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暮
ら
し

みどりコミュニティカフェ　
6月のテーマ「防災について」

6月14日（金）午前10時半～
午後2時

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気軽におしゃべりを楽しむ　＊正午から、オセロ®
大会あり　対おおむね60歳以上の方　費 200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

お困りの「空き家」について解決
策をお伝えします。無料セミ
ナー・相談会開催！

6月15日（土） ▼セミナー＝
午後2時～3時　 ▼相談会＝
午後3時15分～4時15分

すみだ産業会館（江東
橋3－9－10）

内空き家の原因や利活用等の具体例についてのセミナー、相談会　対空
き家の所有者・所有予定者　定 ▼セミナー＝先着20人　 ▼相談会＝先
着3人　費無料　申事前に電話でNPO法人賃貸経営110番☎5468－
8788へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後6時　問安全支
援課空き家対策係☎5608－6520

楽しい菜園体験「江戸野菜の栽
培～収穫〝寺島ナス、八丈オクラ〞
を育てよう」

6月16日（日）午前10時～
11時

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

定先着15人　費 500円　持長靴、軍手、帽子、手拭い　申事前に八
広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは6月14日まで

おとなの陶芸教室「夏の器(練り
込みのお皿)をつくります」

6月28日（金）午後1時半～
3時

東駒形コミュニティ会
館(東駒形4－14－1)

内複数の土を組み合わせる「練り込み」の技法でお皿を作る　＊後日
焼成したものを引渡し　対 19歳以上で陶芸初心者の方　定先着15人　
費 1000円（材料費）　持手拭き用タオル、エプロン　申事前に費用を
持って直接、東駒形コミュニティ会館☎3623－1141へ

健
康
・
福
祉

みどりアンチエイジングストレッ
チ教室(全6回)

6月7日・21日、7月5日・
19日、8月2日・23日いず
れも金曜日午前10時～11
時半

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

対 20歳以上の方　定先着15人　費 6000円　持タオ
ル　申 6月1日午前9時から、みどりコミュニティセン
ター☎5600－5811へ

コーラス倶楽部「昔懐かしい唱
歌、童謡など、楽しくみんなと一
緒に合唱します」（毎月3回開催）

6月7日・14日・28日いず
れも金曜日午前10時～正午　
＊7月以降の日程の詳細は
申込先へ

いきいきプラザ(文花
1－32－2)

対 60歳以上の方　費月1500円　持飲物　申事前に、いきいきプラ
ザ☎3618－0961へ

ボランティア説明会 6月13日（木）午後1時半～
3時

地域福祉 プ ラ ッ ト
フォーム　ガランドー
ル（石原4－11－12）

内ボランティア活動の紹介、活動時の注意点の説明等　対ボランティ
アを始めようと考えている方　定先着10人　費無料　申事前に、す
みだボランティアセンター（東向島2－17－14）☎3612－2940へ

高齢者のパソコン教室「ワード
でステップアップ　ポスター・
名刺作り」（各コース全6回）

6月14日～7月23日の毎週

▼ 月曜日コース＝午前10
時～11時半または午後1時
半～3時　 ▼火曜日コース＝
午後1時半～3時　 ▼金曜日
コース＝午前10時～11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、パソコンの基本操作（文字入力）ができる方　
定各コース4人（抽選）　費各コース1200円（教材費）　申 6月6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

「すみだハート・ライン21事業」
「ミニサポート事業」説明会

6月15日（土）・18日（火）・
25日（火）午前10時～11
時半

▼ 6月15日・25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）　

▼6月18日＝地域福祉
プラットフォーム キ
ラキラ茶家(京島3－
49－18）

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 ▼ 6月15
日・25日＝各日先着20人　 ▼6月18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

