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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

健
康
・
福
祉

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

7月31日（水）～9月27日
（金）　＊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7月9
日までに、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

身体障害者向け「ストレッチ体
操教室」（全4回）

8月1日～29日の木曜日午
前10時～正午　＊8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7月15
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

要約筆記教室（全6回） 8月6日～9月17日の火曜
日午前10時～正午　＊8月
27日を除く

内手話によるコミュニケーションが難しい方のために、話し言葉を文
字にして伝える要約筆記を学ぶ　対区内在住在勤で要約筆記に関心が
ある方　定12人（抽選）　費200円（教材費）　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7月14日までに、すみだ
福祉保健センター☎5608－3723・ 5608－3720へ

シニアのためのいきいきトレー
ニング教室（第2期・各部全24回）

8月26日(月)～11月28日
(木 )の月・木曜日 ▼ 午前
の 部＝午前10時 ～ 正午　

▼午後の部＝午後1時～3
時　＊祝日を除く

いきいきプラザ（文花
1－32－2）

内マシンを利用した、介護予防筋力向上トレーニング　対区内在住
の60歳以上で、これから運動を始めたい方　＊7月4日(木)・8日(月)
午後3時半から開催するいずれかの説明会への参加が必要(1時間程度)　
定各部先着8人　費無料　申各説明会の前日までに、いきいきプラザ
☎3618－0961へ　＊受講には、説明会で配布する主治医の意見書等
が必要(意見書の取得費用は自己負担)

子
育
て
・
教
育

調べる学習にも役立つ「すみト
リー」ゲーム大会

7月6日（土）午前10時～正午 緑図書館（緑2－24－
5）

内すみだゆかりのクイズなどを用いたボードゲーム「すみトリー」で
遊ぶ　費無料　申当日直接会場へ　問緑図書館☎3631－4621

母と子のリラックスタイム 7月9日（火）、8月27日（火）、
9月10日（火）午前10時～
11時半　＊受け付けは午
前9時半～

本所保健センター（東
駒形1－6－4）

内子育てについて語り合い、リフレッシュする　対区内在住で就学前
の子どもがいる母親　定各日先着10人　費無料　申事前に本所保健
センター☎3622－9137へ　＊事前申込みによる就学前の子どもの
一時保育あり

夏の英語のおたのしみ会「Let's 
Enjoy English〝えいごであそぼ
う！〞」

7月15日（祝）午前10時半～
11時半

緑図書館（緑2－24－5）内ゲームや人形劇等を通して英語を学ぶ　対乳幼児～小学生　＊未就
学児は保護者の同伴が必要　費無料　申当日直接会場へ　問緑図書
館☎3631－4621

夏の工作会 7月20日(土) ▼午前10時～　

▼午後1時～
立花図書館（立花6－
8－1－101）

内 ▼午前＝親子工作　 ▼午後＝工作　対／定 ▼午前＝未就学児／先
着10組　＊保護者の同伴が必要　 ▼午後＝小学生／先着20人　費無
料　申7月2日午前9時から立花図書館☎3618－2620へ

英語多読講座「みんなで英語多
読をはじめよう！」

7月21日（日）午前10時～
11時半

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内やさしい英語の絵本から始め、楽しみながらたくさん読んで英語力・
読書力を高める「英語多読」の初歩を学ぶ　対区内在住在学または墨
田区図書館（室）利用カードを持っている、小・中学生　定先着20人 　
費無料　申事前に、ひきふね図書館☎5655－2350へ　＊保護者の同
伴可（事前に申込先へ連絡）

夏休みすみだ環境プログラム

 　　袖ヶ浦LNG基地

費無料　申希望回（第2回は希望の部も）・プログラム名（複数申し込む
場合は優先順位も）、参加者と保護者の氏名・年齢、住所・電話番号を、
はがきで７月10日(必着)までに、〒130－8640環境保全課環境管理
担当☎5608－6207へ　＊申込みは1組1通のみ　＊抽選結果は7月
17日頃に通知

