
 ＝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）3月21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

　今年も、待ちに待った桜の季節がやってきました。区内には桜を楽しめる場所が多
くあり、中でも「墨堤の桜」は江戸時代から多くの人に愛されてきました。今号1面では、
すみだの桜を満喫できる催しや、すみだの桜の歴史に関する展示等をご紹介します。
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桜の季節がやってきた！さあ、まちへ繰り出そう！

「墨堤」の由来と桜の歴史を知る

［とき］3月23日（土）・
24日（日）午前10時～
午後4時［会場］ソラマ
チひろば（押上1－1－

2東京スカイツリータウンⓇ1階）、両
国駅広小路（JR両国駅西口）、区役所
前うるおい広場、安兵衛公園（立川3
－15－6）［内容］スタンプラリー、美
術館・博物館ワークショップ、移動
動物園（3月23日のみ）、駄菓子のつ
かみ取り、昔の遊び体験等

［とき］ ▼提灯の点灯＝3月23日（土）～
4月14日（日）の日没前後～午後10時頃
［ところ］錦糸公園（錦糸4－15－1）

［とき］ ▼桜のライトアップ＝4月10
日（水）までの午後6時半～9時　 ▼ �イ
ベント、観光・土産品コ－ナ－＝3
月30日～4月7日の土・日曜日午前

10時～午後4時　 ▼ 提
ちょう
灯
ちん
の点灯＝桜の開花中の午

後5時～9時　 ▼模擬店＝桜の開花中の午前11時頃
～午後8時頃（土・日曜日、祝日は午前10時頃～午
後9時頃）　 ▼芸

げい
妓
ぎ
茶屋＝桜の開花中の午前11時半

～午後3時半（土・日曜日、祝日は午前11時～）　＊�日
程変更の可能性あり［ところ］隅田公園（向島一・二・
五丁目）、墨堤遊歩道、桜橋デッキスクウェア

　向島地域を洪水から守るために隅田川に築かれた堤は、浮世絵など
で「隅田堤」として表現されていました。また、江戸時代中期になると、
隅田川は当時流行した漢詩の中で「墨

ぼっ
江
こう
」や「墨

ぼく
水
すい
」と音読みで詠まれ

ます。8代将軍徳川吉宗の時代から徐々に植桜が始まると、隅田川の
堤は桜の名所として有名になり、漢詩で「墨堤」と詠まれるようになり
ました。墨堤のすぐそば、すみだ郷土文化資料館では、堤の名称の変
化や堤への植桜などについて、浮世絵等から知ることができます。

「すみだ観光サイト」ホームページをチェック！
［費用］無料［申込み］当日直接会場へ［問合せ］ ▼観
光課観光担当‹5608－6500　 ▼墨田区観光協
会‹5608－6951　＊錦糸公園桜まつり2019の
問合せは、メールで kinshi_koen_sakuramatsuri�
@outlook.comへ

浮世絵「倭風俗� 墨堤の桜」
（明治26年／楊洲周延�画)

三囲神社付近でお花見を
楽しむ人々。右上に描かれ
ている提灯の点灯は、現在
の墨堤さくらまつりでも
楽しむことができます。

浮世絵「雪月花の内花曇」（弘化
4年～嘉永5年／歌川豊国�画）

三囲神社付近にあった竹屋の渡
しの船着き場から屋形船に乗り
込む女性たち。船内には、お花
見には欠かせない長命寺の桜も
ちの籠が描かれています。

「桜－隅田堤から墨堤へ－」
［とき］3月23日（土）～6月2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・振替休日のときは翌日）・毎月第4火曜日［ところ］
すみだ郷土文化資料館（向島2－3－5）［費用］ ▼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［申込み］期
間中、直接会場へ［問合せ］すみだ郷土文化資料館‹5619－7034

特集展示
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◆2面以降の主な内容
2・3面･････3月31日（日）の区役所臨

時窓口
4～6面････講座・教室・催し・募集
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窓口が混雑する時期に合わせて、臨時窓口を開設します
3月31日（日）の区役所臨時窓口開設

　区では、毎月第2・第4日曜日に一部の窓口を
開設しています。年度末は窓口が混雑するため、
3月31日（日）にも臨時窓口を開設します。

［開設日時］3月31日（日）午前9時～午後5時［取扱
業務等］下表のとおり

4月1日から堤通公園（交通公園）の
一部を開放します
スケートボードパーク

　4月1日から、堤通公園西側の一部を時間限定
でスケートボードパークとして開放します。譲り
合ってご利用ください。
　なお、開放中は自転車等のコースが変更になり
ますので、お気を付けください。
［利用時間］午後3時～7時半　＊利用は4月1日～　
＊休園日を除く［ところ］堤通公園（堤通1－8－1）
［費用］無料［持ち物］スケートボード　＊ヘルメッ
ト等の保護具を着用［問合せ］道路公園課計画調
整担当 5608－6291　＊受付で利用登録が必
要
■堤通公園（交通公園）