認知症サポーター養成講座 6月15日（土）午後2時～3
時半

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）、オ
ウトピアみどり苑（緑
2－5－12）

内認知症について正しく理解し、認知症サポーターとして必要な知
識を学ぶ　対区内在住在勤の方　費無料　定／申 ▼ 八広はなみず
き高齢者支援総合センター会場＝先着50人／事前に電話で、八広は
なみずき高齢者支総合センター☎3610－6541へ　 ▼オウトピアみ
どり苑会場＝先着20人／事前に電話で、みどり高齢者支援総合セン
ター☎5625－6541へ

6月28日（金）午後2時～3
時半

介護老人保健施設ベ
レール向島（東向島2－
36－11）

内認知症について正しく理解し、認知症サポーターとして必要な知識
を学ぶ　対区内在住在勤の方　定先着20人　費無料　申事前に電話
で、むこうじま高齢者みまもり相談室☎6657－2731へ

むこうじまセミナー「認知症を
知ろう〝コミュニケーションと食
支援〞」（全3回）

6月18日、8月20日、10月
15日いずれも火曜日午後1
時半～2時半

内言語聴覚士から、認知症の支援や予防について学ぶ　対区内在住在
勤で全日程参加できる方　定先着20人　費無料　申事前に、むこう
じま高齢者みまもり相談室（べレール向島内）☎6657－2731へ

健康づくり教室「初心者向けヨ
ガ教室」（各コース全6回）

6月19日～7月24日の毎週
水曜日 ▼1時半コース＝午
後1時半～2時50分　 ▼3時
コース＝午後3時～4時20
分　 ▼ 6時コース＝午後6
時～7時20分

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

対区内在住在勤の20歳以上で、医師から運動を制限されていない方　
定各コース15人（抽選）　費無料　申 6月11日までに、すみだ福祉保
健センター☎5608－3729へ

食生活講習会「夏を乗り切る食
事の基本の〝き〞」

6月27日(木)午後1時半～
3時

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内夏バテを予防する食生活のポイントや料理のレシピを学ぶ　＊試食
あり　対区内在住在勤の方　定先着25人　費無料　申 6月3日午前8
時半から電話で向島保健センター☎3611－6135へ

第1回健康教室「自宅でできる腰
痛・肩こり体操」

6月27日（木）午後
2時～3時

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

定先着60人　費無料　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　
＊受け付けは6月25日まで（6月17日は休館）　＊空きがあれば当日会
場でも受け付け可

フォークダンスを踊りましょう！
〝懐かしいステップで１、2、3〞（全
3回）

6月28日～7月12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)

対区内在住で60歳以上の方　定 25人（抽選）　費無料　申 6月6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「楽しい笑顔と
体操教室」（全4回）

7月1日～29日の月曜日午
前10時～正午　＊7月15日
を除く

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6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

ガ教室」（各コース全6回）

＝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）

4 墨田区のお知らせ 2019年（令和元年）6月1日



☎ ＝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

初心者向け音訳ボランティア養
成講座（全4回）

7月3日～24日の毎週水曜
日午前10時～正午

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

対区内在住在勤のおおむね60歳未満で音訳に興味があり、講座修了後、
音訳ボランティアとして活動できる方　定 10人（抽選）　費 100円　
申講座名・住所・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6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「ま
るごと若がえり教室（やさしめ
コース）」（全12回）

7月16日～10月1日の毎週
火曜日午後2時～3時半

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）

内筋力向上のための運動、栄養バランス・口
こうくう
腔ケアの講義など　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・2と認定された方　＊ほかにも要件あり　定先着10人　
費 4800円　申 6月3日～21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

子
育
て
・
教
育

英語多読講座「英語多読で読み
聞かせ」（大人向け講座）

6月16日（日）午後2時～4時 ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内英語の絵本を楽しみながらたくさん読む「英語多読」について学び、
子どもへの英語の絵本の読み聞かせ等のコツを知る　＊子どもの同伴
を希望する場合は、事前に申込先へ　対区内在住在勤在学の方または
墨田区図書館（室）利用カードを持っている方　定先着15人　費無料　
申事前に、ひきふね図書館☎5655－2350へ　