▼ 第1回「世界最大級のLNG
（液化天然ガス）基地を見に
行こう！」

７月24日(水）午前9時～午
後1時半　＊区役所1階アト
リウムに10分前に集合

東京ガス株式会社袖ヶ
浦LNG基地　＊往復
バスで移動

対区内在住在学の小学校4年生以上とその保護者　＊2人1組　定12
組24人（抽選）　＊歩きやすい服装で参加

▼ 第2回「家庭にあるいろい
ろな紙を使って手すきハガ
キづくりにチャレンジ！」

７月26日(金） ▼午前の部
＝午前10時～正午　 ▼午後
の部＝午後１時半～3時半　
＊いずれも10分前に集合

すみだ生涯学習セン
ター（東向島2－38－7）

内針葉樹・広葉樹・古紙パルプを使って世界でたった一枚のはがきを
作る　対区内在住在学の小学生以上とその保護者　＊2人1組　定各
部5組10人（抽選）　持筆記用具、新聞・チラシ・封筒などの紙類を2
種類　＊ぬれても構わない服装で参加

▼ 第3回「牛乳パックのリサ
イクル！マイメッセージ
カードを作ろう！」

7月30日（火）午後1時半～3
時半

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111）

対区内在住在学の小学生以上とその保護者　＊2人1組　定8組16人
（抽選）　持タオル3枚　＊ぬれても構わない服装で参加

フラワーアレンジメント教室「夏
休みはフラワーケーキ作りに挑
戦」(プリザーブドフラワー)

7月27日（土）午前10時～
正午

八広地域プラザ（八広
4－35－17）

対小学生以上　定先着20人　費2000円　申7月2日から八広地域プ
ラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは7月24日までの午前9時～午後
8時（7月16日を除く）　＊汚れても構わない服装で参加

すみだ自然観察会「荒川河川敷
の昆虫観察」

7月27日（土）午後1時半～3
時半　＊雨天中止

【集合場所】荒川河川敷
木根川橋(八広6－32
地先）

内河川敷に生息する昆虫を採集し、観察する　対区内在住在学で小学
生以下の子どもとその保護者　定先着20人　費無料　持昆虫網・虫
かご・図鑑（お持ちの方）、飲物、帽子、タオル　申7月1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

夏の親子料理教室 7月30日 (火 )・31日 (水 )
午前10時半～午後2時

▼7月30日＝八広地域
プラザ（八広4－35－
17）　 ▼7月31日＝本
所地域プラザ（本所1－
13－4）

内学校給食で人気メニューの「ドライカレーライス」「冬
とう
瓜
がん
スープ」「フ

ルーツ白玉」を作る　対区内在住の小・中学生とその保護者　定 ▼ 7
月30日＝8組16人（抽選）　 ▼ 7月31日＝6組12人（抽選）　費無料　
持エプロン、三角巾、布巾　申希望日・会場名、保護者の氏名・電話
番号、子どもの氏名・年齢・学校名、食物アレルギーの有無（有の場合は、
アレルゲン食品名）を、往復はがきで7月11日（必着）までに、〒130－
8640学務課給食保健・就学相談担当☎5608－6305へ　＊7月12日
（金）午前10時から教育委員会室（区役所11階）で公開抽選を実施

山の日イベント　
親子で林業体験

8月3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

栃木県鹿沼市入粟野　
＊往復バスで移動

内講義、林業機械の操縦体験、本棚製作など　対区内在住在学の小学生
以上の子どもとその保護者　定15人（抽選）　費1500円程度（材料代）　
申催し名、参加者と保護者の氏名・年齢、住所・電話番号を、はがき
で7月16日（必着）までに、〒130－8640環境保全課緑化推進担当☎5608－
6208へ　＊申込みは1人（組）1通のみ　＊抽選結果は7月19日頃に通知

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

広告 金時vs金八みつまさ寄席（桂やまとは11月20日に出演） 7月17日（水）PM6：00 ￥3000 ☎3631－0294 次回正太郎 お土産多数
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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

