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注意 !

すみだ安全・安心メール

その電話

“アポ電”

区内在住の80代女性が、被害に遭っ
た経験を話してくれました。
皆さん、くれぐれも気を付けましょう！

　昨年の秋、「会社の書類の送り先を間違えた。このままだと迷惑がか
かるので、至急お金を都合してほしい。」という息子を騙

かた
った電話を受

けたことをきっかけに、特殊詐欺の被害に遭いました。
　私自身、詐欺には騙されない自信があったのですが、たまたま他の用
事で頭が一杯だったこともあり、正しい判断ができず、大切な生活資金
を失ってしまいました。本当に悔やんでも悔やみきれません。
　この一件の後、毎日数回の不審な電話が続き、恐怖心を抱いていまし
たが、自動通話録音機を電話に取り付けたら、不審な電話を受けること
がなくなり、大変助かっています。
　特殊詐欺は、誰が被害に遭ってもおかしくありません。少しでも不安
を感じた時は勇気を出して警察等に相談してください。

　区内で発生した犯罪や災害等の情報を、スマートフォンやパソ
コン等のメールアドレスに配信しています。ご自身やご家族の安全
対策としてご活用ください。
[登録方法]▼S@sumidaku.mobiに空メールを送信　
＊右のコードを読み取ることでも送信可
▼区ホームページ内の「安全・安心情報」ページの専
用フォームに入力し、送信 コード

　最近は、改元に関する手口など、特殊詐欺の手口が多様化し
ているだけでなく、現金の有無等を確認するアポ電のあとに強
盗に押し入るなどの凶悪な事案も発生しています。
　平成30年、区内におけるオレオレ詐欺や還付金詐欺等の特殊
詐欺の被害は80件、1億7295万円に上りました。「私は大丈夫」
と油断せず、日頃から対応方法を確認しておきましょう。
[問合せ]安全支援課安全支援係☎5608－6199

注意 !

ではないですか？

改元に関する手口

　全国銀行協会を装って、「改元による銀行法の改正に伴い、キャッ
シュカードを不正操作防止用カードへ変更する手続が必要です」と
いう書類を送り付け、「同封のキャッシュカード変更申込書に、取引
金融機関、口座番号、暗証番号を記載し、現在お使いのキャッシュ
カードとともに返送してください」などと指示してきます。

■どんな手口？

■被害に遭わないためには？
▼絶対に返送せず、通報しましょう
　全国銀行協会職員や銀行員が、暗証番号を尋ねること
は絶対にありません。

　犯人はまず、親族や警察官、消防署員、銀行員、区役所職員等
を名乗り、「今どれくらいの現金等を持っているか」「一人暮らし
か」などを確認する電話（アポ電）をかけてきます。その後、犯人
が自宅を訪れ、暴行または脅迫のうえ現金等を強奪していきます。

アポ電強盗
■どんな手口？

■被害に遭わないためには？
▼留守番電話機能を活用しましょう
　固定電話は在宅時も留守番電話に設定し、電話
に直接出ることは避け、内容をよく確認してから、
かけ直しましょう。

▼自動通話録音機を活用しましょう
　呼び出し音が鳴る前に、相手に詐欺防
止メッセージを伝え、通話内容を自動で
録音します。区内在住でおおむね65歳以
上の方に、無料で貸し出しています。
[申込先]▼安全支援課安全支援係☎5608－6199　▼本所警
察署☎5637－0110(内線2612)　▼向島警察署☎3616－
0110(内線2162)

もっと凶悪事件に
なるケースも!

不安な時はすぐ連絡！
▼本所警察署☎5637－0110
▼向島警察署☎3616－0110
▼消費者ホットライン☎188

現在 急増中!