テニスコート テニスコート

じゃぶじゃぶ池

出入口

複合遊具

受付

砂場

隅田川スケートボードパーク範囲

通行止

通行止

4月1日以降に生まれる赤ちゃんが
対象です
新生児聴覚検査の費用助成

　新生児聴覚検査とは、生まれてすぐの赤ちゃん
に聴覚障害の疑いがないかを調べる検査です。
眠っている新生児に、ささやき程度の音を聞かせ
て反応を見るもので、数分で行うことができ、痛
みもありません。
　区では平成31年度から、この新生児聴覚検査
にかかる費用の一部助成を開始します。費用の助
成を受けるためには「新生児聴覚検査受診票」が
必要です。3月までに妊娠の届出をした方のうち
出産予定日が4月以降の方には、自宅へ順次郵送
します。予定日が近くなっても届かない場合はお
問い合わせください。また、4月以降に妊娠の届
出をする方には、届出の際にお渡しします。なお、
出産予定日が4月以降であっても、3月以前に出
産した方は対象となりません。
　聴覚に障害のあることが分かったら、早期に適
切な支援を開始することで、言葉の発達などへの
影響を最小限に抑えることができますので、ぜひ、
検査を受けてください。
［対象］4月以降に生まれる新生児［問合せ］保健計
画課健康推進担当 5608－8514

平成31年4月28日(日)で発行を終
了します
改製原戸籍の附票

　区では、平成20年9月に行った戸籍のコン
ピュータ化以前の住所履歴を記録した改製原戸
籍の附票の写しの発行を行ってきましたが、機器
の老朽化のため31年4月28日（日）で終了します。
終了後は、改製原戸籍の附票の写しの廃棄証明書
を取得することができます。
　なお、住民基本台帳法施行令第34条第1項に基
づく附票の保存期間は、5年間とされていますが、
20年9月の戸籍のコンピュータ化以降の戸籍の
附票の写しについては、引き続き発行します。
［問合せ］窓口課証明係 5608－6104

道路愛称名が決まりました
八広ふれあい通り

　特別区道墨129号路線（八広1－16～八広5－
14）の道路愛称名が、「八広ふれあい通り」に決ま
りました。この愛称名は、地元町会や学校、地域
の団体で構成される実行委員会が地元の八広小
学校、第三寺島小学校、寺島中学校、吾嬬第二中
学校の児童・生徒の皆さんから候補名を募集し、
その中から地域の方々に長く愛される通りとな
ることを願って、決定しました。
［問合せ］道路公園課計画調整担当 5608－
6291
■八広ふれあい通り

水戸
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住宅の提供者を募集します
すみだすまい安心ネット
ワーク事業

　区では、4月1日から「すみだすまい安心ネット
ワーク事業」を開始します。これは、区が不動産
管理業者や福祉サービス提供者などの関係団体
との協力・連携体制を強化し、高齢者、障害のあ
る方がいる世帯や子育て世帯など、住宅確保に特
に配慮を要する世帯（住宅確保要配慮者）の民間
賃貸住宅等への居住等を支援していくものです。
　事業の開始に伴い、住宅確保要配慮者向けの住
宅を、区へ提供してくださる方を募集します。提
供してくださった方には、区が入居者死亡事故保
険の加入に係る補助（年間最大6000円）や成約時
謝礼金（1件につき5万円）などの支援をします。
　なお、提供していただく住宅は、住宅確保要配
慮者のみが入居可能な住宅として、都に登録する
必要があります。また、家主の方には、区が抽選
などの公正な方法により選定した入居者と、賃貸
借契約を締結していただきます。詳細は、お問い
合わせください。
［住宅の要件］ ▼住戸の専有面積が25㎡以上（緩和
要件あり）　 ▼消防法、建築基準法に違反しない　

▼耐震性がある（新耐震基準に適合しているか、
旧耐震基準の建物でも耐震性を証明できるもの
があれば可）　 ▼台所、トイレ、浴室またはシャ
ワー室がある　 ▼入居を不当に制限しない　

▼家賃が近隣の家賃相場と同程度である　＊ほ
かにも要件あり［問合せ］住宅課高齢者住宅担当
5608－6214

課 取扱業務／問合せ先
窓口課（区役所1階） ▼転入・転出・転居の届出（特例転出入届・海外転入を除く）、その他住民異動の届出（世

帯変更等）、印鑑登録申請、マイナンバー（個人番号）カードの交付、特別永住者証明書の
交付申請／窓口課住民異動係 5608－6105　 ▼住民票の写し（広域交付住民票を除
く）・住民票記載事項証明書の交付、公的年金の現況届証明書の交付、印鑑登録証明書の
交付、戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本）・戸籍の個人事項証明書（戸籍抄本）・除籍の全
部事項証明書（除籍謄本）・除籍の個人事項証明書（除籍抄本）・改製原戸籍謄本・改製原
戸籍抄本の交付、戸籍の附票の写しの交付／窓口課証明係 5608－6104　 ▼戸籍届
出の相談／窓口課戸籍係 5608－6107