子
育

て
・
教
育

科学教室・空気砲 8月3日（土）午後1時半～2
時半

八広図書館（八広5－
10－1－104）

対小学生以下の子どもとその保護者　定先着50人　費無料　申事
前に八広図書館☎3616－0846へ

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

夏のストレス・運動不足解消！
水中運動教室（アクアビクス、脂
肪バイバイ、水中運動、アクア
ウォーキングの全4教室）

7月31日（水）まで　＊各教
室の日程の詳細は申込先へ

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　

▼脂肪バイバイ・水中運動＝540円　 ▼アクアウォーキング＝無料　
＊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

今夏こそ苦手克服！「プールプ
ライベートレッスン」

7月31日（水）まで　＊1回30
分（日程の詳細は申込先へ）

対小学生以上　費 ▼ 1人＝2500円　 ▼2人1組＝3000円　申事前に
電話で両国屋内プール☎5610－0050へ

東京空襲体験画展 7月6日（土）～令和2年3月
の午前9時～午後5時　＊入
館は午後4時半まで　＊休
館日は毎週月曜日（祝日の
ときは翌日）・毎月第4火曜
日、12月29日（日）～2年1
月2日（木）　＊終了日未定

すみだ郷土文化資料館
（向島2－3－5）

内東京空襲の体験者が自らの体験を描いた絵画の展示　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

日曜お子様水泳教室「クロール
基礎教室」（全3回）

7月7日～28日の日曜日
午前10時 ～10時 50分　
＊7月14日を除く

両国屋内プール（横網
1－8－1）

対顔を水につけられる小学生　定先着15人　費3240円　申事前に
電話で両国屋内プール☎5610－0050へ　＊詳細は申込先へ

音楽のある街すみだ　トリフォ
ニーホールと新日本フィルハー
モニー交響楽団室内楽演奏会
「ホールに、まちに、音楽を」

7月16日（火）正午～午後１
時　＊7月10日（水）～16日
（火）の午前9時～午後5時に
パネル展も開催（最終日は
午後1時まで）

区役所1階アトリウム 内新日本フィルハーモニー交響楽団員による弦楽四重奏　定先着150
人　費無料　申当日直接会場へ　問 ▼ 文化芸術振興課文化芸術・国
際担当☎5608－6212　 ▼ すみだトリフォニーホール☎5608－
5404

夏期巡回ラジオ体操・みんなの
体操会

7月20日（土）午前6時～6時
40分　＊開場は午前5時半

錦糸公園野球場（錦糸
4－15－1）　＊雨天時
は区総合体育館（錦糸
4－15－1）で実施

費無料　持飲物（熱中症対策として必要な方のみ）、室内用の運動
靴（雨天時のみ）　申当日直接会場へ　問スポーツ振興課スポーツ振興
担当☎5608－6312　＊参加者には記念品を進呈

区総合体育館公開講座「アスレ
ティックリハビリテーション講座」

7月23日（火）午後7時～9時半 区総合体育館（錦糸4－
15－1）

内繰り返しやすいけが（捻挫等）の回復トレーニングを学ぶ　【講師】
板倉尚子氏（理学療法士）　定先着30人　費無料　持室内用の運動
靴　＊動きやすい服装で参加　申事前に講座名・住所・氏名・電
話番号を、電話またはEメールで区総合体育館☎3623－7273・
sumidagym@n-reco.co.jpへ　＊受け付けは7月20日まで

大人向け初歩の点字「絵本に点
字をつけてみよう！」（全２回）

8月2日(金)・9日（金）午前
10時～正午

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内点字を学び、絵本に点字をつける　定先着20人　費無料　申事前
に、ひきふね図書館☎5655－2350へ　＊受け付けは7月26日まで

区民体育大会「ダンススポーツ
大会」

8月4日（日）午前10時～午
後7時　＊受け付けは午前9
時～

すみだ産業会館（江東
橋3－9－10）

種ラテン・スタンダードの部　対区内在住在勤の方　費無料　申電話
で7月12日までに墨田区ダンススポーツ連盟事務局　早川文基☎090－
2226－5284へ　＊受け付けは午前9時～午後7時