サポート会員養成集中講座「お
子さんの送迎や預かりのお手伝
いをしてくださる有償ボランティ
アさん大募集!!」

6月27日（木）午前8時半～
午後3時半

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）　
＊実習は、両国子育て
ひろば（横網1－2－8）
で実施

内地域の子どもの送迎や預かりをするサポート会員（有償ボランティア）
として必要な知識を学ぶ　対区内在住の20歳以上で子育て支援に理
解と熱意があり、心身ともに健康な方　定先着10人　費無料　＊会員
登録には、各自で普通救命講習（資料代1400円）を受講することが必要　
持筆記用具、エプロン　申事前に、すみだファミリー・サポート・セン
ター（すみだボランティアセンター分館内）☎5608－2020へ　＊受け
付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時

みんなでボードゲームを作ろう！
遊ぼう！「クイズ問題作りで〝調
べる〞を体験」

6月30日（日） ▼ 午後１時
半～2時半　 ▼ 午後2時
半～3時半

ひきふね図書館（京島
１－36－５）

内ボードゲーム（すみとりー）を活用し、「調べ学習」に必要な「問いを
作る力」を高める方法を学ぶ　対小学生　定各先着10人　費無料　
申事前に催し名・氏名・年齢・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

CAREプログラムを使った子ど
もとのコミュニケーションスキ
ルアップ講座（全3回）

7月12日～26日の毎週金曜
日午前10時～11時半

子育て支援総合セン
ター（京島1－35－9－
103）

内 CAREプログラムを通して、子どもとのコミュニケーションや子ど
もへの適切な指示の出し方について学ぶ　対区内在住で3歳～小学生
の子どもがいる保護者　定先着12人　費無料　申 6月3日午前9時か
ら電話で子育て支援総合センター☎5630－6351へ　＊事前申込みに
よる就学前の子どもの一時保育あり

ファミリーキャンプin日光 8月9日（金）～11日（祝）　
＊2泊3日

葛飾区立日光林間学園
（栃木県日光市花石町
2067－1）　【集合・解
散場所】区役所１階ア
トリウム　＊往復バス
で移動

対区内在住在学でハイキングに参加できる小・中学生とその家族　　
定 50人程度（家族単位で抽選）　費 ▼中学生以上＝1人2万円　 ▼小学
生以下＝1人1万5000円　申 6月28日までにスポーツ振興課スポーツ
振興担当（区役所14階）☎5608－6312へ　＊墨田区スポーツ推進委
員協議会のホームページからも申込可

仕
事
・

産
業

墨田区伝統工芸保存会作品展 6月5日（水）までの午前10
時～午後6時

産業観光プラザ すみ
だ まち処（押上1－1－
2東京ソラマチ®5階）

内墨田区伝統工芸保存会会員による作品展
示・実演・販売　費無料　＊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☎5608－1437

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

盆踊り講習会 6月11日（火）、7月9日（火）
午後6時半～8時

二葉小学校（石原2－
1－5）

費無料　申当日直接会場へ　問 ▼墨田区民踊連盟事務局　高橋 志津子
☎3622－2816　 ▼スポーツ振興課スポーツ振興担当☎5608－6312

宅配ボランティア養成講座「図
書の宅配をしてみませんか?!」

6月21日 (金 )午後2時～
4時

ひきふね図書館（京島
1－36－5）

内来館できない方の自宅に図書を届ける宅配ボランティアとして必要
な知識を学ぶ　定先着10人　費無料　持筆記用具、印鑑　申事前に、
ひきふね図書館☎5655－2350へ　＊受け付けは6月14日まで

コミュ二ケーションに自信が付
くインプロ（即興）会話術（全2回）

6月22日（土）・29日（土）午
後2時～3時半

内仕事・プライベートで活
い
かせる会話術に関する講座・ワークショッ

プ　【講師】渡辺龍太氏(放送作家)　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

人生・生きがい、青春、恋愛・結
婚、社会・歴史を考える読書会

6月23日（日）午後2時～4
時半

内課題図書（或る「小倉日記」伝 傑作短編集1／松本清張著／新潮文庫）
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

