
お勧めのお店を掲載しています
冊子「すみここ」

　墨田区商店街連合会と区が発行している冊子
「すみここ」は、区内在住在勤の方だからこそ知っ
ている、お勧めのお店や気になるお店の情報を掲
載しています。今回は「総
集編」として、今もなお進
化し続ける21店舗を紹介
しています。ぜひ、ご覧く
ださい。
［配布場所］産業振興課（区
役所14階）、各出張所・図
書館ほか［費用］無料［問
合せ］産業振興課産業振
興担当☎5608－6187

4月・5月は混雑します
粗大ごみの申込み

　4月・5月は粗大ごみの申込みが多く、粗大ご
み受付センター（☎5296－7000）への電話がつ
ながりにくくなります。粗大ごみ受付センターの
ホームページからの申込みをお勧めします。
［問合せ］すみだ清掃事務所☎5608－
6922　＊右のコードを読み取ること
でも粗大ごみ受付センターのホーム
ページに接続可

資源の有効活用にご協力を
古着・金属製調理器具など
の回収とフードドライブ

　ご家庭で不要になった古着や金属製調理器具
などを回収します。また、余っている食料品等を
回収するフードドライブを実施します。
［回収日時／回収場所］ ▼ 4月20日（土）／業平公
園（業平2－3－2）　 ▼4月21日（日）／白鬚公園
（墨田1－4－42）　＊いずれも午前9時～午後2
時［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（泥・
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（着ぐるみ、ビニール製・プラスチッ
ク製の人形、穴が開いているもの、汚れがあるもの、
壊れているものは不可）　 ▼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
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（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、当日直接会場へ　＊車での来場は不可［問
合せ］すみだ清掃事務所分室☎3613－2228　
＊詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照

コード

4月1日から一部変更しました
区の組織

［問合せ］行政経営担当☎5608－6230
変更内容 理由

企画経営室
「行政改革推進担当課長」を
「行政経営担当課長」に、「副参
事（社会保障・税番号制度調
整担当）」を「副参事（ICT推進
担当）」にそれぞれ変更

企画経営室の機能
の再編・強化

保健衛生担当
副参事（新保健施設等開設準
備担当）を設置

新保健施設の開設
準備への対応

産業観光部
副参事（プレミアム商品券担
当）を設置

プレミアム付商品
券事業への対応

中小事業者を支援するために、国や都が設けて
いる制度の一部を紹介します。なお、補助金の募
集期間等は個別に定められていますので、詳細は
各制度の問合せ先へご確認ください。
［問合せ］産業振興課産業振興担当☎5608－6186産業ナビ

支援概要 制度名・支援内容 問合せ
国 業務効率
を高める
ITツール
の導入支
援

サービス等生産性向上IT導入支援事業
中小企業等の生産性向上を実現するため、バックオフィス業務などの
効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向上に資するIT導入費用の一部
を助成　＊最大1/2（下限額40万円、上限額450万円）を補助　＊ハー
ドウェアは対象外

▼一般社団法人サー
ビスデザイン推進協
議会☎0570－666
－131　 ▼経済産業
省 サ ー ビ ス 政策
課☎3580－3922

海外展開
の支援

ビジネスマッチング支援事業

▼ WEBマッチングサイト「J-GoodTech」で海外向けPR用特設ページ
を開設し、海外企業に向けた情報発信を支援　 ▼海外現地の市場環境・
事業環境の調査、ビジネスモデルの検証、ビジネスパートナー候補企業
の探査、事業提携の実現可能性確認等の支援

中小企業庁創業・新
事業促進課☎3501
－1767

中小企業海外展開現地支援プラットフォーム事業

▼中小企業のビジネス展開への関心が高い国・地域に設置した「中小
企業海外展開現地支援プラットフォーム」に、現地での知見や地元政府
当局・企業等とのネットワークに強みを持つコーディネーターを配置し、
輸出・投資等の各種相談に対応　 ▼現地パートナー企業とのマッチン
グ支援、現地協力機関や公的機関等への取次ぎ・紹介
中小企業海外ビジネス人材育成支援事業

▼中小企業の海外ビジネス担当者を対象としたプログラムの提供（海外
の市場・制度の情報収集方法、海外バイヤーとのコミュニケーション
方法などの学習、海外ビジネス戦略・方針の策定、海外フィールドワー
クによる市場調査経験や実践的な現場研修）　 ▼参加者とその上長によ
る事前・事後評価や、事業成果の測定・把握、報告発表の場の設定

