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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

母の日のワークショップ「点字で
母の日カードをつくりましょう！」

5月8日(水)午後2時～4時半 ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内点字体験をしながらカードを作る　費無料　申当日直接会場へ　
問ひきふね図書館☎5655－2350

エコで涼しい夏を過ごす「緑の
カーテン作りと土の再生」講習
会

対区内在住在勤の方　持筆記用具、苗を持ち帰る袋　申 5月7日午前
9時から電話で環境保全課緑化推進担当☎5608－6208へ

5月15日(水 )▶午前10時
半～　▶午後1時～

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

内緑のカーテン作りのコツと土の再生方法を学ぶ　＊ころたん(メロン)
の苗を2本進呈　定各先着30人　費無料

5月22日(水 )▶午前10時
半～　▶午後1時～

八広地域プラザ(八広4
－35－17)

5月24日(金)午後1時半～ 区役所1階アトリウム 内緑のカーテン作りのコツと土の再生方法を学び、再生土を用いた寄せ
植えを作る　＊つる性植物の苗を2本進呈　定先着30人　費1000円

5月29日(水 )▶午前10時
半～　▶午後1時～

緑と花の学習園(文花
2－12－17)

内緑のカーテン作りのコツと土の再生方法を学ぶ　＊つる性植物            
の苗を2本進呈　定各先着10人　費無料

すみだ自然観察会「池辺の生き
もの観察」

6月1日(土)午後1時半～3
時半　＊雨天中止

大横川親水公園万華池
(石原4－13地先)

対区内在住の小学生以下の子ども 定先着20人　費無料　持昆虫
網・虫かご(お持ちの方のみ)、飲物・帽子・タオル・汚れてもよい靴　
申 5月7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　＊小学校3年生以下は保護者の同伴が必要

平成31年度すずかけ大学前期講
座(全4回)

6月5日～26日の毎週水曜
日午後2時～4時

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

内▶6月5日＝一身独立 現代に聞く福沢諭吉の男女交際論　▶6月12
日・19日＝「メディア・リテラシー」って？メディア描写を「深読み」
して楽しむ　▶6月26日＝平安朝に老いを学ぶ「輝いて生きる」　定先
着30人　費無料　申事前に電話で、すみだ女性センター☎5608－
1771へ　＊1歳～就学前の子どもの一時保育(定員制)を希望する場
合は5月15日までに申込先へ

やさしい英会話レッスン（初心者
向け）

6月8日～令和2年5月23日
の毎月第2・第4土曜日午前
10時～11時半

いきいきプラザ（文花1
－32－2）

内ネイティブスピーカーから英会話を学ぶ　対 60歳以上の本講座未
受講者　定先着12人　費1か月100円(コピー代)　申事前に、いきい
きプラザ☎3618－0961へ　＊受け付けは5月24日まで

健
康
・
福
祉

「すみだハート・ライン21事業」
「ミニサポート事業」説明会

5月16日(木 )午前10時～
11時半、5月21日(火)午前
10時～11時半

▶5月16日＝すみだボ
ランティアセンター(東
向島2－17－14） ▶5月
21日＝地域福祉プラッ
トフォーム　ガランドー
ル(石原4－11－12)

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▶5月
16日＝先着20人　▶5月21日＝先着10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　

弁護士による権利擁護法律相談 5月16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(すみだボランティアセン
ター内)☎5655－2940へ

はなみずき認知症家族会 5月18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)

内認知症の方への接し方について、地域のケアマネジャーから学ぶ　
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

「高齢者コーラス教室」唱歌やな
つかしのメロディーを楽しくご
一緒に！(全4回)

5月25日、6月1日・22日、
7月6日のいずれも土曜日午
後2時～4時　

梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内)

対区内在住で60歳以上の方　定 40人(抽選)　費無料　申直接また
は電話で5月7日～11日の午前9時～午後5時に梅若ゆうゆう館
☎5630－8008へ

世界禁煙デー・禁煙週間関連イ
ベント

5月28日(火 )午前10時～
午後4時

区役所１階アトリウム 内「世界禁煙デー」(5月31日)と「禁煙週間」(5月31日～6月6日)にち
なんだ、たばこに関するパネル展示・体験コーナー等　費無料　申当
日直接会場へ　問保健計画課健康推進担当☎5608－8514

高齢者・みんなで楽しむ料理の
会「そば打ちを体験しよう！」

6月3日(月)午前10時～正午 立花ゆうゆう館(立花
6－8－1－102)