子育て支援課（区役
所4階）

▼乳幼児医療証・子ども医療証の交付、児童手当の申請相談／子育て支援課児童手当・
医療助成係 5608－6160

 他の区市町村や関係機関への確認等を必要とする手続については、取り扱うことができない場合があります。詳細は、あら
かじめ月曜日～金曜日（祝日を除く）の午前8時半～午後5時にお問い合わせください。

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。ぜひ、写真をお寄せください。
［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（3月1日現在）

世帯 15万1087（＋171）
人口 27万2168（＋169）
男 13万4791（＋ 42） ＊住民基本台帳による

女 13万7377（＋127） ＊（　）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）



ぜひ、ご登録ください
すみだ安全・安心メール

　お持ちのスマートフォンやパソコン等のメー
ルアドレスに、区内で発生した気象・地震等の災
害情報や、犯罪・不審者等の防犯情報などを配信
しています。日頃の安全確保等に、ぜひ、お役立
てください。
［費用］無料　＊通信にかかる費用は自己負担［利用
方法］ s@sumidaku.
mobiへ空メールを送
信するか、区ホームペー
ジからメールアドレス
を登録（下のコードを
読み取ることでも接続
可）［問合せ］安全支援
課安全支援係 5608
－6199　＊詳細は区
ホームページを参照

締結しました
墨田区サイバーセキュリ
ティに関する協定

　区では3月8日に、東京商工会議所墨田支部、
本所警察署、向島警察署と「墨田区サイバーセ
キュリティに関する協定」を締結しました。
　近年、コンピュータネットワーク上での犯罪被
害が増加しています。個人や企業等のコンピュー
タをウイルスに感染させて個人情報などを引き
出したり、感染させたコンピュータを経由して外
部の組織を攻撃したりするなど、その手口は多様
化しており、官民で連携した対策が必要です。
　区民や区内中小企業者等の皆さんに、サイバー
セキュリティに対する意識を高めてもらい、サイ
バー攻撃などの犯罪による被害を未然に防ぐため、
本協定に基づき4者が協力して、セミナーの開催
やサイバー犯罪被害の情報共有など、啓発活動の
展開・対策強化に取り組んでいきます。
［問合せ］安全支援課安全支援係 5608－6199

アプリで区報が読めます
無料アプリ「マチイロ」

　墨田区のお知らせ「すみだ」（区報）は、スマート
フォン用アプリ「マチイロ」でもご覧いただけます。
［利用方法］「マチイロ」のホームページからアプ
リをダウンロード　＊下のコードを読み取るこ
とでも「マチイロ」のホームページに接続可［費用］
無料　＊通信にかかる費用は自己負担［問合せ］
広報広聴担当 5608－6223

大型連休中に仕事がある保護者の方
のために
区立保育園の大型連休中の
休日保育

　日曜日・祝日に仕事がある保護者のために、一
部の区立保育園では、大型連休中も休日保育を実
施します。
［とき］4月28日（日）～5月6日（振休）の午前7時
15分～午後6時15分［大型連休中の休日保育の
実施園］あおやぎ保育園（東向島4－37－17）、亀
沢保育園（亀沢1－27－5）［対象］区内在住または
区内認可保育施設に在園で、生後6か月以上（4月
1日現在）の未就学児［定員］ ▼ あおやぎ保育園＝
各日20人（選考）　 ▼亀沢保育園＝各日12人（選
考）［選考方法］書類選考［費用（日額）］1人あたり
2500円　＊減額制度等あり（詳細は申込先へ問
い合わせるか、区ホームページを参照）［申込み］
申込先で配布する申込書と勤務証明書等を直接

▼4月28日（日）～30日（祝）の利用希望＝4月5日　

▼5月の利用希望＝4月19日　までに、子ども施
設課入園係（区役所4階） 5608－6152へ　
＊通常期間（大型連休中以外）に休日保育の利用
を希望する場合、申込締切日は利用を希望する日
が属する月の前月の20日（20日が土・日曜日、
祝日の場合は直前の開庁日）　＊電話・郵送によ
る申込みは不可　＊申込書は区ホー
ムページからも出力可（右のコードを
読み取ることでも区ホームページに
接続可） コード

資源の有効活用にご協力を
ご家庭で不要になった古着・金属製調理器具などの回収とフー
ドドライブの年間計画

　平成31年度も、ご家庭で不要になった古着や靴、
金属製調理器具などの回収を毎月実施します。ま
た、食料品の廃棄を減らすため、フードドライブ
も同時に行いますので、ご協力をお願いします。
［回収日時／回収場所］下表のとおり［回収品目］

▼洗濯済で汚損していない古着や布製品（ぬれて
いるものの回収は不可　 ▼靴（片方しかないもの、
泥・油・シミ・カビ等の汚れがあるもの、穴が開
いているもの、長靴・ブーツ・下