夏の学童水泳講習会（全7回） 8月6日（火）～14日（水）

▼小学校1・2年生クラス
＝午前9時 ～10時20分　

▼小学校3年生以上のクラ
ス＝午前10時半 ～正午　
＊土・日曜日を除く

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対区内在住在学の小学生　＊小学校2年生以下は保護者の送迎が必要　
定各クラス100人（抽選）　費各クラス4000円　＊本講習会指定の帽
子をお持ちでない方は帽子代500円が別途必要　申住所・氏名（ふり
がな）・生年月日・性別・電話番号・学校名・学年(兄弟で受講希望の
場合は兄弟の氏名と学年も）を、往復はがきで7月18日（必着）までに、
〒130－8640スポーツ振興課スポーツ振興担当☎5608－6312へ　
＊1通につき１人のみ申込可　＊当選者は7月28日(日)午後3時～5時、
または7月31日(水)午後6時～8時に両国屋内プールで受講手続が必
要　問墨田区水泳連盟　勝又☎090－7821－5135

区民体育祭「少年野球大会」 9月1日～10月27日の日曜日・
祝日　＊9月は午前6時～午
後6時、10月は午前8時～午
後4時

隅田公園少年野球場
（向島5－6－13）ほか

費1チーム2万円　申費用を持って直接7月15日午前9時～11時に、隅田
公園少年野球場へ　問墨田区少年野球連盟事務局　江澤義明☎080－
5087－3742　＊代表者会議を8月17日（土）午後6時から、すみだ生涯
学習センター（東向島2－38－7）で開催

イ
ベ
ン
ト

水辺の賑
にぎ
わい創出イベント「み

ちあそび at すみだ」
7月7日（日）午前10時半～
午後5時　＊荒天の場合は
中止

隅田公園南側道路（向島
一丁目）、すみだ郷土文
化資料館（向島2－3－5）

内道路にお絵かき、昔遊び、飲食コーナー、すみだ郷土かるた大会、
すみだ郷土文化資料館コラボクイズラリーほか　定 ▼ すみだ郷土文
化資料館コラボクイズラリー＝先着50人　費無料　＊一部の催しで
自己負担あり　申当日直接会場へ　問観光課観光担当☎5608－
6931

第5回 吾嬬の里納涼寄席 7月20日（土）午後2時～4時半 八広地域プラザ（八広
4－35－17）

内落語、マジック　＊小学生以下は保護者の同伴が必要　定先着120人　
費300円　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊空きがあれば
当日会場でも申込可　＊受け付けは午前9時～午後8時（7月16日を除く）

