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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

大人のためのすみだ自然観察会
(第1回)「すみだの植物について
学ぼう！」

6月8日(土)午後1時～3時 緑と花の学習園(文花
2－12－17)、向島百
花園(東向島3－18－
3)

内区内で見ることができる草花・樹木の見分け方や、不思議な生態に
ついて学ぶ　対区内在住在勤在学の方　定先着20人　費無料　持筆
記用具、水筒、帽子　申5月21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

家庭でできる本格的味
み
噌
そ
と豆腐

（木綿、絹ごし）作り
6月15日(土） ▼味噌作り
＝午前10時半～午後1時　

▼豆腐作り＝午後1時半～3
時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内大豆から本格的味噌と豆腐（木綿、絹ごし）を作る　定各先着24人　
費 ▼味噌作り＝1000円　 ▼豆腐作り＝500円　＊いずれも材料費込
み　持エプロン、筆記用具　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

健
康
・
福
祉

ダイエットプログラム体験（超音
波の体脂肪厚測定2か所付き）

5月22日（水）～6月21日（金）の
午前9時～午後9時のうち60分　
＊土・日曜日、祝日を除く

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内トレーニングと食事コントロールで無理なく続けられる6週間ダイエッ
トプログラムの1回体験　対 18歳以上の方　費 1080円　申事前に、
スポーツプラザ梅若☎5630－8880へ　＊内容等の詳細は申込先へ

ふくの会（なりひら認知症家族
会）

6月1日（土）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「施設サービスについて〝施設
を知ろう〞」

6月6日（木）午後1時半～3
時半

介護老人保健施設ベ
レール向島 ( 東向島
2－36－11)

内施設見学、意見交換、座談会　対区内在住の男性　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　問高齢者福祉課相談係☎5608－6174

初心者向け水彩画教室(全4回) 6月6日～27日の毎週木曜
日午後1時半～3時半

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 20人(抽選)　費 550円　持エプロ
ン、絵の具、パレット、筆、鉛筆、消しゴム　申 5月28日までに、すみ
だ福祉保健センター☎5608－3721へ

初心者「ひきがたり教室」〝ギター
を弾いて歌おうに挑戦！〞（全4
回）

6月14日～7月5日の毎週金
曜日午後2時～3時半

立花ゆうゆう館(立花
6－8－1－102)

対区内在住の60歳以上で、ギターを持参できる
方　定先着12人　費200円　申事前に立花ゆ
うゆう館☎3613－3911へ　＊受け付けは5月
25日までの午前9時～午後5時

子
育
て
・
教
育

「墨田区次世代育成支援行動計画
推進協議会」および「墨田区子ど
も・子育て会議」の傍聴

5月31日(金)午後6時半～
8時半　＊両会議を連続し
て開催

区役所会議室131(13
階)

内次期子ども・子育て支援事業計画の策定作業等について　申事前
に子育て支援課子育て計画担当(区役所4階)☎5608－6084へ　＊受
け付けは5月28日午後5時まで

大自然を体感！！ネイチャーワー
ルド・キッズアドベンチャー

8月6日(火)～8日(木)　＊2
泊3日

茨城県立里美野外活動
センター(茨城県常陸
太田市里川町863－
1）、パークアルカディ
アケビン村(茨城県常
陸大宮市山方5858－
13)　＊往復バスで移
動

内カレー作り、キャンプファイヤー等　対区内在住在学の小学校4年生
～中学校3年生　定 32人(抽選)　費 1万9500円　申郵便番号、住所、
参加者の氏名(フリガナ)・性別・学校名・学年、保護者の氏名・電話
番号を、郵送またはファクス、Eメールで6月5日(必着)までに、いばら
きグリーンツーリズム(〒313－0013茨城県常陸太田市山下町949－9)
℻  0294－72－7366・ tourism@greenful.jpへ　＊いばらきグリー
ンツーリズムのホームページからも申込可　＊7月3日(水)午後6時半から、
すみだリバーサイドホール1階ミニシアター(区役所に併設)で参加者
説明会を実施　問地域教育支援課地域教育支援担当☎5608－6503