げ
駄
た
・草履の回収

は不可）　 ▼ぬいぐるみ　 ▼柄の長さを除いた直
径・一辺の長さが30㎝未満の鍋・やかん・フラ

地域の通いの場・集いの場に参加し
てみませんか
いきいきマップすみだ

　区内の高齢者支援総合センターでは、生活支援
コーディネーター（地域支え合い推進員）が地域
の皆さんや事業所のご協力のもと、地域で行われ
ている体操や趣味などの交流活動の情報を収集
しています。
　この度、高齢者やその家族・支援する方などに
役立ててもらおうと、通いの場・集いの場の情報
を地図に表し、区ホームページで公開しました。
下のコードを読み取ることでも掲載ページに接
続できます。
　なお、掲載されている団体・事業所によっては
現在募集を行っていない場合がありますので、参
加を希望する場合には、事前に各団
体・事業所への確認をお願いします。
［問合せ］高齢者福祉課地域支援係
5608－6178
■いきいきマップすみだ

コード

コード

コード

月 とき／会場
4月 ▼20日（土）／業平公園（業平2－3－2）　 ▼21日（日）／白鬚公園（墨田1－4－42）

5月 ▼18日（土）／若宮公園（本所2－2－19）　 ▼19日（日）／緑と花の学習園（文花2－12－17）

6月 ▼29日（土）・30日（日）／区役所1階正面玄関前　＊すみだ環境フェア2019と同時開催

7月 ▼20日（土）／吾嬬西公園（八広6－53－16）　 ▼21日（日）／中和公園（菊川1－18－25）

8月 ▼17日（土）／すみだ生涯学習センター（東向島2－38－7）　 ▼18日（日）／みどりコミュニティ
センター（緑3－7－3）

9月 ▼21日（土）／八広公園（八広5－10－14）　 ▼22日（日）／東あずま公園（立花2－32－12）

10月 ▼19日（土）／中和公園（菊川1－18－25）　 ▼20日（日）／吾嬬西公園（八広6－53－16）

11月 ▼16日（土）／ひいらぎ公園（八広1－16－11）　 ▼17日（日）／区総合体育館屋外駐車場（錦糸
4－15－1）

12月 ▼21日（土）／白鬚公園（墨田1－4－42）　 ▼22日（日）／すみだ清掃事務所（業平5－6－2）

平成32年
（2020年）1月

▼18日（土）／みどりコミュニティセンター（緑3－7－3）　 ▼19日（日）／八広公園（八広5－
10－14）

2月 ▼15日（土）／東あずま公園（立花2－32－12）　 ▼16日（日）／すみだ清掃事務所（業平5－6
－2）

3月 ▼21日（土）／緑と花の学習園（文花2－12－17）　 ▼22日（日）／若宮公園（本所2－2－19）
注��時間はいずれも午前9時～午後2時です。ただし、6月開催のみ午前10時～午後3時です。
注��上記日程や場所が変更になる場合は、随時、本紙や区ホームページでお知らせします。
注��白鬚公園での回収場所は、スポーツプラザ梅若（墨田1－4－4）の裏です。隅田川沿いの都立東白鬚公園と間違いやすいので、
ご注意ください。

イパンなどの金属製調理器具（土鍋、ホーロー鍋、
包丁などの危険物の回収は不可）　 ▼賞味期限ま
で1か月以上ある缶詰や乾麺などの食料品（生も
のやアルコール類の回収は不可）［対象］区内在住
の方　＊事業者を除く［持込方法］古着、靴、ぬい
ぐるみ、金属製調理器具、食料品をそれぞれ別の
袋に入れて、直接会場へ　＊車での来場は不可［問
合せ］すみだ清掃事務所分室 3613
－2229　＊詳細は問い合わせるか、
区ホームページを参照（右のコードを
読み取ることでも接続可） コード

広告 【着付け教室】無料体験中 わいわい楽しい♪ 青いとりきもの学院・錦糸町校 0120－711－785

3墨田区のお知らせ2019年（平成31年）3月21日



　　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

 

暮
ら
し

行政書士による無料相談（許認可
申請、ビザ申請、遺言・相続手続
等）

3月26日（火）、4月2日（火）
午後1時～4時　＊原則、毎
週火曜日に開催（祝日・年
末年始を除く）

区役所1階区民相談
コーナー

申当日直接会場へ　問▶すみだ区民相談室‹5608－1616　▶東京
都行政書士会墨田支部‹080－3596－7830

司法書士による無料法律相談（不
動産や会社の登記、相続・遺言・
成年後見等）

3月28日（木）、4月4日（木）
午後2時～4時　＊原則、毎
週木曜日に開催（祝日・年
末年始を除く）

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
司法書士会墨田・江東支部‹3635－1900

宅地建物取引士による無料相談
（不動産取引一般）

3月29日（金）、4月5日（金）
午後1時～3時　＊原則、毎
週金曜日に開催（祝日・年
末年始を除く）

申当日直接会場へ　問▶すみだ区民相談室‹5608－1616　▶東京
都宅地建物取引業協会墨田区支部‹3622－1221

社会保険労務士による無料相談
（各種年金・労務管理等）

4月3日（水）・17日（水）午
後1時～4時半　＊原則、毎
月第1・第3水曜日に開催
（祝日・年末年始を除く）

区役所1階区民相談
コーナー

申当日直接会場へ　問▶すみだ区民相談室‹5608－1616　▶東京
都社会保険労務士会墨田支部‹3613－1069

マンション管理士による無料相
談会

4月13日（土）午後1時～4時　
＊毎月第2土曜日に開催

対区内マンションの管理組合・居住者等　申当日直接会場へ　問▶住
宅課計画担当‹5608－6215　▶一般社団法人東京都マンション管理
士会墨田支部‹6413－8727

