
トリフォニーホール
公演おすすめ情報

トリフォニーホールチケットセンター
☎5608－1212・錦糸1－2－3

ソッリマと100人のチェリストたち
　「音楽を楽しむのに、プロもアマチュアも関
係ない」と、あふれる情熱と才能で世界を席巻
するチェロ奏者で作曲家でもあるソッリマ。
彼が、イタリアで立ち上げたプロジェクトがつ
いに日本に上陸します。老若男女、経歴も仕事
も様々なチェロ奏者100人がトリフォニーホー
ルの舞台に集結し、クラシックからポップスま
で幅広いジャンルの音楽で熱狂の渦を生み出
します。ぜひ、ご来場ください。
[とき]8月12日(振休)午後6時～ [ところ]す
みだトリフォニーホール(錦糸1－2－3)[出演]
ジョヴァンニ・ソッリマ、エンリコ・メロッツィ
(チェロ)、100人のチェリスト(公募により選
出)[曲目]ベートーヴェン／交響曲第9番「合
唱」より、デヴィッド・ボウイ／世界を売った男、

ソッリマ／チェロよ、歌え！　ほか [入場料]
全席指定6000円(中学生以下3000円)　＊区
内在住在勤の方は4800円　＊区内在住在学の
小学生～高校生は1000円 ＊本公演は宝くじ
の助成金により実施

大切な一票を活
い

かすため、必ず投票
しましょう
参議院議員選挙

[投票日時]7月21日(日)午前7時～午後8時 [持
ち物]入場整理券　＊入場整理券は、世帯の対象
者全員分を一つの封筒に入れて郵送　＊入場整
理券がない場合でも対象者であれば投票可 [区内
で転居した方の投票所] ▼令和元年6月18日まで
に転居の届出をした方＝新住所地の投票所

▼令和元年6月19日以降に転居の届出をした方
＝前住所地の投票所
■点字投票
　目の不自由な方は、点字で投票することができ
ます。
■代理投票
　身体に障害等があり、候補者名や政党名を記入
できない方は、係員が代筆します。
■体が不自由な方への介助
　車椅子を利用する方等は、係員が投票所内の移
動を介助します。
■期日前投票
　仕事やレジャー等で投票日に投票できない方は、
期日前投票ができます。
■選挙公報
　選挙公報は、区内の全てのご家庭に配付します。
また、各出張所・図書館等でもご覧になれます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]選挙管理委員会事務局☎5608－6320

犬を飼っている方はお忘れなく
飼い犬の登録と狂犬病予防
注射

「飼い犬の登録」と毎年1回(4月～6月)の「狂
犬病予防注射」は、犬の飼い主の義務として法律
で定められています。飼い犬を登録していない方
は、問合せ先で手続をお願いします。なお、登録
内容に変更があった場合や、飼い犬が死亡したと
きなどは、必ず届出をしてください。
　また、今年度、飼い犬の狂犬病予防注射を済ま
せていない方は、早めに動物病院で注射をし、証
明書を問合せ先へお持ちください。狂犬病予防注
射済票を交付します。
[費用] ▼ 飼い犬の登録＝3000円　＊鑑札を交
付 ▼狂犬病予防注射済票＝550円 [問合せ]生活
衛生課生活環境係(区役所5階)☎5608－6939

話題のプロジェクトが日本初上陸！

受診票をお送りしました
75歳以上の健康診査等

　区では、75歳以上の方に健康診査を実施して
います。対象となる方には、6月末に受診票をお
送りしましたので、忘れずに区内実施医療機関で
受診してください。受診票が届かない場合や、紛
失した場合は、「すみだ けんしんダイヤル」へお
問い合わせください。
[費用]無料 [問合せ] ▼ すみだ けんしんダイヤ
ル☎6667－1127　＊受け付けは月曜日～金曜
日の午前9時～午後6時(祝日・年末年始を除く)　

▼保健計画課健康推進担当☎5608－8514
種別 対象 実施期間

75 歳 以
上の健康
診査

区内在住の75歳以上で、後期
高齢者医療制度に加入してい
る方　＊一定の障害があると
認定された方は65歳以上

11 月 30
日（土）ま
で

生活習慣
病予防健
康診査

区内在住の75歳以上で、制度
上ほかの健康診査を受ける機
会がない方（生活保護受給者
等）

いずれの実施期間も医療機関の休診日を除きます。
 9月以降は混み合いますので、早めの受診をお願いします。
 区が実施する「特定健康診査」と「生活習慣病予防健康診
査」の対象となる40歳～74歳の方には、10月31日（木）
まで健康診査を実施しています。