仕
事
・
産
業

介護による離職を防ぐには「男
女ともに介護をしながら働き続
けることができる職場づくり」

6月18日（火）午後1時半～4
時半

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

内介護の実情と介護離職がもたらす損失や両立支援制度などについて
学ぶ　対区内中小企業の経営者・管理職・人事労務担当者、テーマに
関心がある方　定先着75人　費無料　申事前に講座名・住所・氏名・
電話番号・ファクス番号を、電話またはファクスで東京都労働相談情
報センター亀戸事務所事業普及担当☎3682－6321・℻  3684－
6026へ　＊TOKYOはたらくネットのホームページからも申込可　
問人権同和・男女共同参画課男女共同参画担当☎5608－6512

シニア生涯ワーキングセミナー 6月24日(月)午後1時半～
4時15分　＊受け付けは午
後1時～

ハローワーク墨田（江
東橋2－19－12）

内今後のライフプランニングやシニア世代の再就職の現状と考え方等
を学ぶ　対 55歳以上で ▼求職中の方　 ▼これから就職活動を始めた
いと考えている方　定先着30人　費無料　持電卓、筆記用具　申事
前に電話で長寿社会文化協会☎5843－7665へ　＊受け付けは月曜日
～金曜日の午前9時～午後5時　問 ▼東京しごとセンターシニアコー
ナー☎5211－2335　 ▼経営支援課経営支援担当☎5608－6185

すみだ地域イベントプロデュー
サー講座(全5回)

7月24日 ( 水 )、8月21日
(水 )、10月2日(水 )、11月
27日(水)、令和2年1月18
日(土)　＊変更になる場合
あり(詳細は、すみだ地域イ
ベントプロデューサー講座
のホームページを参照)

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)ほか　＊詳
細は、すみだ地域イベ
ントプロデューサー講
座のホームページを参
照

内地域活性化につながるイベントを開催するためのノウハウを学ぶ　
対次の全ての要件を満たす方 ▼区内在住在勤で18歳以上　 ▼区内のイ
ベントに関心がある　 ▼全日程参加できる　 ▼区内のイベントにボラン
ティアとして参加できる　定先着10人　費1万円　申事前に住所・氏名・
年齢・性別・電話番号・会社名(学校名)・メールアドレスを、Eメールで
地域プロデューサー協議会 info@machipro.info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

ぜひご利用ください
テレビ電話による「遠隔手
話通訳サービス」

手話通訳を必要とする方のために、区役所に設
置したタブレット端末から、コールセンターにテ
レビ電話をつなぐ「遠隔手話通訳サービス」を開
始しました。ぜひ、ご利用ください。
[設置場所]区役所1階区民情報コーナー、障害者
福祉課（区役所3階）　＊区役所内での端末の移動
可 [利用時間]月曜日～金曜日の午前9時～午後5
時　＊祝日・年末年始を除く [問合せ]障害者福
祉課庶務係☎5608－6217・℻  5608－6423・
SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp

障害のある方の雇用拡大のために
施設整備助成事業

区では、障害のある方の就労と、障害のある方
を雇用する事業者を支援するため、施設整備助成
事業を行っています。この事業は、事業者が障害
のある方を雇用するために施設を設置する場合や、
段差の解消、手すりの取付け等の施設改修を行う
場合などに、その費用の一部を助成するものです。
ぜひ、ご活用ください。
［対象］区内の中小企業［助成限度額］200万円　
＊ほかの助成制度を併用する場合は給付制限あ
り（詳細は申込先へ）［申込み］施設の整備前に直
接、すみだ障害者就労支援総合センター（緑4－
25－4）☎5600－2004へ

乗客の安全確保のために
既設エレベーター防災対策
改修工事助成制度

現在、区内に設置されているエレベーターの中
には、地震発生時等に乗客が安全に避難するため
の対策が不十分なものがまだ数多くあります。区
では、エレベーターの防災対策として改修工事を
実施する方で、一定の要件を満たす場合に、その
費用の一部を助成しています。ぜひ、ご活用くだ
さい。なお、助成要件等は、問い合わせるか、区
ホームページをご覧ください。
[助成額]改修工事経費の23％　＊限度額は118万
2000円 [問合せ]建築指導課設備担当☎5608－
1242