吾嬬の里で陶芸を楽しもう！（全
6回）

4月14日～6月23日の毎月
第2・第4日曜日午前9時半
～午後0時半

八広地域プラザ
（八広4－35－17）

対小学校4年生以上　定先着12人　費 1万円（材料費込み）　持作業
用エプロン、タオル、雑巾、筆記用具、メモ帳　申事前に八広地域プラ
ザ‹6657－0471へ　＊受け付けは4月7日までの午前9時～午後8時

 

健
康
・
福
祉

男性介護者教室ケアMENすみだ
「軽度認知障害と認知症〝認知症
の早期発見と予防〞」

4月4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、コーヒーやお茶を飲みながらの意見交換・座談会　対区内在
住の男性　費無料　申事前に、みどり高齢者支援総合センター（緑2－
5－12・オウトピアみどり苑内）‹5625－6541へ　問高齢者福祉課
相談係‹5608－6174

エンドウジムのパワートレーニ
ング教室

4月8日（月）・22日（月）午
後3時～4時

本所地域プラザ（本所1
－13－4）

内力強い体幹を作り、脳を活性化させるトレーニング方法を学ぶ　定各
日先着30人　費各日800円　持運動着、室内用の運動靴、タオル、飲
物　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

高齢者「iPad体験教室」（全2回） 4月11日（木）・12日（金）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60歳以上の方　定 6人（抽選）　費 100円　申 3月28日
までに、すみだ福祉保健センター‹5608－3721へ

みどりコミュニティカフェ　4月
のテーマ「折り紙教室と花体操」

4月12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

高齢者のパソコン教室「無料ソ
フトGIMPを使用し写真の加工
方法を学びます」（全4回）

4月16日～5月14日の火曜
日午後2時～4時　＊4月30
日を除く

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、次の全ての要件を満たす方▶写真加工の初
心者である　▶パソコンの基本操作（文字入力）ができる　▶ウィンド
ウズが使えるノートパソコンを持参できる　定 10人（抽選）　費無料　
申 3月22日～26日の午前9時～午後5時に梅若ゆうゆう館‹5630－
8630へ

弁護士による権利擁護法律相談 4月18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

身体障害者向け「春のハーバリ
ウム講座」

4月22日（月）午前10時～正
午

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

内好きな花を選んで、自分だけのハーバリウムを作る　対区内在住で
身体に障害のある方　定 15人（抽選）　費 500円　申講座名・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4月3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

シニアのためのいきいきトレー
ニング教室（第1
期・各部全24回）

5月9日～8月1日の月・木
曜日▶午前の部＝午前10時
～正午　▶午後の部＝午後
1時～3時　＊祝日を除く

いきいきプラザ（文花1
－32－2）

内機器を使った、介護予防のための筋力向上トレーニング　対区内在
住の60歳以上で、これから運動を始めたい方　＊4月4日（木）午前10時、
または4月8日（月）午後1時から開催する説明会への参加が必要（いず
れも同一内容で1時間程度）　定各部8人（選考）　費無料　申電話で
各説明会の前日までに、いきいきプラザ‹3618－0961へ　＊受講に
は主治医の意見書が必要（意見書の作成費用は自己負担）

 

子
育
て
・
教
育

月イチひろば「こみかんたいむ」
「おれんじたいむ」

▶こみかんたいむ＝4月8日
（月）午前10時～正午　＊原
則、毎月第2月曜日に開催　
▶おれんじたいむ＝4月22
日（月）午前10時～午後3時　
＊原則、毎月第4月曜日に
開催

子育て支援総合セン
ター（京島1－35－9－
103）

内親同士の交流や情報交換、保育士等による子育て相談など　対▶こ
みかんたいむ＝歩けるようになるまでの子どもとその保護者　▶おれ
んじたいむ＝おおむね4歳までの子どもとその保護者　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　＊日程
等の詳細は問合せ先へ

母と子のリラックスタイム 4月9日（火）、5月14日（火）、
6月11日（火）午前10時～
11時半　＊受け付けは午前
9時半～

本所保健センター（東
駒形1－6－4）

内子育てについて語り合い、リフレッシュする　対区内在住で就学前
の子どもがいる母親　定各日先着10人　費無料　申事前に本所保健
センター‹3622－9137へ　＊事前申込みによる就学前の子どもの一
時保育あり

もちもちマーケット 4月21日（ 日）、5月19日
（日）、6月16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

）

＝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　お刺身は買ったらすぐに冷蔵庫へ［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

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

 