都 中小企業
者の技術
支援

技術相談事業
技術的な課題についての無料アドバイス　＊要予約

地方独立行政法人東
京都立産業技術研究
センター（総合支援
窓口）☎5530－2140

依頼試験事業
製品や材料等の試験（測定・分析など）の受託　＊有料　＊要予約
機器利用事業
試験機器（試作・測定・分析）の利用・技術指導　＊有料　＊要予約

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

帰宅呼びかけメロディー
  午後5時半に放送（4月1日から）

遅くまで遊んでいる
　子には家に帰るよう 
　　ひと声かけて
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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

 

暮
ら
し

型染め教室〝自分で布を染めてみ
よう〞（全3回）

4月21日～6月16日の毎月
第3日曜日午前10時～正午

八広地域プラザ（八広4
－35－17）

内型を使った染物を体験し、作品を作る　対中学生以上　定先着10
人　費 3000円　持エプロン　申 4月2日から八広地域プラザ☎6657
－0471へ　＊受け付けは4月14日までの午前9時～午後8時

絵手紙教室（全6回） 4月21日～9月15日の毎月
第3日曜日午後1時半～3時
半

内季節の花やモチーフを使った手描きの絵手紙を作成する　＊汚れて
も構わない服装で参加　対中学生以上　定先着15人　費 3000円　
申 4月2日から八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは4月
16日までの午前9時～午後8時（4月15日を除く）

花育講座「リース型ハンギング
バスケット作り」講習会

4月24日（水）午後1時半～3
時半

区役所1階アトリウム 内リース型の容器に春の花を植え込む　対区内在住在勤在学の方　
定先着25人　費 3000円程度（材料費）　持エプロン、薄手の手袋、作
品を持ち帰るための袋　申 4月1日午前9時から電話で環境保全課緑化
推進担当☎5608－6208へ

吾嬬の里料理教室（全6回） 4月25日～9月26日の毎月
第4木曜日午前10時～午後
1時

八広地域プラザ（八広4
－35－17）

内季節感を取り入れた家庭料理を作る　対16歳以上の方　定先着15人　
費 6000円（材料費込み）　持エプロン、布巾、三角巾（バンダナなども
可）、ハンドタオル　申 4月2日から八広地域プラザ☎6657－0471へ　
＊受け付けは4月19日までの午前9時～午後8時（4月15日を除く）

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

広告 4Ｋ放送はじめる？それなら、J: COM！大迫力の4Ｋ画質をアンテナ不要で楽しめます 詳しくは☎0120－989－989（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

 

健
康
・
福
祉

自由参加型「盆踊り教室」 4月12日～平成32年（2020
年）3月27日の第2・第4金
曜日午後6時半～7時半

梅若ゆうゆう館（墨田1
－4－4・シルバープラ
ザ梅若内）

内盆踊りで普段あまり使わない筋肉に刺激を与え、心身をリフ
レッシュする　対区内在住で60歳以上の方　費無料　申当日
直接会場へ　問梅若ゆうゆう館☎5630－8630

「すみだハート・ライン21事業」
「ミニサポート事業」説明会

4月16日（火）午前10時～
11時半、4月22日（月）午後
2時～3時半

▶4月16日＝地域福祉
プラットフォーム　キ
ラキラ茶家（京島3－49
－18）　▶4月22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）

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▶4月
16日＝先着10人　▶4月22日＝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

パソコン点訳ボランティア養成
講座（全7回）

5月7日～6月18日の毎週火
曜日午前10時～正午

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

内点訳の基本ルールと点訳ソフトの使用方法を学ぶ　対区内在住在
勤でパソコンの基本操作ができ、講座修了後にボランティア活動をす
る意思がある方　定 10人（抽選）　費 1400円（教材費）　申講座名・
住所・氏名・年齢・電話番号を、直接または電話、ファクスで4月14日
までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3723・ 5608－3720へ

要介護状態にならないために「ら
くらく水中ウォーク教室」（全12
回）

5月13日～8月5日の月曜日
午後1時半～3時　＊7月15
日を除く

ルネサンス両国（両国2
－10－14）

内温水プールでのウォーキングやバランス運動　対介護保険の要介
護認定で要支援1・2と認定された方、または基本チェックリストで事
業対象者と判定された方　＊ほかにも要件あり　定先着10人　費4800
円　申 4月1日午前9時から各高齢者支援総合センターへ　＊受け付け
は4月22日まで　問高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