ゆかたdeガイドツアー 8月
がつ
3日
か
（土

ど
）午
ご ご
後2時

じ
半
はん
～9時

じ
【 集

しゅうごうばしょ
合場所 】回

え こ う い ん
向院

（両
りょう
国
ごく
2－8－10）

【内
ない
容
よう
】旧
きゅう
安
やすだていえん
田庭園での茶

ちゃせき
席や、水

すいじょう
上バスでの水

み ず べ
辺観

かんこう
光、盆

ぼんおど
踊りなど

の体
たい
験
けん
　【対

たいしょう
象】外

がいこくせき
国籍の方

かた
　＊日

に ほ ん
本国

こくせき
籍の方

かた
の同

どうはん
伴も可

か
　【定

てい
員
いん
】

先
せんちゃく
着50人

にん
程
てい
度
ど
　【費

ひ
用
よう
】4500円

えん
　＊浴

ゆ か た
衣持

じ
参
さん
の場

ば
合
あい
は3000円

えん

【申
もうしこ
込み】事

じ
前
ぜん
に ▼インターネット＝墨

すみ
田
だ
区
く
観
かん
光
こう
協
きょう
会
かい
のホームペー

ジから申
もうしこ
込み　 ▼ファクスまたはＥメール＝申

もうしこみしょ
込書を墨

すみ
田
だ
区
く
観
かん
光
こう

協
きょう
会
かい

5608－7130・ yukata@visit-sumida.jpへ　＊申
もうしこみしょ
込書

は問
とい
合
あわ
せ先

さき
で配

はい
布
ふ
　【問

とい
合
あわ
せ】 ▼墨

すみ
田
だ
区
く
観
かん
光
こう
協
きょう
会
かい
（吾

あ
妻
づま
橋
ばし
3－4－5）

☎5608－6951　 ▼観
かん
光
こう
課
か
観
かん
光
こう
担
たん
当
とう
（区

く
役
やく
所
しょ
14階

かい
）☎5608－6500

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

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住民票の写し、印鑑登録証明書等、区に本籍がある方の一部の戸籍証明書はコンビニ交付で！(マイナンバーカードが必要)　窓口課証明係☎5608－6104 お知らせ 住民票の写し、印鑑登録証明書等、区に本籍がある方の一部の戸籍証明書はコンビニ交付で！（マイナンバーカードが必要）　窓口課証明係☎5608－6104
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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

イ
ベ
ン
ト

隅田川とうろう流し 8月10日（土）午後2時～8時半
（予定）　＊雨天決行　＊荒天
の場合は8月11日（祝）に延期

区役所前うるおい広場、
隅田川親水テラス（吾
妻橋1－23地内）ほか

定先着1000人　費1基1500円　申事前に電話で吾妻橋観光案内
所☎6658－8097へ　＊空きがあれば当日午後2時から、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）でも申込可　
問 ▼ 吾妻橋観光案内所　 ▼観光課観光担当☎5608－6500

区
政
そ
の
他

地域包括支援センター運営協議
会の傍聴

7月22日（月）午後1時半～ 区役所会議室121（12
階）

定先着5人　費無料　申事前に高齢者福祉課地域支援係（区役所4階）
☎5608－6920へ　＊協議会の議事録は後日、区民情報コーナー（区役
所1階）または区ホームページで閲覧可　＊受け付けは7月12日まで

地域活動支援講座 すみだ生涯学習セン
ター（東向島2－38－7）

内 ▼講座1＝地域のために何か始めたいという想
おも
いを現実にするプロセ

スを学ぶ　 ▼講座2＝企画したアイディアの実現性を高めるSNSやク
ラウドファンディングの使い方を学ぶ　【講師】開地俊介氏(マーケティ
ングプランナー)　対区内在住在勤在学の方　定各講座15人（抽選）　
費各講座1500円　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 ▼講座1＝7月9日（必着）　 ▼講座2＝8月9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　＊すみだ生涯学習センターのホームページから
も申込可　＊抽選結果は後日通知

▼講座1「企画書・プレゼンサ
ポート編」（全2回）

7月23日 (火 )・30日 (火 )
午後7時～9時

▼講座2「スキルアップ編」（全
2回）

8月22日 (木 )・30日 (金 )
午後7時～9時

すみだタウンミーティング 7月25日（木）午後7時～8時 本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内「住み続けたいまち すみだ」の実現に向けて区長と話し合う　定先
着60人　費無料　申事前に催し名・住所・氏名・電話番号・一時保
育希望の有無・手話通訳希望の有無を、電話またはファクス、Ｅメー
ルで地域活動推進課まなび担当☎5608－6202・ 5608－6934・
KATSUDOSUISHIN@city.sumida.lg.jpへ　＊受け付けは7月19日

まで（手話通訳・一時保育を希望の場合は7月8日まで）

＝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

「緑のカーテンコンテスト2019」
作品の募集

内区内にある住宅や事業所などで育てた「緑のカーテン」
（一年草のつる性植物に限る）のコンテスト　＊応募者全
員に参加賞を、入選者には副賞を贈呈　費無料

申緑のカーテンの写真（3枚まで）と応募用紙を、直接または郵送、E
メールで8月23日(消印有効)までに、〒130－8640環境保全課緑化
推進担当(区役所12階 )☎5608－6208・ KANKYOU@city.
sumida.lg.jpへ　＊応募用紙は申込先または各出張所・図書館等で
配布しているほか、区ホームページからも出力可