仕
事
・
産
業

あたらしくある。なつかしくある。
「すみだモダン2018」発表展示
会

3月28日（木）～の午前10時
～午後9時　＊常設展示

産業観光プラザ すみ
だ まち処（押上1－1－
2東京スカイツリータ
ウン®5階）

内「すみだモダン2018」に認証された商品や飲食店メニューの発表・
展示、商品の即売　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

3月28日（木）～31日（日）の
午前11時～午後8時

GOOD DESIGN 
Marunouchi（ 千代田
区丸の内3－4－1新国
際ビル1階）

内「すみだモダン2018」に認証された商品や飲食店メニューの発表・
展示、ものづくりコラボレーション事業（ロンドンのデザイナーと区内
企業）で開発した腕時計の発表・トークショー、すみだモダン認証事業
者によるワークショップ「江戸文字体験!トートバックに家紋を入れよう」　
＊トークショーは3月28日（木）午後7時～、ワークショップは3月31日
（日）のみ　費▶ワークショップ＝1000円　▶その他＝無料　申事前
に電話で▶トークショー＝産業振興課産業振興担当‹5608－6188へ　
▶ワークショップ＝アトリエ創藝館‹3622－2381へ　＊発表・展示
は期間中、直接会場へ

3月28日（木）～4月9日（火）
の午前11時～午後9時　
＊日曜日・祝日は午後8時
まで

GOOD DESIGN 
STORE TOKYO by 
NOHARA（千代田区丸
の内2－7－2 KITTE
丸の内3階）

内「すみだモダン2018」に認証された商品や飲食店メニューの発表・
展示、商品の即売　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

ひきふね図書館ビジネス支援プ
ロジェクト「インターネット複
業セミナー〝好きなことを仕事に
しよう〞」

4月27日（土）午後2時～4時 ひきふね図書館（京島1
－36－5）

内好きなことを生かしたネットビジネスを立ち上げ、収益化するため
の初歩を学ぶ　対区内在住在勤の方　定先着20人　費無料　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

 
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

たのしい運動教室（各教室全8回
～13回）

4月1日（月）～6月29日（土）　
＊各教室の日程等の詳細は
申込先へ

スポーツプラザ梅若（墨
田1－4－4）

内／対▶大人向け教室＝シニアの筋トレ＆ストレッチ、大人のカンフー、
ヨガなど全18教室／18歳以上の方　▶子ども向け教室＝カンフー、お
やこ運動教室、こども運動教室、チアダンス、ヒップホップダンスなど
全10教室／3歳～12歳の子ども（おやこ運動教室は2歳以下の子ども
とその保護者）　定各教室先着10人～15人　費各教室1回1080円×
開催回数　＊体験は1回1080円　申事前に、スポーツプラザ梅若
‹5630－8880へ　＊詳細は申込先へ問い合わせるか、スポーツプラ
ザ梅若のホームページを参照

みどり大正琴教室（全2回） 4月5日（金）・26日（金）午
前10時～11時半

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内大正琴の基本を学ぶ　対 6歳以上の方　定先着10人　費 3500円　
＊4月5日に会場で支払　持大正琴（お持ちの方のみ）　申事前に、みど
りコミュニティセンター‹5600－5811へ

区民体育大会「区民ハイキング　
月居山（標高404ｍ）・袋田の滝
ハイキング」

4月7日（日）午前7時～　
＊歩程は2時間半程度

【集合場所】ロッテシ
ティホテル錦糸町（錦
糸4－6－1）前　＊往
復バスで移動

定先着30人　費 5500円（バス代・保険料込み）　持弁当、水筒、山歩
きに適した靴、雨具兼用の防寒着等　申事前に費用を持って直接、スポー
ツ振興課スポーツ振興担当（区役所14階）へ　＊受け付けは3月29日午
後4時まで　問墨田区野外活動連盟　小林正克‹090－2411－0296

菓子遍路〝和菓子とすみだをつな
ぐ〞

4月15日（月）午後6時半～7
時半

立花図書館（立花6－8
－1－101）

内「菓子遍路 一哲」の店主による講演　定先着20人　費無料　申 3
月23日午前9時から立花図書館‹3618－2620へ

ラジオ体操指導者講習会 4 月 18 日 ～ 平 成 32 年
（2020年）1月16日の原則
毎月第3木曜日午後6時半～
8時　＊11月は7日（木）、
12月は12日（木）に開催

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

費 3000円　持室内用の運動靴　＊靴底が黒色のものは不可　申当日
直接会場へ　問 NPO法人東京都ラジオ体操連盟　佐藤幸一‹3625
－0565

区民体育大会「弓道大会」 4月21日（日）午前9時～午
後5時　＊受け付けは午前8
時半～

弓道場（江東橋4－1－
3）

種個人（男女別）　対区内在住在勤在学の方　＊東京都学生弓道連盟加
入者を除く　費無料　持弓道衣、弓具　申住所・氏名・性別・電話番
号を、郵送で4月20日（必着）までに墨田区弓道連盟　武井省吾（〒130－
0014亀沢3－12－4）へ　問墨田区弓道連盟　村川利夫‹3612－7887