対区内在住で60歳以上の方　定 15人(抽選)　費 500円(食材費)　
申 5月10日までに立花ゆうゆう館☎3613－3911へ　＊受け付けは
午前9時～午後5時

身体障害者向け「ピラティス教
室」(全4回)

6月3日～24日の毎週月曜
日午前10時～正午

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

対区内在住で身体に障害のある方　定15人(抽選)　費無料　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5月14
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

健康体力づくり教室（からだいき
いき体操、ゆるやかヨガ、太極拳
など全8教室・各教室全8回）

6月5日（水）～7月27日（土）　
＊各教室の日程の詳細は申
込先へ

スポーツプラザ梅若（墨
田1－4－4）

対 18歳以上の方　定各教室70人（抽選）　費各教室2500円　申 5月
9日まで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

要介護状態にならないために 内▶まるごと若がえり教室「やさしめコース」＝筋力アップ運動、栄養
バランスや口

こうくう
腔ケアの講義　▶らくらく水中ウォーク教室＝温水プー

ルでのウォーキングやバランス運動　▶まるごと若がえり教室「脳ト
レコース」＝認知症予防トレーニング、栄養バランスや口腔ケアの講義　
対基本チェックリストで事業対象者と判定された方、介護保険の要介
護認定で要支援1または2と認定された方　＊ほかにも要件あり　定各
教室先着10人　費各教室4800円　申▶まるごと若がえり教室「やさ
しめコース」＝5月7日～23日に　▶らくらく水中ウォーク教室・まる
ごと若がえり教室「脳トレコース」＝5月7日～31日に　各高齢者支援
総合センターへ　問高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

▶まるごと若がえり教室「や
さしめコース」(全12回)

6月13日～8月29日の毎週
木曜日午前10時～11時半

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

▶らくらく水中ウォーク教室
(全12回)

6月24日～10月7日の月曜
日午後1時半～3時　＊7月
15日、8月12日、9月16日・
23日を除く

ルネサンス曳舟(京島
1－46－2)

▶まるごと若がえり教室「脳
トレコース」(全12回)

6月24日～10月28日の月
曜日午前10時 ～11時半　
＊7月15日、8月12日・19
日、9月16日・23日、10月
14日・21日を除く

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

すみだ自然観察会「池辺の生き

＝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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区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

子
育
て
・
教
育

親グループ「i
イング
ng」（全４回） 5月10日・24日、6月7日・

21日のいずれも金曜日午前
9時半～11時半

子育て支援総合セン
ター（京島１－35－９
－103）

内講師を交えて子育ての悩み等を語り合う　＊子どもは別室で保育
対区内在住の1歳児の子どもがいる親で、原則全日程参加できる方　
定先着12人　＊初めての方を優先　費無料　申 5月7日午前９時から
電話で子育て支援総合センター☎5630－6351へ

第43回わんぱく相撲墨田区大会 5月11日(土 )午前11時半
～午後4時　＊受け付けは
午前10時半～

区総合体育館(錦糸4
－15－1)

対区内在住在学の小学生　費無料　申詳細は問合せ先へ　問第43回
わんぱく相撲墨田区大会実行委員会　温水陽介☎080－1364－1570

青空おはなし会 5月18日(土)午後2時～3
時

八広図書館(八広5－
10－1－104)

内図書館の中庭で行うおはなし会　＊雨天時は室内で実施　対小学
生以下の子どもとその保護者　定先着20人　費無料　申 5月1日午前
9時から八広図書館☎3616－0846へ

「養育家庭(里親)相談会」
先輩の話を聞いて知る・わかる
里親さんの気持ち

5月25日(土)午後1時半～
3時半

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)

対里親に関心がある方、将来里親になってみたい方　定先着30人　
費無料　申事前に、氏名・電話番号を▶電話＝二葉乳児院二葉・子ど
もと里親サポートステーション　小泉麻子☎3351－3108へ　▶Eメー
ル＝Tokyo里親ナビ info@tokyo-satooyanavi.comへ　＊事前申
込みによる一時保育あり(申込みは5月17日まで)　問子育て政策課子
ども・家庭支援連携強化担当☎5608－1438

楽しい菜園「いもの苗植え・収
穫を体験しよう！」

▶苗植え体験＝5月26日
(日)午前11時～正午　▶収
穫体験＝10月～11月の日曜
日(苗の成長状況による)