新たな
手口！
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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

空育®JAL折り紙ヒコーキ教室 5月18日(土)午後1時半～
3時

東駒形コミュニティ会
館(東駒形4－14－1)

内紙飛行機の折り方教室、競技会、表彰　対小学生以上　定先着60人　
費無料　申事前に東駒形コミュニティ会館☎3623－1141へ

森を守り育て、自然を楽しもう！
「植林体験」

6月8日(土)午前7時半～午
後5時　＊午前7時20分に区
役所1階正面玄関前に集合

栃木県鹿沼市上粕尾　
＊往復バスで移動

対区内在住在勤の小学生以上　＊小・中学生は保護者の同
伴が必要　定先着15人　費無料　申4月22日午前9時から
環境保全課緑化推進担当(区役所12階)☎5608－6208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 遺産相続に強い弁護士への無料相談ならこちら！　☎050－7586－2223（9：30～18：30）　直法律事務所

5月1日新元号初日
婚姻届提出の方へのプレミアム企画
　5月1日(祝）に、新元号初日を記念し、特設
会場で婚姻届を受け付けます。特設会場では、
お祝いフォトコーナーを設けたり、すみだ子ど
もPR大使が記念スタンプを押印したりするな
ど、新元号初日を盛り上げます。なお、婚姻届
はお預かりのみで、当日の受理はできません
のでご注意ください。
[ 婚姻届受付窓口開設日時 ]５月１日（祝）　　

▼午前０時～1時　 ▼午前９時～午後５時　　
＊上記時間以外は夜間休日受付で届出可　＊す
みだ子どもPR大使による記念スタンプ押印イ
ベントは、午前9時～正午、午後1時半～4時半
に実施予定 [ところ]区役所１階区民相談コー
ナー前・エスカレーター横 [問
合せ] ▼ イベントについて＝広
報広聴担当☎5608－6220　

▼婚姻届について＝窓口課
戸籍係☎5608－6107

ご利用ください
聴覚障害のある方等のため
の緊急通報110番・119番

聴覚障害のある方など、音声による通報が困難
な方のために、緊急時にスマートフォン用アプリ
やウェブ機能、ファクスで、警察・消防に通報で
きるサービスがあります。
■警視庁110番サイト(事前登録が必要)
事件や事故に遭ったとき、携帯電話から文字に
よる110番通報ができます。詳細は「警視庁110
番サイト」のホームページをご覧ください。
■東京消防庁119番緊急ネット通報(事前登録が　　
必要)
携帯電話やスマートフォンからウェブ機能を
利用して、東京消防庁に火災や救急等の通報を行
い、消防車や救急車の要請ができます。詳細は「緊
急ネット通報」のホームページをご覧ください。
■ファクスでの通報

▼ 盗難・交通事故のとき＝警視庁℻  3597－
0110　 ▼火事・救急・救助・ガス漏れのとき＝
東京消防庁℻  119
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[問合せ]障害者福祉課庶務係☎5608－6217・
℻  5608－6423・ SYOUGAIHUKUS@city.
sumida.lg.jp

ご利用ください
高次脳機能障害の方の相談

脳卒中や交通事故等による記憶障害や感情障
害等でお困りの方のための相談(電話・窓口)を
行っています。
[とき]月曜日～金曜日の午前9時～午後4時　＊祝
日・年末年始を除く[ところ]すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)[内容] ▼療養相談　 ▼医療
機関やリハビリ等の相談　 ▼就労支援・障害年金、
障害福祉サービスの利用等の相談 [対象]高次脳
機能障害の方やその家族等 [費用]無料 [問合せ]
すみだ福祉保健センター☎5608－3738

ご活用ください
地域活動ガイドブック

ボランティア活動などの地域活動に役立つ情
報や、主に区が主催する講座などの学習情報をま
とめた「地域活動ガイドブック」を無料で配布し
ています。ぜひ、ご活用ください。
[配布場所]地域活動推進課(区役所14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)、各図書館・出張所・コ
ミュニティ会館・児童館・保健センター、子育て
支援総合センター(京島1－35－9－103)、社会
福祉会館(東墨田2－7－1)、区総合体育館(錦糸4
－15－1)、いきいきプラザ(文花1－32－2)等 [問
合せ]地域活動推進課まなび担当☎5608－6202

区の世帯と人口（4月1日現在）

世帯 15万2045（＋958）
人口 27万2861（＋693）
男 13万5082（＋291） ＊住民基本台帳による

女 13万7779（＋402） ＊（　）内は前月比

お気軽にご利用ください
墨田区在宅リハビリテーショ
ン支援事業

[対象]病院でのリハビリを終了し、在宅でリハ
ビリを続けたい方や医師にリハビリの指導を受
けたい方など [支援の流れ・内容] ▼東京都リハ
ビリテーション病院(堤通2－14－1)で専門医の
診断を受ける　 ▼東京都リハビリテーション病
院の職員による自宅訪問を受け、リハビリメ
ニューを作成してもらう　 ▼リハビリメニュー
に基づきリハビリを継続し、区内の在宅リハビリ
サポート医を年4回受診して評価・指導を受ける　