第192回すみだ文化講座 隅田川
花火大会直前‼「 花火大会 を
120％楽しむ方法」見よう！撮
ろう！楽しもう！

6月30日（日）午後2時～4時 【講師】花火マニア®安斎幸裕氏　定先着50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、ファクスで、ひきふね図書
館☎5655－2350・℻  5655－2351へ　＊詳細は墨田区立図書館の
ホームページを参照　＊手話通訳を希望する場合は、6月7日までに申
込先へ

たのしい運動教室（各教室全8
回～13回）

7月1日（月）～9月30日（月）　
＊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）

内／対 ▼大人向け教室＝ヨガ・背骨コンディショニング・大人のカ
ンフーなど全18教室／18歳以上の方　 ▼子ども向け教室＝カンフー・
おやこ体操教室・こども運動教室・チアダンスなど全10教室／3歳～
12歳の子ども　定各教室先着10人～20人　費各教室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　＊内容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

お知らせ 食中毒予防 ペットにも菌がいるので、よく手洗い　［問合せ］生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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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

初心者アーチェリー教室（全3回）7月3日（水）午後7時～9時、
7月7日（日）午前9時15分～
11時15分、7月13日（土）午
後3時半～5時半

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

対区内在住在勤在学で16歳以上の初心者　定20人（抽選）　費2000円　
申住所・氏名・年齢・電話番号を、はがきまたはファクスで6月23日（必
着）までに墨田区アーチェリー協会事務局　岡安俊典（〒130－0004本
所1－31－7）☎3625－1874・℻  3625－1860へ

シニアテニススクール（全16回） 7月5日～11月1日の金曜日
午後4時～6時　＊8月23
日、10月4日を除く

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で60歳以上の方　
定先着40人程度　費8000円（保険料込み）　申事前に種別・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30日（必着）まで

ソフトテニス第１回講習会 7月7日（日）午前10時～午
後5時

文花テニスコート（文
花１－19－12）

費 ▼小学生～高校生＝300円　 ▼その他＝500円　持クレーコート用
テニスシューズ　＊運動着で参加　＊ラケットの無料貸出しあり　申氏
名・年齢（学年）・電話番号を、電話またははがき、ファクスで6月22日（必
着）までに墨田区ソフトテニス連盟事務局　猪飼直茂（〒131－0041
八広2－12－11）☎080－5415－5461・℻  3617－4123へ

区
政
そ
の
他

東京2020公認プログラム　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」　＊講座修了者を都「外
国人おもてなし語学ボランティ
ア」に登録

8月3日（土）午後1時～4
時半

区役所会議室131（13
階）

内外国人とのコミュニケーションに関する基礎知識や「おもてなし」
の心について学ぶ　＊語学力は不問　対区内在住在勤在学の15歳以
上（中学生は不可）で、同一講座を本区または別の自治体で未受講の方　
＊未成年者は受講決定後に保護者の同意書が必要　定 60人（抽選）　
＊抽選結果は7月18日までに通知　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（希望有の場合は子の人数と年齢）を、はがきまたはファクス、Ｅ
メールで7月9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　＊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　＊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

墨田スポーツフェスティバル（ス
トリートラグビーat東京スカイ
ツリータウン®）

6月9日（日）午前10時～午
後4時

東京ソラマチ®4階ス
カイアリーナ（押上1－
1－2）

内ストリートラグビーの体験　費無料　申当日直接会場へ　問スカ
イツリーラグビーイベント実行委員会事務局 国広 百合人☎090－
5802－8334・ rugbyyk@gmail.com

両国ポンプ施設見学会 6月13日（木）午前10時～午
後3時

両国ポンプ所（横網1－
4－12）

内浸水対策の模型展示、簡易降雨体験、半地下・地下室水圧体験　＊記
念品を進呈　費無料　申当日直接会場へ　問東京都下水道局東部第一
下水道事務所お客さまサービス課☎3645－9263　＊問合せの受け付
けは月曜日~金曜日の午前8時半～午後5時15分

