曜日コース＝先着30人　▶土曜日コー
ス＝先着20人　費各コース月額4000円　＊材料費等は別途自己負担　
申事前に電話で全国皮革振興会‹3865－7457へ

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

広告 丸井錦糸町店5Ｆ　新店 「スマホ修理工房」 割引有4,500円～ バッテリー、パネル交換 ‹03－6659－9023
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すみだ　3月のおすすめイベント

午前10時～午後4時 午前11時～午後4時

［ところ］区役所前うるおい広
場［内容］すみだの特産品や日
本全国のこだわりの農産物・
加工食品などの販売、キッチ
ンカー等の出店［入場料］無料
［申込み］当日直接会場へ［問
合せ］観光課観光担当‹5608
－6500

［ところ］錦糸公園（錦糸4－15
－1）［内容］区内商店街の店舗
によるマルシェ（市場）［入場料］
無料［申込み］当日直接会場へ
［問合せ］▶墨田区商店街連合会
事務局‹080－4004－6661　
▶産業振興課産業振興担当
‹5608－6187

2日（土）・3日（日） 10日（日）

全国の！区内の！こだわりの特産品がいっぱい！全国の！区内の！こだわりの特産品がいっぱい！

THE GREENMARKET SUMIDA
区内商店街の魅力的なお店が大集合！区内商店街の魅力的なお店が大集合！

ソラのねマルシェ