お送りします
介護保険負担割合証

　令和元年8月1日時点で要介護(要支援)認定を
受けている方と、介護予防・生活支援サービスを
受けている方に対して、新しい「介護保険負担割
合証」(薄緑色)を今月中にお送りします。介護
サービスを利用している方は、ケアマネジャー・
事業所、または入所中の施設に負担割合証をご提
示ください。なお、現在お持ちの負担割合証は、
8月1日以降に、問合せ先や各出張所へ持参する
か、郵送でご返却ください。
[問合せ] ▼負担割合証の交付について＝介護保
険課資格・保険料担当 ( 区役所4階 ) ☎5608－
6937　 ▼給付について＝介護保険課給付・事業
者担当☎5608－6149

輸血を必要としている方のために
献血にご協力を

病気やけがなどで輸血を必要としている方の尊
い命を救うため、献血へのご協力をお願いします。
■区役所での献血
[ とき ]7月17日 ( 水 ) ▼ 午前10時～11時15分　

▼午後0時半～4時 [ところ]区役所1階アトリウ
ム [対象]16歳～69歳で、体重が50㎏以上の方　
＊65歳以上の方は、60歳～64歳の間に献血をし
た経験がある方のみ [持ち物] ▼初めての方＝身
分証明書　 ▼献血をした経験がある方＝献血カー
ド・手帳 [ 問合せ ] 東京都赤十字血液センター
☎5272－3523
■献血ルーム「feel」での献血
　常設の献血ルーム「feel」(押上1－1－2東京ソ
ラマチʀ10階)では、落ち着いた環境で献血を
行うことができます。
[受付時間]午前10時～午後5時45分　＊12月
31日、1月1日を除く [問合せ]献血ルーム「feel」
☎6456－1972

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ 問合 せ ] 保健計画課保健計画担当☎5608－
6189　＊献血にあたっての注意事項等について
は、日本赤十字社のホームページを参照

決定通知書をお送りします
介護保険料

　65歳以上の方の平成31年度介護保険料(年額)
が決定しました。この保険料額は、確定した今年
度の住民税課税状況に基づき算出したもので、平
成31年4月～令和2年3月の1年間分です。対象と
なる方には、今月中旬に「介護保険料通知書(決
定通知書)」をお送りします。なお、低所得者の保
険料軽減強化により、第1段階～第3段階の介護
保険料が改正されました。詳細は、お送りする通
知書をご覧ください。
　介護保険料の納付方法は原則、公的年金からの
特別徴収です。ただし、 ▼老齢(退職)・遺族・障
害年金の年額が18万円未満の方　 ▼65歳の誕生
日から6か月以上経過していない方　 ▼区に転入
して6か月以上経過していない方　 ▼介護保険料
が減額になった方　等は、納付書や口座振替での
普通徴収となります。納付書で納める方には、決
定通知書に7月分～9月分の納付書を同封します。
各納期限までに、問合せ先、各出張所・金融機関・

コンビニエンスストア等で納めてください。
[問合せ]介護保険課資格･保険料担当(区役所4
階)☎5608－6937

ご利用ください
すみだ郷土文化資料館の
地元ボランティアによる展示解説

［とき］ ▼個人＝第2・第3日曜日午後1時～4
時　 ▼団体（20人以上）＝事前申込みにより

決定［申込み］ ▼個人＝当
日直接会場へ　 ▼団体＝
展示解説を希望する日の
1か月前までに電話で問
合せ先へ［問合せ］すみだ
郷土文化資料館（向島2－
3－5）☎5619－7034

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ
ヘルプカードをご利用ください

障害のある方が周りの方
に手助けを求めるカード

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ
ヘルプカードをご利用ください

[ 問合せ ] 障害者福祉課庶
務係☎5608－6217・

5608－6423

▲ジョヴァンニ・ソッリマ ( 左 )、イタリア現地での「100
人のチェリストたち」の公演の様子 ( 右 )

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）

2 墨田区のお知らせ

暮らし
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・福祉

仕事
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スポーツ
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子育て 　　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
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保険料額等をお知らせします
後期高齢者医療制度

■平成31年度(令和元年度)の保険料額
　対象となる方には、平成31年度(令和元年度)
の「保険料額決定通知書」を今月中旬にお送りし
ます。納付書で納める方にのみ、対象期間の納付
書を同封しますので、各納期限までに納めてくだ
さい。なお、保険料の納付方法は、公的年金からの
特別徴収が原則ですが、口座振替に変更できます。
■�キャッシュカードによる口座振替受け付けの
開始