▼開始から1年後に東京都リハビリテーション病
院の専門医の診察を受ける [利用期間]原則1年
間　＊希望により延長可 [費用]無料　＊医師の
紹介状等、別途費用がかかる場合は自己負担 [申
込み]随時、電話で東京都リハビリテーション病
院☎3616－8399へ　＊受け付けは、月曜日～
金曜日の午前8時半～午後5時15分 [問合せ]保
健計画課保健計画担当☎5608－1305

ご注意ください
マイナンバーカードの一部手
続・電子証明書手続の休止

4月28日(日)は一部窓口を開設しますが、シス
テムメンテナンスのため、マイナンバーカードの
一部手続および、電子証明書の手続を休止します。
[問合せ]窓口課住民異動係☎5608－6102

管理状況届出書の提出はお済みですか
分譲マンションの適正管理に関する条例および支援事業

平成29年度から、分譲マンションの管理状況
等に関する届出書の提出、管理規約や区分所有
者・居住者名簿の作成・保管、長期修繕計画の作
成等が条例で義務付けられています。対象は、地
下を除く3階以上の非木造建築物で、住戸が6戸
以上あり、区分所有者が2人以上いる区内のマン
ションです。

また、適正な維持管理と快適な住まいづくりを
支援するため、分譲マンションの管理組合等を対
象とした様々な助成制度がありますので、ご利用
ください。助成を受けるには、管理状況届出書の
提出が必要です。他にも要件等がありますので、
必ず事前にお問い合わせください。
［問合せ］住宅課計画担当☎5608－6215

助成制度 内容 助成金額 対象
分譲マンション計
画修繕調査支援

計画的な大規模修繕に先立って行う、
建物や設備の診断調査等に要する費
用の一部を助成

調査費の1/3（限度額50万
円）　＊住宅以外の用途部
分に要した費用を除く

建築後5年以上経過
した区内分譲マン
ションの管理組合

分譲マンション共
用部分リフォーム
ローン償還助成

修繕工事に際して受けた、独立行政法
人住宅金融支援機構の「マンション共
用部分リフォーム融資」の返済時にお
ける利息の一部を助成

借入利率から1％を減じて
算出した利息相当額（7年を
限度）　＊他の助成制度の
活用等による調整あり

共用部分の改良工事
を行う区内分譲マン
ションの管理組合等

分譲マンションア
ドバイザー制度利
用支援

公益財団法人東京都防災・建築まち
づくりセンターが実施する、管理や建
替えに関するアドバイザー派遣制度
の派遣料の全部または一部を助成

アドバイザー派遣料の全額　
＊一部コースは2/3

区内分譲マンション
の管理組合

上記のほかに、一般社団法人東京都マンション管理士会墨田支部の無料相談や、東京都による弁護士等の専門相談も利用できます。

4月21日（日）は
墨田区議会議員選挙・
墨田区長選挙の投票日

　[問合せ］選挙管理委員会事務局☎5608－6320

忘れずに投票しましょう

広告 遺産相続に強い弁護士への無料相談ならこちら！　☎050-7586-2223（9：30～18：30） 直法律事務所
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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

健
康
・
福
祉

第1回さくらんぼの会(認知症家
族介護者教室)「お薬の飲み忘れ
はありませんか？」

4月26日(金)午
後1時～2時半

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4)

内服薬支援サービスの紹介　対認知症の方を介護している方、認知症
に関心がある方など　定先着20人　費無料　申事前に、うめわか高
齢者支援総合センター(シルバープラザ梅若内)☎5630－6541へ

ふくの会(なりひら認知症家族
会)

5月4日(祝)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

男性介護者教室ケアＭＥＮすみ
だ「福祉用具で楽々介護〝上手に
使って介護負担を減らそう〞」

5月9日(木)午後1時半～3
時半

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4)

内福祉用具の体験、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、うめわか高齢者支援総合セン
ター(シルバープラザ梅若内)☎5630－6541へ　問高齢者福祉課相
談係☎5608－6174