区民体育大会「アーチェリー大
会」

4月21日（日）午後1時～5時　
＊受け付けは午後0時半～

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

種30ｍ・20ｍダブル（男女別）　費無料　申種別・住所・氏名・年齢・
電話番号を、ファクスまたはＥメールで4月6日までに墨田区アーチェリー
協会事務局‹3625－1874・ 3625－1860・ active-okayasu@
lily.ocn.ne.jpへ　＊Ｅメールで申込みの際は件名に大会名を明記

ちょっと楽しいスポーツ教室（各
会場全20回程度）

4 月 27 日 ～ 平 成 32 年
（2020年）3月14日の土曜
日午後2時～4時　＊日程の
詳細は問い合わせるか、申
込先で配布中のチラシを参
照

▶第四吾嬬小学校（京
島3－64－9）　▶外手
小学校（本所2－1－
16）　＊工事等で変更
になる場合あり

内バドミントン、グラウンドゴルフ、ミニテニス、ラージ卓球、ビーチボー
ルバレー等の体験　対区内在住在勤で20歳以上の方　定各会場40人
（抽選）　費各会場▶64歳以下＝4000円　▶65歳以上＝3350円　＊い
ずれも保険料込み　＊▶外手小学校＝4月6日（土）午前10時～　▶第
四吾嬬小学校＝4月13日（土）午前10時～　開催する公開抽選会で支払
（欠席した当選者には、支払方法等を後日通知）　申電話で3月30日ま
でに▶第四吾嬬小学校＝スポーツドアあずま事務局‹3617－9002へ　
▶外手小学校＝両国倶楽部事務局‹3622－5181へ　問スポーツ振
興課スポーツ振興担当‹5608－6312

区民体育大会「ハンドボール大
会」

5月4日（祝）午前9時～午後
6時　＊受け付けは午前8時
～　＊雨天の場合は5月5日
（祝）に延期

都立両国高校（江東橋1
－7－14）

種一般（男女別）、高校生男子、中学生男子　対区内在住在勤在学の方
で構成され、区内で活動しているチーム　費無料　申種別・住所・氏名・
年齢（学年）・電話番号・ファクス番号・チーム名を、郵送またはファクス、
Ｅメールで4月6日～19日（必着）に墨田区ハンドボール協会事務局　
鈴木愼二（〒133－0056江戸川区南小岩7－22－1－2805） 3650
－4466・ sumida.handball@gmail.comへ　問スポーツ振興課ス
ポーツ振興担当‹5608－6312

 イベ
ン
ト

すみだの花見酒 in JR錦糸町駅
南口

3月23日（土）午前11時～午
後4時

JR錦糸町駅南口駅前
広場

内花見をイメージした日本酒や肴
さかな

等の販売　費無料　＊日本酒等の
購入は自己負担　申当日直接会場へ　問産業振興課産業振興担当
‹5608－6186

＝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。［問合せ］粗大ごみ受付センター‹5296－7000
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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 内容・対象等 申込み・問合せ等

 

暮
ら
し

墨田区指定法人管理型住宅（中堅
所得世帯用）の空き家入居者およ
び入居登録者の募集

【募集住宅の名称／間取り／入居者負担額（月額）】▶コン
ポステラ飯塚（石原1－23－2）／2LDK＋Ｓまたは3LDK
（65.89m2～68.09m2）／11万7300円～12万1200円　
▶ファミーユタカダ（本所4－30－10）／2LDK＋Ｓまた
は3LDK（65.06m2）／10万8000円～11万9000円　▶ア
ビタシオンOHYA（江東橋5－8－9）／3LDK（67.61m2～
68.06m2）／9万4000円　＊いずれも毎月の共益費は別
途自己負担　対区内在住在勤で、全ての入居要件を満た
す方　＊入居要件等の詳細は、募集パンフレットを参照

【募集戸数】各2戸（抽選）　＊コンポステラ飯塚のみ、募集してい
る2戸のうち1戸は現在空いている部屋をあっせん（その他は抽
選結果を登録し、空き家が出た場合に住宅をあっせん）　【募集
パンフレット・申込書の配布期間／配布場所】3月22日～4月8
日／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　申申込書を直接または郵送で4月8日（必着）ま
でに、〒130－8640住宅課公営住宅担当（区役所9階）‹5608
－6214へ

 

健
康
・
福
祉

「すみだ教室」受講生・ボランティ
アの募集

内知的障害のある方が仲間を作り、社会生活のルールを
学ぶ「すみだ教室」の受講または指導補助　【期間】5月19
日～平成32年（2020年）2月2日の原則、毎月第1・第3日
曜日午前9時半～午後3時　＊ボランティアは午後3時半
まで

【活動場所】本所中学校（東駒形3－1－10）ほか　選面接　＊面
接日は後日通知　申申請書類を直接または郵送で4月3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　＊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

▶受講生 対区内在住在勤の65歳以下で知的障害のある、次の全て
の要件を満たす方▶義務教育課程を修了している（高校等
に在学中の方を除く）　▶医療管理や介護を必要としない　
▶団体行動ができる　▶自宅と活動場所を1人で往復でき
る　▶全日程参加できる　▶愛の手帳3度・4度に相当する