手話通訳者の養成講座 亀沢のぞみの家（亀沢4
－18－11）

対区内在住在勤の20歳以上で、次の全ての要件を満たす方▶手話講習
会上級コースを修了している、または同等の技量を有している　▶手
話通訳士の資格を有していない　▶墨田区以外の地域で登録通訳者と
して活動していない　▶心身ともに健康である　問▶墨田区障害者団
体連合会事務局（〒130－0014亀沢4－18－11）☎・ 3624－3154　
▶障害者福祉課障害者給付係（区役所3階）☎5608－6163　＊各申込
書は問合せ先で配布しているほか、区ホームページからも出力可

▶  墨田区手話通訳者養成ス
テップアップ講座（全2回）

5月16日（木）・23日（木）午
前10時～正午

内区の登録手話通訳者としての意識づくり、地域の聴覚障害者との交
流等　定 10人程度（抽選）　費無料　申申込書を郵送またはファクス
で4月22日（消印有効）までに墨田区障害者団体連合会事務局へ　＊過
去の本講座受講者は申込不可

▶  墨田区手話通訳者養成講座
（全35回）

6月13日～平成32年（2020
年）2月20日の木曜日午前
10時～正午　＊日程の詳細
は申込先へ

定 10人程度（選考）　＊面接および技能確認を5月30日（木）午前10時
から亀沢のぞみの家で実施　費 1万円（教材費込み）　申申込書を郵送
またはファクスで5月23日（消印有効）までに墨田区障害者団体連合会
事務局へ

 

仕
事
・
産
業

東京都子育て支援員研修「地域
保育コース」（第1期）

6月～9月　＊クラスにより
異なるため、日程の詳細は
申込先へ

公益財団法人東京都福
祉保健財団（新宿区西
新宿2－7－1）ほ か　
＊詳細は問い合わせる
か、募集要項を参照

内子育て支援分野に従事する上で必要な知識や技能等を有する「子育
て支援員」の養成研修　対区内在住在勤で、子育て支援員として就業
する意欲がある方など　費無料　申申込書を郵送で4月3日～17日（必
着）に公益財団法人東京都福祉保健財団（〒163－0718新宿区西新宿2
－7－1小田急第一生命ビル18階）☎3344－8533へ　＊詳細は、子育
て支援課（区役所4階）で配布している募集要項、または東京都福祉保健
財団のホームページ・都ホームページを参照　問▶東京都福祉保健財
団☎3344－8533　▶子育て支援課子育て計画担当☎5608－6084

 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

ワンコインプログラム（ヨガ・格
闘技系エクササイズ・サーキッ
トトレーニングなど全12教室）

4月30日（祝）まで　＊日程
の詳細は申込先へ

スポーツプラザ梅若（墨
田1－4－4）

対高校生以上　費各教室1回500円　申当日直接会場へ　＊各教室の
開始30分前から整理券を配布　問 スポーツプラザ梅若☎5630－
8880　＊内容・定員等の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

区民体育大会「グラウンド・ゴ
ルフ大会」

4月20日（土）午前9時15分
～午後2時　＊受け付けは
午前8時20分～　＊雨天の
場合は4月27日（土）に延期

錦糸公園野球場（錦糸4
－15－1）

定先着96人　費500円　申事前に電話で墨田
区グラウンド・ゴルフ協会事務局　野口英介
☎090－7724－1877へ

人生・生きがい、青春、恋愛・結
婚、社会・歴史を考える読書会

4月28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「ちくま日本文学 永井荷風」（筑摩書房）に関する読書会・
交流会　定先着20人　費無料　持課題図書　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

レディーステニススクール（全8
回）

5月10日～6月4日の毎週
火・金曜日午前9時半～11
時半

錦糸公園テニスコート
（錦糸4－15－1）

種初心者、初級、中級、上級　対区内在住在勤在学の女性　定60人（抽
選）　費 6000円　持テニスシューズまたは運動靴、硬式ラケット　
申種別・住所・氏名・年齢・電話番号・テニス歴を、直接またははが
き、ファクス、Ｅメールで5月5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

両国屋内プール水泳教室「幼児
水遊び教室、幼児水泳教室、学童
水泳教室、成人初心者水泳教室」
（各教室全6回）

5月13日～30日の毎週月・
木曜日▶幼児水遊び教室＝
午後2時半～3時15分　▶幼
児水泳教室＝午後3時15分
～4時　▶学童水泳教室＝
午後4時半～6時　▶成人初
心者水泳教室＝午後6時半
～8時