が ん 相談会「 が ん サ ロ ン
SAKURA」

▼ 第1回＝5月11日 (土 )　

▼ 第2回＝7月13日 (土 )　

▼ 第3回＝9月14日 (土 )　
＊いずれも午後2時～4時

▼第1回・第2回＝す
みだ産業会館(江東橋
3－9－10)　 ▼第3回
＝区役所会議室122・
123(12階)

内ミニ講座 ▼第1回＝がん治療中の食事の工夫　 ▼第2回＝心も身
から だ
体

も喜ぶ アピアランス(見た目)のセルフケア　 ▼第3回＝ミュージック・
サロン(音楽療法)　＊いずれも、参加者同士の語り合いと個別相談も
実施　対がん患者とその家族　定各回先着20人　費無料　申事前に
参加希望回・住所・氏名(同伴者分も)・電話番号を、電話またはEメー
ルでNPO法人在宅ホスピスボランティアきぼう☎5669－8302・
info@volunteer-kibou.orgへ　問保健計画課健康推進担当☎5608
－8514

高齢者ヨガ教室「優しいヨーガ
〝ゆっくりした呼吸で、体と心を
ほぐしましょう〞」(全5回)

5月13日～6月17日の月曜
日午後3時～5時　＊5月27
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、医師から運動を制限されていない方　＊初
参加者を優先　定14人(抽選)　費無料　申4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

初心者向け高齢者歌謡教室(全4
回)

5月20日～6月10日の毎週
月曜日午後2時～4時

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80人(抽選)　費無料　申5月6日ま
でに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

10年後、20年後も元気でいるた
めに「元気生き生き体操教室」
(各会場全8回)

▼第1会場＝5月24日～7月
26日の金曜日(6月7日、7
月12日を除く)　 ▼第2会
場＝5月29日～7月17日の
毎週水曜日　＊いずれも午
後1時10分～2時40分

▼第1会場＝曳舟文化
センター(京島1－38
－11)　 ▼ 第2会場＝
区総合体育館(錦糸4
－15－1)

内柔道整復師による介護予防講座と筋力トレーニング　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　＊他
にも要件あり　定各会場30人(抽選)　費無料　申5月10日までに高
齢者福祉課地域支援係(区役所4階)☎5608－6178へ

ストレッチ教室(全10回) 5月26日～8月4日の日曜日
午前10時～11時　＊6月
16日を除く

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対20歳以上の方　定先着15人　費5000円　申事前に八広地域プラ
ザ☎6657－0471へ　＊受け付けは5月18日までの午前9時～午後8
時　＊動きやすい服装で参加

子
育
て
・
教
育

おやこ体操教室 4月23日～6月25日の毎週
火曜日午後2時半～3時半

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　費体験1組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

キッズチアダンス(全8回) 5月8日～6月26日の毎週水
曜日午後3時15分～4時15
分　

対3歳以上の未就学児　定先着20人　費8640円　＊体験は1回
1080円　＊途中からの参加の場合は、残り回数×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

楽しい理科実験教室 5月11日 (土 )・12日 (日 )　
午前10時～正午

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内 ▼ 5月11日＝「サインペンを分析して犯人を捜そう」　 ▼5月12日＝
「突然色が変わる時計反応」　対小学校3年生～中学生　定各日先着12
人　費無料　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

お泊まり体験と防災体験教室 5月18日(土)午後5時～5
月19日(日)正午　＊1泊2
日

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内防災テントでの宿泊、レクリエーションなど　対小学生　定30人(抽
選)　費300円　持防寒具、毛布、宿泊に必要な日用品　申5月10日
までに八広地域プラザ☎6657－0471へ

幼児ダンス(ヒップホップ)教室
(全10回)

5月18日～7月20日の毎週
土曜日午後6時～6時45分

対3歳以上の未就学児　定先着25人　費5000円　持飲物、タオル　
申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは5月10日
までの午前9時～午後8時

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

両国屋内プール　コース型成人
水泳教室初級・中級・上級

6月27日までの ▼初級・中
級＝月曜日　 ▼上級＝木曜
日　＊4月は午後2時～、5
月は正午～、6月は午後4時
～　＊祝日を除く

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対16歳以上の方　定各級先着10人　費各級1回1080円×回数
申事前に両国屋内プール☎5610－0050へ　＊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