【募集数】若干名　費無料　＊教材費等の自己負担あり

▶ボランティア 対 18歳以上で、障害者教育に関心がある方　＊高校生を
除く

＊謝礼あり

 

区
政
そ
の
他

「墨田区無電柱化整備計画」（素
案）のパブリックコメント（意見
募集）

【素案の閲覧期間／閲覧場所】4月18日（木）まで／道路公
園課（区役所10階）、区民情報コーナー（区役所1階）　＊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（Ａ4用紙1枚程度で書式自由）と、住所・
氏名（団体名）・電話番号を、直接または郵送、ファクス、Ｅメールで
4月18日（必着）までに、〒130－8640道路公園課計画調整担当（区
役所10階）‹5608－6291・ 5608－6410・ DOUROKOUEN
＠city.sumida.lg.jpへ

平成31年度「すみだの夢応援助
成事業」助成希望事業の募集

内地域を活性化する意欲的なプロジェクトに対し、ふるさ
と納税を活用した資金調達の機会を提供する　対区内外
の事業者が区内で実施する事業で、地域力の向上につなが
るもの

申事前に申込先と相談（必須）のうえ、申込書類を直接、4月18日
までに地域活動推進課地域活動推進担当（区役所14階）‹5608
－3661へ　＊詳細は申込先で配布している募集要項を参照（区
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

 

イ
ベ
ン
ト

さくらスポーツフェスティバル 3月31日（日）午前9時～午
後5時

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

内元体操日本代表選手によるバック転体験会など　費無料　申▶直
接＝3月23日午前11時～　▶電話＝3月23日午後1時～　区総合体育
館‹3623－7273へ　＊詳細は問い合わせるか、墨田区総合体育館の
ホームページを参照

ランチ＆コンサート「MUSASHI 
和楽器コンサート」

4月13日（土）午前11時～　
＊ランチは午後0時半～

本所地域プラザ（本所1
－13－4）

内和太鼓のライブショー、お楽しみランチ　定先着120人（全席自由）　
費 800円　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

 

区
政
そ
の
他

東京2020公認プログラム　東
京都共催「外国人おもてなし語
学ボランティア育成講座 おもて
なしコース」

5月25日（土）午後1時～4時
半

区役所会議室131（13
階）

対区内在住在勤在学で15歳以上（中学生不可）の本講座未受講者　＊未
成年者は受講決定後に保護者の同意書が必要　＊語学力は不問　＊生
後6か月以上の未就学児の託児あり　定 60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（希望する場合は子どもの人数と年齢）を、は
がきまたはファクス、Ｅメールで4月16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　＊抽選結果は4
月25日までに通知　＊個人情報は、都および個人情報に関する契約を
締結した運営事業者へ提供予定　＊本講座の修了者を都の「外国人お
もてなし語学ボランティア」に登録　＊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）

 

ぽ
け
っ
と

「向島遊びで春を満喫　〝桜〞と
〝踊〞と〝旨

うま

いもの〞」
3月30日（土）▶ステージイ
ベント＝午前11時～午後5
時　▶芸

げい

妓
ぎ

衆の演舞＝午後1
時～2時（日本語解説）、午後
3時～4時（英語解説）　▶向
島江戸歩きナイトツアー＝
午後4時～7時（日本語ガイ
ド）、午後4時20分～7時（英
語ガイド）

▶ステージイベント＝
桜橋たもと付近の桜橋
通り　▶芸妓衆の演舞
＝向嶋墨堤組合（向島2
－9－9）　▶向島江戸
歩きナイトツアー＝集
合場所の詳細は問合せ
先へ

定▶芸妓衆の演舞＝各先着100人　▶向島江戸歩きナイトツアー＝各
先着15人　費無料　申▶ステージベント＝当日直接会場へ　▶芸妓
衆の演舞、向島江戸歩きナイトツアー＝事前に専用フォームから申込
み　＊専用フォームへは下のコードを読み取ることで接続可　問向島
事業推進協議会（株式会社KITABA内）大下 裕里佳‹080
－3267－2257　＊受け付けは午前10時～午後6時　＊内
容等の詳細は問合せ先へ　

小学生～高校生のための夏休み
海外研修交流事業

7月26日（金）～8月20日
（火）で8日間～18日間　
＊行き先により異なる

イギリス、オーストラ
リア、カナダ、シンガ
ポール

内ホームステイ、ボランティア、文化交流、学校体験、英語研修、地域
見学、野外活動など　対小学校3年生～高校生　費 36万円～65万円　
申参加申込書を郵送で5月24日（必着）または6月7日（必着）までに、公
益財団法人国際青少年研修協会（〒141－0031品川区西五反田7－15－
4）‹6417－9721へ　＊対象・費用は行き先により異なる　＊5月12
日（日）・19日（日）に都内で無料の事前説明会あり　＊内容・参加申込書
等の詳細は、公益財団法人国際青少年研修協会のホームページを参照

コード

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
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