両国屋内プール（横網1
－8－1）

対・定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　
費▶幼児水遊び教室・幼児水泳教室＝各教室3500円　▶学童水泳教
室・成人初心者水泳教室＝各教室4000円　申▶成人初心者水泳教室
＝電話で　▶その他＝教室名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・生年月日・
性別・電話番号・学校名（幼稚園名・保育園名）・学年（幼稚園・保育園
は年中・年長のいずれか）を、往復はがきで　4月15日（必着）までに両
国屋内プール（〒130－0015横網1－8－1）☎5610－0050へ　＊1
通につき1人のみ申込可　＊抽選結果は4月25日頃までに通知

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

広告 4/13 14：00より、岡野整形外科で「骨の健康（栄養・食事）」の講座を企画致しました。お問い合わせは、☎03－3631－1088にお電話下さい。
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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

 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

区民体育大会「柔道大会」 5月19日（日）午前8時半～
午後6時

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

種▶小学生＝1・2年生（学年別）、3年生以上の男子（学年別）、3年生以
上の女子（中・高学年別）　▶中学生＝男子（学年別）　▶高校生＝男子
（有段者の1・2年生）　▶一般＝男子無段者（高校生以上）、男子有段者
（高校3年生以上）、女子無段者（中学生以上）、女子有段者（高校生以上）　
▶団体戦（3人戦）＝小学校3年生以上　対区内在住在勤在学で、スポー
ツ安全保険等に加入している三段までの方　費1人1000円　申種別・
住所・氏名・年齢（学生は学年も）・電話番号を、直接またははがき、ファ
クスで4月10日（必着）までに墨田区柔道連盟事務局　石留靖之（〒136
－0071江東区亀戸6－17－4）☎・ 3683－7080へ

区民体育大会「おかあさんバレー
ボール大会」

6月9日（日）・16日（日）午
前9時半～午後9時　＊受け
付けは午前9時～

区総合体育館（錦糸4－
15－1）　ほか

種1部・2部　費1チーム3000円　申電話で4月19日までに、スポーツ
振興課スポーツ振興担当☎5608－6312へ　＊代表者会議を4月22日
（月）午後7時から、すみだ女性センター（押上2－12－7－111）で実施　
＊詳細は墨田区おかあさんバレーボール連盟のホームページを参照

 

イ
ベ
ン
ト

BIGSHIP JAZZコンサート 4月13日（土）午後6時～　
＊開場は午後5時半

本所地域プラザ（本所1
－13－4）

内ディキシーランドジャズの演奏　【出演】深澤芳美とキャロライナシャ
ウト　定先着100人（全席自由席）　費▶前売り券＝2800円　▶当日
券＝3000円　申▶前売り券＝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　▶当日券＝当日直接会場へ

吾嬬の里　
三味線コンサート

4月23日（火）午後6時～8時 八広地域プラザ（八広4
－35－17）

内津軽三味線や民謡等を楽しむ　対 20歳以上の方　定先着70人　
費 2000円（軽食・飲物代込み）　申 4月2日から八広地域プラザ
☎6657－0471へ　＊受け付けは4月22日までの午前9時～午後8時（4
月15日を除く）

BIGSHIP開館5周年記念ガラコ
ンサート

4月27日（土）午後5時～　
＊開場は午後4時半

本所地域プラザ（本所1
－13－4）

内有名アーティストによる演奏　【出演】吉鶴洋一（ヴィオラ）、佐藤久成
（ヴァイオリン）、荒川 洋（フルート）、薗田 真木子（ソプラノ）　定先着
120人　費 3000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

 ぽけ
っ
と

不動産鑑定士による「不動産の
無料相談会」

4月10日（水）午前10時～午
後4時

アルカキット錦糸町前
広場（JR錦糸町駅北口）

内不動産の売買、相続、借地借家契約、賃貸契約などに関する相談の
受け付け　費無料　申当日直接会場へ　問東京都不動産鑑定士協会
事務局☎5472－1120

ト

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

 子育
て
・
教
育

ひきふね図書館おもてなし課メ
ンバーの募集

内図書館の魅力を知り、人が集う図書館をめざす企画を
行うなど、図書館をより楽しい場所にするための活動　【活
動期間】▶奇数月の第3日曜日午前10時～正午（初回は5月
19日）　【活動場所】ひきふね図書館（京島1－36－5）　対区
内在住在学の中学生・高校生　費無料