子どもの権利条約採択30周年 
企画展「浮世絵にみる子ども〝名
所絵とおもちゃ絵〞」

4月27日 ( 土 ) ～7月7日
(日)の午前9時～午後5時　
＊入館は午後4時半まで　
＊毎週月曜日(祝日・振替
休日のときは翌日)・毎月
第4火曜日は休館

すみだ郷土文化資料館
(向島2－3－5)

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

GWワンコイン特別プログラム
(ヨガ・ボクササイズ・ダンス
系エクササイズなど)

4月27日(土)～5月6日(振
休)　＊各教室の日程の詳
細は問合せ先へ

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

＝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

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

みんなで踊ろう！
HAPPY&PEACE 東京五輪音頭
2020練習会

▼ 第1回＝5月16日(木)午
後7時～8時　 ▼第2回＝5
月23日(木)午後7時～8時　

▼第3回＝5月30日(木)午
後7時～8時　 ▼第4回＝6
月8日(土)午後2時半～3時
半

▼第1回・第4回＝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)　 ▼第
2回＝すみだ生涯学習
センター(東向島2－
38－7)　 ▼第3回＝区
総合体育館(錦糸4－
15－1)

内東京五輪音頭2020の簡単で踊りやすい〝ゆうゆう踊ろうバージョン〞
の練習会　＊動きやすい服装で参加　対区内在住在勤在学の方
定 ▼第1回・第3回・第4回＝各回先着200人　 ▼第2回＝先着100人　
費無料　持 ▼第3回＝室内用の運動靴　申事前に希望回・氏名(ふり
がな)・電話番号を、電話またはファクス、Eメールで、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　＊受け付けは各回前日の正午まで

国登録文化財「照田家住宅」の特
別公開(指導員の解説付き)

5月27日(月 ) ▼ 午前10時
～　 ▼午後1時半～

【集合・解散場所】区役
所1階アトリウム ＊往
復バスで移動

対都内在住在勤の方　定各10人(抽選)　費各100円　申催し名・希
望時間・住所・氏名・年齢・電話番号を、往復はがきで5月8日(必着)
までに、〒130－8640地域教育支援課文化財担当「照田家住宅　特別公
開」係☎5608－6310へ　＊1通につき1人のみ申込可(重複申込不可)

すみだ地域学セミナー「優れた
産業資源にあふれるものづくり
のまち、〝すみだ〞の産業について」
(前期・全4回)

6月1日～29日の土曜日午
後2時～3時半　＊6月22日
を除く　＊6月29日は午後
2時～4時(予定)

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－7)

対中学生以上　定150人(抽選)　費400円　＊区内在住在勤在学の
方は300円　＊抽選結果通知後、窓口で前払い　申講座名・住所・氏
名(ふりがな)・年齢・電話番号を、往復はがきで5月17日(必着)までに、
すみだ生涯学習センター事業課(〒131－0032東向島2－38－7)
☎5247－2010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　
＊各日とも手話通訳あり　＊抽選結果は後日通知

区民体育大会「陸上競技大会」 6月30日(日)午前9時40分
～午後4時　＊受け付けは
午前9時～　＊雨天決行

台東リバーサイドス
ポーツセンター(台東
区今戸1－1－10)

種 ▼一般男子(高校生以上)＝100ｍ、走り幅跳び　 ▼中学生(男女別)
＝100ｍ・400ｍリレー(学年別)、200ｍ・男子3000ｍ・女子1500
ｍ(共通)、走り幅跳び(1年)、走り幅跳び(2・3年)　 ▼小学校4年生～
6年生(学年・男女別)＝100ｍ、800ｍ、走り幅跳び　費 ▼一般＝600
円　 ▼高校生＝400円　 ▼小・中学生＝300円　申費用を持って直接、
5月7日～24日にスポーツ振興課スポーツ振興担当(区役所14階 )
☎5608－6312へ　＊小学生の申込みには保護者の印鑑が必要　問墨
田区陸上競技協会　曽根貞一☎3873－4426(正午～午後1時を除く)

イ
ベ
ン
ト

第17回両国にぎわい祭り 4月27日 (土 )・28日 (日 )
午前10時半～午後4時(予
定)