　これまで口座振替への変更には、書面での申請
が必要でしたが、区役所にキャッシュカードを持
参していただくことで、その場で手続ができるよ
うになりました。要件等の詳細はお問い合わせく
ださい。
■保険料の軽減特例
　国が特例として実施してきた保険料の均等割
額の軽減割合が見直されました。これまで、一定
以下の所得のために9割軽減だった方は、平成31
年度(令和元年度)から8割軽減になります。
　また、会社の健康保険など(国保・国保組合は
除く)の被扶養者であった方は保険料の均等割額
の5割軽減を受けられる期間が加入してから2年
間になります（平成29年4月30日以前に後期高
齢者医療制度の対象となった被保険者の方は、平
成31年3月31日をもって軽減期間が終了）。
■社会保険料控除
　保険料は、所得税や住民税を計算する際に社会
保険料として控除することができます。社会保険
料控除は、公的年金からの特別徴収の場合は、本
人に適用され、口座振替の場合は、口座名義人に
適用されます。なお、社会保険料控除の対象とな
る口座名義人は、本人または本人と生計を一にす
る配偶者およびそのほかの親族に限ります。
■平成31年度(令和元年度)の自己負担割合
　令和元年8月1日～2年7月31日までの1年間に、
医療機関等で支払う医療費の自己負担割合(1割
または3割)は、平成30年の所得に基づき決定し
ます。自己負担割合が変更となる方には、8月1日
までに新しい被保険者証を簡易書留でお送りし
ます。なお、自己負担割合が変わらない方は、引
き続き現在の被保険者証をお使いください。
■�限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定
証)

　世帯全員が住民税非課税の方は、申請により減
額認定証が交付されます。減額認定証を医療機関
等で提示すると、保険適用の医療費の自己負担限
度額と入院時の食費が減額されます。なお、すで
に交付されていて、引き続き対象となる方には、
新しい減額認定証を8月1日までにお送りします。
■限度額適用認定証(限度額認定証)
　自己負担割合が3割の方で世帯の被保険者の住
民税課税所得がいずれも690万円未満の方は、申
請により限度額認定証が交付されます。限度額認
定証を医療機関等で提示すると、支払う保険適用
の医療費が自己負担限度額までとなります。なお、
すでに交付されていて、引き続き対象となる方には、
新しい限度額認定証を8月1日までにお送りします。
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ] ▼保険料や社会保険料控除について＝
国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)保険料担
当☎5608－8100　 ▼被保険者証や自己負担割
合等、各認定証について＝国保年金課長寿医療
( 後期高齢者医療 ) 資格 ･ 給付担当☎5608－
6192

8月に更新します
国民健康保険の高齢受給者証

■高齢受給者証の更新
　国民健康保険に加入している70歳～74歳の方
に新しい高齢受給者証を今月中旬に郵送します。
現在お持ちの高齢受給者証は、8月1日以降に、問
合せ先や各出張所へ直接持参するか、郵送でご返
却ください。なお、年度途中で後期高齢者医療制
度へ移行する方の高齢受給者証の有効期限は、
75歳になる誕生日の前日です。
■自己負担割合と軽減
　自己負担割合は2割です。また、現役並み所得
者の自己負担割合は3割ですが、次のいずれかに

該当する方は、申請により自己負担割合が軽減さ
れます。申請方法等の詳細は、お問い合わせくだ
さい。
[対象] ▼ 同じ世帯に属する70歳～74歳の国民
健康保険加入者の収入の合計が520万円未満(単
身世帯では収入383万円未満)の方　 ▼同じ世帯
の方が後期高齢者医療制度へ移行したことに伴っ
て新たに3割負担となった方のうち、住民税課税
所得が145万円以上、かつ収入が383万円以上で
あり、後期高齢者も含めた収入の合計が520万円
未満の方
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]国保年金課こくほ資格係(区役所2階)
☎5608－6122

イベント名／とき ところ・問合せ
えんにち／7月13日(土) ▼乳幼児の部＝午前10
時半～正午　 ▼小学生以上の部＝午後2時～3時半

江東橋児童館(江東橋1－15－4)☎3634－8883

えんにち／7月13日(土)午前11時～午後4時 さくら橋コミュニティセンター(向島2－3－8)☎3623－2181
夏祭り／7月14日(日)午後1時～5時 八広児童館(八広2－38－14)☎3611－2227
ブンジクエスト／7月14日(日)午後3時～5時半 文花児童館(文花1－32－11)☎3619－5753