広告 福祉用具の展示会　５月２５日（土）１０時～１６時半 両国ＫＦＣホール３Ｆ 参加無料！抽選会開催！☎06－7739－8610 介援隊

3墨田区のお知らせ

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

2019年（令和元年）5月21日

広告 福祉用具の展示会　5月25日（土）10時～16時半 両国KFCホール3Ｆ 参加無料！抽選会開催！☎06－7739－8610 介援隊

3墨田区のお知らせ2019年（令和元年）5月21日
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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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

第24回鹿沼市立川上澄生美術館
木版画大賞東京展

▼ 展示＝5月30日（木）～6
月5日（水）の午前10時～午
後5時　＊最終日は午後4時
まで　 ▼木版画ワークショッ
プ＝6月1日（土）午前10
時～11時半・午後1時半
～3時 ▼ ギ ャラリー・
トーク＝6月2日（日）午後
1時半～2時半

すみだリバーサイド
ホール1階ギャラリー
（区役所に併設）　＊木
版画ワークショップは
1階会議室で開催

内入賞・入選作品等52点の展示、木版画ワークショップ、木版画大
賞審査委員によるギャラリー・トーク　対／定 ▼木版画ワークショッ
プ＝小学生以上(小学生は保護者の同伴が必要)／各回先着10人　
費無料　申 ▼木版画ワークショップ＝事前に電話で鹿沼市立川上澄
生美術館☎0289－62－8272へ　 ▼その他＝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

両国屋内プールのプール運動プ
ログラム（アクアビクス、水中運
動、脂肪バイバイの３教室）

6月14日(金）までの月・木・
金曜日　＊詳細は申込先へ

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 16歳以上の方　定各教室先着20人　費 ▼ アクアビクス＝750円　

▼水中運動・脂肪バイバイ＝各540円　＊別途、施設利用料が必要　
申事前に電話で両国屋内プール☎5610－0050へ

ひきふね寄席(入船亭 扇好師匠
の落語塾の素人落語家による落
語会)

6月15日（土）午後2時～4時 ひきふね図書館（京島
1－36－5）

内小学生にもわかりやすく落語を披露する　対小学生以上　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、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

イ
ベ
ン
ト

ご当地キャラクターフェスティ
バルinすみだ2019

5月25日（土）・26日（日）午
前10時～午後5時

大横川親水公園（業平
橋南側）、東京スカイ
ツリータウン®1階ソ
ラマチひろば・4階ス
カイアリーナ（押上1－
1－2）ほか

内 ▼全国のご当地キャラクターによるステージイベント（大横川親水
公園、東京スカイツリータウン１階ソラマチひろば・4階スカイアリー
ナ、おしなり商店街特設ステージ）　 ▼飲食ブース（浅草通り歩道）　

▼各会場を回るスタンプラリー（記念品あり）など　費無料　申当日
直接会場へ　問観光課観光担当☎5608－6500　＊内容や会場の詳
細は問い合わせるか、区ホームページを参照

すみだ食育フェス2019「食育で
みんながつくる　笑顔の環

わ
」

費無料　問 ▼ サプリメントの活用講座＝生活衛生課食品衛生係☎
5608－6943 ▼その他＝保健計画課保健計画担当☎5608－6517

▼パネル展 6月20日（木）～22日（土）の
午前10時～午後4時

区役所1階アトリウム、
すみだリバーサイド
ホール(区役所に併設)　
＊詳細は問合せ先へ

内地域団体・NPO・事業者・企業・大学・区の食育に関する取組の
パネル展示　申期間中、直接会場へ

▼サプリメントの活用講座と
血管年齢測定

6月20日（木）午後1時半～4
時半

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)

内サプリメントの活用方法の紹介、血管年齢測定　定 ▼血管年齢測定
＝先着100人　申当日直接会場へ

▼世代でつなげる食育推進 6月21日（金）午後2時～4時 内花咲徳栄高等学校の食育の取組から、児童・生徒の発達段階における
食育の必要性について学ぶ　定先着100人　申事前に電話で問合せ先
へ