国技館通りメイン会場
(両国二丁目付近)、国
技館会場(横網1－3－
28)、江戸東京博物館会
場(横網1－4－1）ほか

内両国界
かいわい
隈のちゃんこ店等が一堂に会する「ちゃんこミュージアム」、

スタンプラリー、両国まち歩きガイドツアーなど　＊詳細は両国にぎ
わい祭り実行委員会へ　費無料　＊一部有料の催しあり　申当日直接
会場へ　問 ▼観光課観光担当☎5608－6500　 ▼両国にぎわい祭り
実行委員会(江戸東京博物館内)☎3626－9974(代表)

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

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

暮
ら
し

高齢者向け優良賃貸住宅の空き
家待機者の募集

対区内に1年以上居住し、次の全ての要件を満たす方 ▼単
身世帯(60歳以上の方)または2人世帯(60歳以上の方と、
その配偶者か60歳以上の親族)　 ▼月額所得が48万7000
円以下　＊ほかにも要件あり

【募集案内と申込用紙の配布場所】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、祝日は区民情
報コーナーのみ　＊区ホームページからも出力可　申随時、申
込用紙を直接または郵送で ▼日の出ハイツ＝株式会社岡田不動
産(〒124－0024葛飾区新小岩1－52－10)☎5678－1321へ　

▼セイカガーデニアガーデン＝三幸ハウス株式会社(〒156－
0041世田谷区大原1－27－4)☎5452－0214へ　＊空き家が
発生次第、順次入居予定(募集住宅ごとの希望者が複数の場合は、
あっせん順位を抽選で決定)　問住宅課公営住宅担当☎5608－
6214

▼日の出ハイツ(京島1－42
－15)

【間取り】1DK、2DK　＊31.32㎡～44.98㎡　【家賃補助
を受けた場合の入居者負担月額】4万5000円～8万円
＊別途、共益費(月額1万9000円)・敷金が必要

▼セイカガーデニアガーデン
(石原2－8－11)

【間取り】1DK、1K＋S、1DK＋S　＊32.11㎡～42.31㎡　
【家賃補助を受けた場合の入居者負担月額】5万7000円～
8万5000円　＊別途、共益費(月額1万8000円)・敷金が
必要

仕
事
・
産
業

墨田区社会福祉事業団の非常勤
職員の募集

【採用数】いずれも若干名　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　申事前に電話連絡のうえ、履歴書を
直接または郵送で墨田区社会福祉事業団(〒131－0033向島3－
36－7)☎5608－3719へ　＊応募する職種を必ず記入　＊詳細
は問い合わせるか、墨田区社会福祉事業団のホームページを参照

▼看護師(非常勤職員) 内通所介護や機能訓練事業における看護・介護業務、機
能訓練補助、送迎バス添乗等　対正看護師または准看護
師の免許を有する方

▼介助員(短時間勤務非常勤
職員)

内高齢者デイサービス施設における入浴介助業務

▼生活支援員(非常勤職員) 内重度障害者に対する生活支援、バス添乗　対ヘルパー2
級以上の資格を有する方、または介護職員初任者研修を修
了した方

▼療法士(非常勤職員) 内重度障害者に対する身体機能・運動機能の維持向上支
援　対理学療法士または作業療法士の免許を有する方

▼療育指導員(非常勤職員) 内児童発達支援施設における療育業務　対療育に意欲が
ある方　＊保育士・介護福祉士等の資格を有する方を優先

区
政
そ
の
他

「くらしフェスタSUMIDA(すみ
だ消費生活展2019)」実行委員
の募集

内「くらしフェスタSUMIDA(すみだ消費生活展2019)」
の企画・運営補助、実行委員会への参加　対次の全ての
要件を満たす方 ▼消費生活に関わる問題に興味がある　

▼10月26日(土)・27日(日)に開催する、くらしフェス
タ SUMIDA( すみだ消費生活展2019) に参加できる

▼原則、平成31年度第2回～第6回実行委員会に出席でき
る　＊詳細は区ホームページを参照　

【募集数】5人程度　選書類選考および電話による聞き取り　　
申申込書を直接または郵送で5月21日(必着)までに、〒130－
8640産業振興課産業振興担当(区役所14階)☎5608－6186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

＝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
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