日本橋高等学校の英語講座（2講
座）

7月22日 (月 )・23日（火）
午前10時～午後3時45分

日本橋高等学校（八広
1－28－21）

内 ▼ 7月22日＝講座1「Englishでおもてなし！あなたの街を英語で紹
介しましょう」　 ▼7月23日＝講座2「Englishで文化体験 日本橋高等
学校で学ぶJapanese Culture」　定各講座20人（抽選）　費各講座
500円　申講座名・希望日・住所・氏名・年齢・性別・電話番号を、
往復はがきで6月21日（消印有効）までに、日本橋高等学校（〒131－
0041八広1－28－21）☎3617－1811へ　＊両講座に申し込む場合
は、別々に申込みが必要（往復はがき1通につき1講座記入）

＝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

東京都施行型都民住宅(中堅所
得者向け住宅）入居者の募集

対都営住宅の所得基準を超える所得がある世帯　＊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】6月3日(月)～11日(火)／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　＊区民情報コーナーは午前8時～
午後9時(初日は午前9時から／最終日は午後5時まで)　 
＊なくなり次第配布終了　＊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6月14日(必着)までに東京都住宅供給公社都
営住宅募集センター☎3498－8894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

子
育
て
・
教
育

墨田育英会奨学生の募集 対国公立・私立の高等学校・高等専門学校・専修学校（高
等課程）に在学し、次の全ての要件に該当する方 ▼保護者
が区内に1年以上居住している　 ▼経済的な理由で修学が
困難である　 ▼成績が優秀である　 ▼世帯の収入が基準
以下である　 ▼同種の奨学金を他から受けていない　【奨
学資金の貸付額（月額）】 ▼国公立＝1万8000円　 ▼私立＝
3万5000円　＊初回は8月上旬に4月～9月の6か月分を
支給し、その後は4月・7月・10月・1月に支給　【利率】
無利子

【償還方法等】貸付終了後1年間据置き、15年以内の月賦・半年
賦・年賦等で償還　【募集数】10人程度　選書類選考　申申請
書・住民票（世帯主との続柄が記載された世帯全員のもの）・所
得を証明するもの（父母または申込者を扶養している方の課税証
明書等）・在学する高等学校等の奨学生推薦調書を、直接または
郵送で6月3日～28日（必着）に、〒130－8640公益財団法人墨
田育英会（区役所11階・教育委員会事務局庶務課内）☎5608－
6302へ　＊申請書は教育委員会事務局庶務課で配布

文
化
・

ス
ポ
ー
ツ

「日本語ボランティア養成講座」
実施事業者の募集

内外国人に日本語を教えるボランティアの養成講座を、実
施する事業者の募集　対法人の設立から3年以上が経過し、
他自治体等での類似事業の実績がある事業者　＊他にも要
件あり（詳細は募集要項を参照）　【募集数】1事業者　選書
類審査、企画提案方式（プロポーザル）

【企画提案書の提出期限】6月24日午後5時（必着）　申プロポー
ザル参加申込書を直接または郵送で6月11日午後5時（必着）まで
に、〒130－8640文化芸術振興課文化芸術・国際担当（区役所
14階）☎5608－6212へ　＊募集要項や案内チラシ等は申込先
で配布しているほか、区ホームページからも出力可　

イ
ベ
ン
ト

すみだ環境フェア
2019「フォトコン
テスト」作品の募集

内「すみだの環境」をテーマに区内で撮影した写真の募集　
＊応募作品は、6月25日（火）～30日（日）に、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）で展示

【応募期限】6月20日午後5時（必着）　申詳細は、問合せ先で配布
するチラシを参照　＊区ホームページからも出力可　問環境保
全課指導調査担当（区役所12階）☎5608－6210

＝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

日、10月4日を除く

7月7日（日）午前10時～午

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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