都営住宅（墨田区割当）・区営住
宅の入居者の募集

【募集数】 ▼都営住宅（2人以上世帯向け）＝1戸　 ▼都営住
宅（3人以上世帯向け）＝1戸　 ▼区営住宅（2人以上世帯向
け）＝6戸　 ▼区営住宅（2人以上世帯向け・居室内で病死
等があった住宅）＝2戸（うち1戸は車いす使用者世帯向け）　
対 ▼区営住宅＝区内に引き続き1年以上居住している方　
＊いずれの住宅も他にも要件あり　＊単身者の申込み不可

【募集案内・申込用紙等の配布期間／配布場所】7月10日（水）～
19日（金）／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
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）　申申込用紙を郵送で7月22日(必着)までに
本所郵便局へ　問住宅課公営住宅担当☎5608－6214

仕
事
・
産
業

非常勤職員（栄養士）の募集 内区内中学校（夜間学級）の学校給食の献立作成および学
校給食の衛生管理等　対栄養士の免許を有する方　【採用
数】1人　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

申履歴書と応募動機（800字程度で書式自由）を、直接または郵
送で7月22日（必着）までに、〒130－8640教育委員会事務局庶
務課庶務・教職員担当（区役所11階）☎5608－6302へ

すみだプレミアム付商品券取扱店
の募集

対区内に事業所がある小売業・飲食業・サービス業等の
店舗　＊風俗営業など公序良俗に反する場合や、墨田区暴
力団排除条例第2条1項に規定する暴力団等と密接な関係
を有すると認められる者が関与する場合を除く　＊不動
産や金融商品、たばこ、商品券など換金性の高いもの等、
すみだプレミアム付商品券が使用できないものあり

費無料　申詳細は墨田区商店街振興組合連合会のホームページ
を参照　問墨田区プレミアム付商品券専用ダイヤル☎6667－
6547

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）
におけるイベント主催者の募集

内産業観光プラザ すみだ まち処の一部に新設した「観光
交流スペース」でのワークショップや観光セミナー等を開
催する事業者の募集　対特別区民税・都民税を滞納して
いない区内の事業者または組合・団体等

費・申費用や申込方法等の詳細は電話で墨田区観光協会☎5608－
6951へ　問 ▼墨田区観光協会　 ▼観光課観光担当☎5608－6500

墨田区常勤職員・福祉（保育士）
の募集

【区分】Ⅱ類　対昭和57年4月2日～平成12年4月1日生ま
れで、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　＊国籍不問　＊資格を有する方で都道府県知事
の登録を受けていない方、または資格取得見込みの方は、
令和2年3月31日までに都道府県知事の登録を受ける必要
あり（登録を受けられない場合は採用不可）

【採用数】7人程度　【第１次選考日】8月25日（日）　【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・図書館・コミュニティ会館、すみだ生
涯学習センター（東向島2－38－7）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7月31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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

お気に入りの本をPOPで紹介し
ませんか？「中学生・高校生の
ためのPOPコンテスト2019」
作品の募集

内手書きのイラスト・キャッチコピー・メッセージ等で
本の魅力を伝える紹介カードPOPのコンテスト　＊入賞
作品は、各図書館などで展示するほか、墨田区立図書館の
ホームページ等で公開　対区内在住在学の中学生・高校
生　費無料

申応募用紙を9月13日（必着）までに ▼直接＝各図書館・コミュ
ニティ会館に設置している応募箱へ　 ▼郵送＝ひきふね図書館
（〒131－0046京島１－36－5）☎5655－2350へ　＊応募用
紙は、各図書館・コミュニティ会館で配布　＊応募は1人1点の
み　＊応募作品の著作権・所有権は区に帰属（返却不可）　＊詳
細は、応募用紙の裏面または、墨田区立図書館のホームページを
参照

墨田区総合運動場（堤通2－11－
1）のネーミングライツパートナー
の募集

【契約期間】12月1日～令和6年3月31日の4年4か月　＊募
集内容、応募資格等の詳細は、区ホームページから出力で
きる募集要項等を参照

申申込書類を直接または郵送で、7月31日（消印有効）までに、
〒130－8640スポーツ振興課総合運動場開設準備担当（区役所
14階）☎5608－6312へ

＝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

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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