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内さつまいもの苗植え・収穫体験　対未就学児　＊保護者の同伴が
必要　定先着40人　費未就学児1人につき500円　持タオル、飲物　
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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

立花図書館「館内ツアー〝ファミ
リー編〞」

5月5日(祝)午前11時半～
正午

立花図書館(立花6－8
－1－101)

内家族にお勧めの図書館の使い方や資料についての案内　定先着5組　
費無料　申当日直接会場へ　問立花図書館☎3618－2620

第190回すみだ文化講座「江戸
を戦火から救った山岡鉄舟とす
みだゆかりの幕臣たち」

5月25日(土 )午後2時～4
時

八広図書館(八広5－
10－1－104)

【講師】松島 茂氏(墨田区地域学研究家・元墨田区立図書館員)　定先着
60人　費無料　申5月1日午前9時から講座名・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、八広図書館☎3616－
0846・℻  3616－0672へ

Let's Speak English　第二弾 6月1日（土）午後1時半～3
時半頃

東京ソラマチ®(押上
1－1－2) 周辺 な ど　
【集合場所】東駒形コ
ミュニティ会館(東駒
形4－14－1)

内事前に英語で質問を準備し、東京スカイツリー®を来訪した外国人
へインタビューする　対小学生以上　定先着20人　費無料　申事前
に直接、東駒形コミュニティ会館☎3623－1141へ　＊電話での申込
みは不可　＊申込時に、質問したいことを用紙に記入(後日、英語訳を
お渡し)　

区民体育大会「ライフル射撃大
会」

▶小口径の部＝6月2日（日）
午前9時～午後4時　▶エ
アーライフルの部＝7月7日
(日)午前9時～午後5時半

▶小口径の部＝千葉県
総合スポーツセンター
射撃場(千葉県千葉市
若葉区小間子町4－3)　
▶エアーライフルの部
＝台東リバーサイドス
ポーツセンター(台東
区今戸1－1－10)

費各部2000円　申▶費用を持って直接　▶郵便振替(記号番号は
00170－0－718428、口座名は墨田区ライフル射撃連盟)で　墨田区
ライフル射撃連盟事務局　梁瀬敏昭(向島5－24－11)☎3622－
0357へ　＊郵便振替の場合は、希望の部・住所・氏名・年齢・電話番
号を記入　【申込期間】▶小口径の部＝5月12日～26日　▶エアーライ
フルの部＝6月16日～30日

初心者弓道教室（全10回） 6月4日（火）～7月4日（木）
の毎週火・木曜日午後6時
半～8時半

弓道場（江東橋4－1－
3）

対区内在住在勤在学で16歳以上の方　定 30人（抽選）　費 5000円（当
日会場にて支払い）　申住所・氏名・年齢・電話番号を、往復はがきで5
月30日（必着）までに墨田区弓道連盟事務局　武井省吾（〒130－0014亀
沢3－12－4）へ　問墨田区弓道連盟事務局　村川利夫☎3612－7887

第191回すみだ文化講座「両国
のへそと呼ばれる回向院と本所
両国の歴史」

6月8日(土)午後2時～4時 緑図書館(緑2－24－
5)

内両国の地元行事や人々の絆
きずな
を支える回向院と、本所両国の歴史を回

向院の副住職から学ぶ　定先着50人　費無料　申 5月1日午前9時か
ら講座名・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、緑図書館☎3631－4621・℻  3631ー4660へ

庭球指導者講習会 6月8日（土）、9月7日（土）、
11月2日（土）、令和2年1月
30日（木）▶第1部＝午後6
時～7時20分　▶第2部＝
午後7時20分～9時

区総合体育館(錦糸4
－15－１）

定 25人(抽選)　費▶1部・2部いずれかに参加＝1500円　▶1部・2
部両方に参加＝2000円　＊親子で参加する場合は、いずれの場合も1
組2500円　持室内用のテニスシューズ(運動靴）、硬式用ラケット　
申希望の部・住所・氏名・年齢・電話番号を、直接またははがき、ファク
ス、Ｅメールで6月2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

レディース・テニス・トーナメ
ント大会

7月5日(金)・10日(水 )・
12日(金)・17日(水)午前
9時～午後2時

錦糸公園テニスコート
(錦糸4－15－1)