▼ 夏祭り×サンテラス／7月20日 ( 土 ) 午前10
時～正午　 ▼夕涼み会×ひきふね横丁／7月20日
(土)午後3時半～5時半

▼夏祭り×サンテラス＝東向島児童館(東向島6－6－
12)等　 ▼夕涼み会×ひきふね横丁＝東向島児童館・東
向島児童館分館(京島1－44－21)[問合せ]東向島児童
館☎3611－2500

フレンドリーパーク／7月20日(土)午前11時～
午後3時

若宮公園(本所2－2－19)　＊雨天時は外手児童館(本所
2－6－9)☎3621－4531で実施

第32回うめわかフレンドフェスティバル／7月20日
(土)午後1時～3時　＊受け付けは午後2時45分まで

梅若橋 コ ミ ュ ニ テ ィ 会館 ( 堤通2－9－1) ☎3616－
1101

えんにちひろば／7月21日(日)午前10時～11時、
午前11時半～午後0時半、午後1時～2時(3部制)

中川児童館(立花5－18－9)☎3619－7188

はなみずきフェスタ／7月21日(日)午前10時～午後4時 八広はなみずき児童館(八広4－27－8)☎3617－7060
たちばな こどもえんにち／9月23日(祝)午前10
時～正午、午後1時半～4時

立花児童館(立花1－27－9)☎3619－5781

川柳をよんでみませんか
北斎没後170年記念 墨田区・台東区文化交流事業「北斎と川柳」

　葛飾北斎は多くの作品を残しましたが、同時期
に台東区で発祥した「川柳」をよむことにも熱心
であったと言われています。北斎の没後170年を
迎えた今年、墨田・台東両区による文化交流事業

「北斎と川柳」を開催します。皆さんも、江戸や北

斎に思いを馳
は

せ、川柳をよんでみませんか。また、
川柳の初心者を対象としたワークショップも開
催します。
[ 問合せ ] 文化芸術振興課文化芸術・国際担当
☎5608－6115

■川柳の募集
内容 申込み

▼ すみだ北斎部門＝北斎とその作品
を題材とした、または連想させる川柳　

▼江戸たいとう部門＝台東区に息づ
く江戸のこころや文化を題材にした
川柳 ＊各部門で最優秀賞を1点、優秀
賞を3点、秀作を10点を選出し、表彰

作品（1人1部門3句まで）・部門名・郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・
年齢・性別・電話番号・柳号(5字以内のペンネーム）を、はがきで9
月25日(必着）までに、台東区役所文化振興課「北斎と川柳」担当

（〒110－8615台東区東上野4－5－6）☎5246－1153へ　＊1部門
につき1枚記入　＊「江戸たいとう」特設サイト(「たいとう文化マル
シェ」ホームページ内)からも申込可（受け付けは9月25日午後3時まで）

■ワークショップ
番号 とき／ところ／定員 申込み
1 8月11日(祝)午後1時～3時

／すみだ北斎美術館講座室
「MARUGEN100」( 亀沢2－
7－2)／40人(抽選)

希望のワークショップ番号(1のみ)・郵便番号・住所・氏名・同伴者
の有無(有の場合は氏名も)・電話番号を、往復はがきまたはEメール
で7月22日(消印有効)までに、〒130－8640文化芸術振興課「北斎と
川柳 」担当☎5608－6115・ BUNKASHINKOU ＠ city.sumida.
lg.jpへ　＊返信用はがき宛名面に郵便番号・住所・氏名を記入　＊E
メールの件名は「墨田区川柳ワークショップ申込み」

2 8月17日（土）午後1時半～3
時／浅草文化観光センター6
階多目的スペース（台東区雷
門2－18－9）／50人（抽選）

希望のワークショップ番号(2または3)・郵便番号・住所・氏名・同伴
者の有無（有の場合は氏名も）・電話番号を、往復はがきで、台東区役所
文化振興課「北斎と川柳」担当（〒110－8615台東区東上野4－5－6）
☎5246－1153へ　＊返信用はがき宛名面に郵便番号・住所・氏名を
記入　＊「江戸たいとう」特設サイト(「たいとう文化マルシェ」ホームペー
ジ内)からも申込可　＊受け付けは ▼8月17日開催分＝7月31日（消印
有効）まで　 ▼9月8日開催分＝8月16日（消印有効）まで

3 9月8日（日）午後1時半～3時／
寛永寺清水観音堂（台東区上野
公園1－29）／50人（抽選）

ぜひ、お越しください
児童館の夏のイベント

[入場料]無料 [申込み]当日直接会場へ　＊近隣の公園等でイベントを行う施設もあるため、詳細は各
問合せ先へ

お知らせ 　食中毒予防　表示から 色々わかる よく見よう！　　［問合せ］生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

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）7月11日