申住所・氏名・学校名・学年・電話番号を、直接または電話、
Ｅメールで4月30日までに、ひきふね図書館☎5655－2350・
HIKIFUNE@city.sumida.lg.jpへ　＊Eメールでの申込みの際

は件名に「おもてなし課」と明記　＊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

 

仕
事
・
産
業

特別区職員Ⅰ類（大学卒程度）【一
般方式】の募集

＊下記以外の資格でも受験できる場合あり　＊資格・免
許は平成32年（2020年）3月31日までに取得・登録見込
みも可

【第1次試験日】5月5日（祝）　【試験案内の配布場所】各区役所、特
別区人事委員会事務局　＊墨田区では、職員課（区役所8階）、区
民情報コーナー（区役所1階）、すみだ生涯学習センター（東向島2
－38－7）、各出張所・図書館・コミュニティ会館等で配布　【申
込書の配布場所】各区役所、特別区人事委員会事務局　＊イン
ターネットでの申込みが困難な方にのみ配布　＊墨田区では、
職員課（区役所8階）で配布　申 4月4日午後5時（受信有効）まで
に特別区人事委員会採用試験情報のホームページから申込み　
＊郵送での申込みは、申込書を4月2日（消印有効）までに特別区
人事委員会事務局任用課（〒102－0072千代田区飯田橋3－5－
1）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　＊事務の試験区分に
ついては、点字による受験も可　＊詳細は特別区人事委員会採
用試験情報のホームページを参照

▶  事務、土木造園、建築、機械、
電気

対日本国籍を有し、昭和63年4月2日～平成10年4月1日
に生まれた方　【採用予定数】▶事務＝966人程度　▶土木
造園＝土木59人程度、造園20人程度　▶建築＝69人程度　
▶機械＝30人程度　▶電気＝37人程度

▶福祉 対平成2年4月2日～平成10年4月1日の生まれで、社会福
祉士もしくは児童指導員の資格を有する方、または保育士
資格を有し、都道府県知事の登録を受けている方　＊国籍
は不問　【採用予定数】126人程度

▶心理 対昭和55年4月2日以降の生まれで、学校教育法に基づく
大学（短期大学を除く）の心理学科を卒業した方、またはこ
れに相当する方　＊平成32年（2020年）3月までに卒業見
込みの方も可　＊国籍は不問　【採用予定数】38人程度

▶衛生監視 対日本国籍を有し、平成2年4月2日～平成10年4月1日に
生まれた方　＊衛生監視（衛生）は食品衛生監視員および
環境衛生監視員の両資格を有する方　【採用予定数】▶衛
生＝49人程度　▶化学＝5人程度

▶保健師 対昭和55年4月2日～平成10年4月1日の生まれで、保健師
の免許を有する方　＊国籍は不問　【採用予定数】78人程度

特別区職員Ⅰ類（大学卒程度）【土
木・建築新方式】の募集

種土木造園（土木）、建築　対日本国籍を有し、昭和63年
4月2日～平成10年4月1日に生まれた方　【採用予定数】
▶土木造園（土木）＝10人程度　▶建築＝9人程度

 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

文化芸術プロジェクト「隅田川 
森羅万象 墨に夢（すみゆめ）」平
成31年度プロジェクト企画の募
集

内「北斎」「隅田川」をテーマとして、すみだの魅力を高め
る独創的な企画や参加者相互の連携を深めることができ
る企画の募集　＊参加企画には、プロジェクト補助金（上
限100万円）の交付、会場仲介、展示や音響等の技術支援、
広報面の支援等あり　【メイン期間】9月1日（日）～12月
25日（水）　【ところ】区内各所および隅田川流域　対メイ
ン期間中に、地域の魅力を創出・発信する文化芸術活動を
行う団体・個人

申応募用紙を郵送またはＥメールで4月25日（消印有効）までに、
「隅田川 森羅万象 墨に夢」実行委員会事務局（〒130－0013錦
糸1－2－3公益財団法人墨田区文化振興財団内）☎5608－
5446・ sumiyume@sumida-bunka.jpへ　＊持参は不可　
＊募集要項・応募用紙は「隅田川 森羅万象 墨に夢」特設サイト
および区ホームページから出力可　問文化芸術振興課文化芸術・
国際担当☎5608－6115　＊会場提供の申出は随時受け付け

集

＝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

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

広告 【かぼちゃ倶楽部】 認知予防にも効く健康麻雀で交流しませんか。初めてや、久々の方も大歓迎！ JR両国駅1分 ☎03－5608－5066 横網1－2－28 6階
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