種ダブルス　対区内在住在勤の女性　定先着50組　費１組2200円　
申事前にペアの住所・氏名・年齢・電話番号を、直接またははがき、ファ
クス、Ｅメールで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　＊受け付けは6月2日まで　＊6月19日(水)
午後2時から区総合体育館(錦糸4－15－1）でキャプテン会議を開催

区民体育祭「バスケットボール
大会」

7月15日（祝）・28日（日）、
8月18日（日）・25日（日）、
9月16日（祝）　＊時間はい
ずれも午前8時～午後9時　
＊変更の可能性あり

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

種男子1・2・3部、女子1・2部　対区内在住在勤在学の高校生以上
で構成されたチーム　費１チーム5000円　＊6月7日（金）午後７時か
ら区総合体育館で実施する代表者会議で支払　申申込書を直接または
郵送で5月7日～31日（必着）に、〒130－8640スポーツ振興課スポー
ツ振興担当（区役所14階）☎5608－6312へ　＊申込書は申込先、区総
合体育館等で配布　問墨田区バスケットボール協会　中山重樹　
☎090－1430－7766・ shi-naka@extra.ocn.ne.jp

イ
ベ
ン
ト

ニッポンクラフトビアフェスティ
バルinすみだ

6月1日(土)・2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

4－35－17)

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

広告 令和元年最初のみつまさ寄席　金時VSときん親子対決 15日（水）PM6：00 ￥3,000 ☎03－3631－0294 お土産多数 次回 桂やまと
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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

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 セット
コース」(全5回)

▶6月15日(土)午後1時～
4時半　▶6月20日～7月
11日の毎週木曜日午後7時
～9時

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　＊語
学力は不問　＊未成年者は受講決定後に保護者の同意書が必要　定36
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・学校の名称および所在地も）・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(希望有の場合は子ど
もの人数と年齢)を、はがきまたはファクス、Ｅメールで5月20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5月30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参照（左のコードを読み取ることでも接続可）

ぽ
け
っ
と

「E-toco髪祭り〝チャレンジフェ
スティバル2019〞」

5月6日(振休)午前10時半
～午後5時

区総合体育館(錦糸4
－15－1)、錦糸公園
(錦糸4－15－1)

内バスケットボール3×3のエキシビションマッチ、車椅子バスケット
ボールやパワーリフティングの体験、地元のパン屋さん大集合「パンフェ
ス」等　費無料　申当日直接会場へ　問東京都理容生活衛生同業組合
墨田支部　支部長　佐藤邦男☎3633－2493

平成31年度 新規学卒求人申込
説明会

5月24日(金)午後1時15分
～3時45分　＊受け付けは
午後0時45分から

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

内中学校・高等学校の新規卒業予定者の公正な採用選考や、学卒求人
の取扱い、新規高卒求人申込書の作成方法、若年者雇用促進法等につ
いて学ぶ　＊詳細はハローワーク墨田のホームページを参照　対主に
墨田区・葛飾区内の事業所で令和2年3月に中学校・高等学校卒業予定
者の求人を検討している事業所　費無料　申詳細は問合せ先へ（当日
参加も可）　問ハローワーク墨田☎5669－8965

医療講演会「聞いて得する!最新
のウイルス性肝炎治療のはなし　
〝症状が無くても、放置していると
肝がん肝硬変になる可能性も!!〞」

6月2日(日)午後2時～4時 すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

【講師】淺野 徹氏(都立墨東病院内科部長)　定先着100人　費無料　
申当日直接会場へ　問墨田・城東地区肝臓友の会　上大田（会長）
☎080－1050－7909、若山（副会長）☎090－9143－4948、甲賀
（事務局長）☎090－7739－6991

＝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

都営住宅の入居者募集 【募集住宅】▶世帯向け(一般募集住宅)　▶若年夫婦・子
育て世帯向け(定期使用住宅)　▶居室内で病死等があっ
た住宅　＊単身者の申込みが可能な住宅もあり　対都内
在住で所得が定められた基準に該当する方　＊ほかにも
要件あり　＊詳細は募集案内を参照　

【募集案内と申込書の配布期間／配布場所】▶5月7日(火)～15
日(水)／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　＊区民情報コーナーは午前8時～午後9時(初日は午
前8時半～、最終日は午後5時まで)　＊申込書は配布期間中、東
京都住宅供給公社のホームページからも出力可　申申込書を郵
送で5月20日(必着)までに渋谷郵便局へ　問▶住宅課公営住宅
担当☎5608－6214　▶東京都住宅供給公社都営住宅募集セン
ター☎3498－8894