ディキシーランドジャズ in 吾嬬
の里

6月21日（金）午後6時～8時 八広地域プラザ（八広
4－35－17）

内ジャズを中心とした音楽コンサート　対 20歳以上の方　定先着55
人　費 2000円（飲物1杯付き）　申事前に八広地域プラザ☎6657－
0471へ　＊受け付けは6月20日まで（6月17日を除く）

ぽ
け
っ
と

第39回すみだ住宅デー 5月26日（日）午前10時～午
後3時

緑町公園（亀沢2－7－
7）、業平公園（業平2－
3－2）ほか

内親子木工教室、建設業体験、住まいの何でも相談など　費無料　申当
日直接会場へ　問東京土建墨田支部☎3614－3806　＊詳細は問い合
わせるか、東京土建墨田支部のホームページを参照

親子靴磨き教室〝父の日にお父さ
んの靴を磨いて感謝を伝えよう〞

6月15日(土 )午前11時～
午後3時のうち15分程度

すみだ北斎美術館(亀
沢2－7－2)

内正しい靴の磨き方を学ぶ　対小学生以上　定先着300人持費無料
持革靴(持参しない場合も参加可)　申当日直接会場へ　問谷口化学工
業所☎5611－7351

＝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

仕
事
・
産
業

「スミファ すみだファクトリー
めぐり」参加事業者の募集

内 11月23日（祝）・24日（日）に開催する工場開きイベン
ト「スミファ」において、自社の工場や工房で工場見学ツ
アーやワークショップ(一部事前申込制)等を開催する　
＊スミファ実行委員会による審査あり　

【募集要項と応募用紙の配布場所】産業振興課（区役所14階）、区
民情報コーナー（区役所1階）　＊「すみだ地域ブランド戦略」ま
たは「スミファ」のホームページからも出力可　申募集要項を確
認の上、5月27日～6月7日に問合せ先へ　問スミファ実行委員
会事務局（産業振興課内）☎5608－6188

2020年に向けた両国地域活性
化のための公募型ワークショッ
プメンバーの募集

内両国地域の賑
にぎ
わいの創出や活性化(観光イベントや取組)

について考えるワークショップ参加者の募集　【ワークショッ
プ開催時期】7月下旬頃　対両国地域を活性化させたいと
考えている区内事業者・団体等　＊他にも要件あり（詳細
は申込先へ）

費無料　申団体名、住所、代表者の氏名・電話番号・メール
アドレス、参加人数を、電話またはファクス、Eメールで6月4
日までに観光課観光担当☎5608－6500・℻  5608－6934・
KANKOU@city.sumida.lg.jpへ　＊開催日時等は6月中旬頃

に郵送またはメールで通知

区
政
そ
の
他

墨田区独自ボランティアの募集
「東京2020大会の区の関連イベ
ントにボランティアとして参加
しよう！！」　＊都および東京
2020大会組織委員会が運営す
る都市ボランティア・大会ボラ
ンティアの活動とは異なる

【活動内容】区のオリンピック・パラリンピック関連事業
の運営補助等　＊オリジナルユニフォームを配付予定　
＊傷害保険は、区が加入　＊報酬・交通費の支給なし　　
【活動期間】8月～令和2年9月末(予定)　＊7月に研修会を
開催予定　【活動時間】原則、1日3時間以上　対次の全て
の要件を満たす方 ▼平成16年4月1日以前の生まれである
（中学生を除く）　 ▼区に愛着を持ち、ボランティア活動へ
の意欲が高い　 ▼日本語で意思疎通ができる　＊応募時
点で未成年（20歳未満）の方は、保護者の同意が必要　＊
障害のある方や高齢の方で、介助者を必要とする方は介助
者と一緒に応募　＊詳細は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)

【募集数】200人程度（抽選）　＊抽選結果は7月3日までに原
則メールで通知予定　申申込用紙を郵送またはファクス、E
メールで6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 (区役所14階 ) ☎5608－1445・
℻  5608－6934・ OLY-PARA2020＠city.sumida.lg.jpへ
＊申込用紙は、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

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＝選考方法
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