子
育
て
・
教
育

「墨田区次世代育成支援行動計画
推進協議会」「墨田区子ども・子
育て会議」区民委員の募集

内「墨田区次世代育成支援行動計画」「墨田区子ども・子育
て支援事業計画」の策定等　＊報酬あり　対中学生以下の
子どもの保護者で、年間6回程度、原則として夜間に開催
する会議に出席できる区内在住の方　＊「墨田区次世代育
成支援行動計画推進協議会」と「墨田区子ども・子育て会
議」の委員を兼任　【任期】8月23日～令和3年8月22日

【採用数】5人程度　選書類選考および面接　＊面接日は後日、
応募者に通知　＊希望者には面接中、1歳～就学前の子どもの一
時保育あり　申住所・氏名・年齢・電話番号、子どもの人数・
年齢、地域活動の経験、応募の動機と子育てに関する課題・提
案等をまとめた作文(800字程度で書式自由)を、直接または郵
送で5月31日(必着)までに、〒130－8640子育て支援課子育
て計画担当(区役所4階)☎5608－6084へ

仕
事
・
産
業

自転車海外供与等の事業におけ
る協力事業者の募集

内家庭で不要となった乗車可能な自転車を回収し、アジア
やアフリカへ輸出して、リユース・リサイクルする事業の
協力事業者の募集　対次の全ての要件を満たす事業者▶海
外での自転車リユースルートが確立している　▶過去3年
以上継続して輸出実績がある　▶実施要領に記載のある、
区が付帯する条件を受け入れることができる　

【実施要領・申込必要書類の配布場所】すみだ清掃事務所(業平5
－6－2)、すみだ清掃事務所分室(東向島5－9－11)　＊区ホーム
ページからも出力可　申公募参加表明書、法人概要書、事業協力
企画書を、直接または郵送で5月24日午後5時(必着)までに、す
みだ清掃事務所分室(〒131－0032東向島5－9－11)☎3613－
2229へ　＊詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照

観光イベントボランティアの募
集

内区または観光協会が主催・共催する観光イベントなど
の運営補助(会場運営、受付補助、参加者誘導等)　対区内
在住在勤在学で15歳以上の方　＊中学生を除く　＊高校
生および18歳未満の方は保護者の同意が必要

【募集数】20人程度　申電話で5月31日までに一般社団法人墨田
区観光協会☎5608－6951へ　＊詳細は申込先へ

墨田区育児休業代替任期付職員
(事務・保育士)の募集

対▶事務(Ⅲ類)＝日本国籍を有し、平成13年8月1日まで
に生まれた方　▶福祉(保育士・Ⅱ類)＝平成11年8月1日
までに生まれ、保育士の資格を有し、都道府県知事の登録
を受けている方　＊国籍は不問　＊資格を有し、都道府県
知事の登録を受けていない方、または資格取得見込みの方
は、7月31日までに都道府県知事の登録を受ける必要あり　

【採用数】▶事務(Ⅲ類)＝若干名　▶福祉(保育士・Ⅱ類)＝8人
程度　【選考日】6月8日(土)　＊時間は受験者に後日通知　【採
用選考案内・申込書の配布場所】職員課(区役所8階)、区民情報
コーナー(区役所1階)、各出張所ほか　＊区ホームページからも
出力可　申申込書等を直接または郵送で5月17日(消印有効)ま
でに、〒130－8640職員課人事担当(区役所8階)☎5608－
6244へ　＊募集内容の詳細は採用選考案内を参照

通訳・翻訳ボランティアの募集 内区が実施する国際交流および多文化共生の推進事業等
における通訳・翻訳業務　【登録期間】登録日～令和3年3
月31日　対20歳以上で次の全ての要件を満たす方▶パソ
コンの基本操作(ワードまたはエクセル)ができる　▶パ
ソコンのメールアドレスを持っている　▶外国語の通訳・
翻訳の能力がある　＊国籍は不問

【募集言語】タイ語、タガログ語、中国語、朝鮮語、ネパール語、フ
ランス語、ベトナム語等　＊言語ごとに登録目安の語学力を設定　
申随時、登録票をEメールで文化芸術振興課文化芸術・国際担
当☎5608－6212・ BUNKASHINKOU@city.sumida.lg.jp
へ　＊登録票は区ホームページから出力可

＝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

コード

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。　粗大ごみ受付センター☎5296－7000
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