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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

暮
ら
し

行政書士による無料相談（許認可
申請、ビザ申請、遺言・相続手続
等）

7月16日（火）午後1時～4時　
＊原則、毎週火曜日に開催
（祝日・年末年始を除く）

区役所1階区民相談
コーナー

申当日直接会場へ　問 ▼ すみだ区民相談室☎5608－1616　 ▼東京
都行政書士会墨田支部☎080－3596－7830

社会保険労務士による無料相談
（各種年金・労務管理等）

7月17日（水）、8月7日（水）
午後1時～4時半　＊原則、
毎月第1・第3水曜日に開催
（祝日・年末年始を除く）

申当日直接会場へ　問 ▼ すみだ区民相談室☎5608－1616　 ▼東京
都社会保険労務士会墨田支部☎5638－6080

司法書士による無料法律相談（不
動産や会社の登記、相続・遺言・
成年後見等）

7月18日（木）午後2時～4時　
＊原則、毎週木曜日に開催
（祝日・年末年始を除く）

すみだ区民相談室(区
役所1階)

申当日直接会場へ　問 ▼ すみだ区民相談室☎5608－1616　 ▼東京
司法書士会墨田・江東支部☎3635－1900

建築・住まいの無料相談 7月19日（金)午後1時～4
時　＊毎月第3金曜日に開
催（8月・9月を除く）

区役所1階アトリウム 内一般社団法人東京都建築士事務所協会墨田支部の所属建築士による、
増改築や建築の一般的な疑問などについての相談受け付け　申当日直
接会場へ　問建築指導課構造担当☎5608－1307

すみだ自然観察会
「セミの羽化観察」

8月1日（木）午後6時半～8
時　 ＊雨天時 は8月2日
(金)に延期

東白鬚公園 (堤通2－
2－1）　＊区役所1階
正面玄関前から往復バ
スあり(希望制)

内セミが羽化する様子の観察と解説　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組　費無料　持懐中電灯、水筒、
虫よけ対策用品　＊汚れても構わない服装で参加　申 7月11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

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

7月16日（火）午前10時～
11時半、7月22日（月）午後
2時～3時半

▼ 7月16日＝地域福祉
プラットフォーム ガラン
ドール（石原4－11－
12）　 ▼ 7月22日＝す
みだボランティアセンター
（東向島2－17－14）

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 ▼ 7月16
日＝先着10人　 ▼7月22日＝先着20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

むこうじま家族会「生命保険等
代理店業の方から学ぶ」

7月16日（火）午後1時半～3
時

介護老人保健施設ベ
レール向島 ( 東向島
2－36－11)

内生命保険や損害保険についての知識や、将来に役立つ方法などを聞き、
参加者同士で交流する　対区内在住で認知症の方を介護している方　
定先着20人　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

みかんの会（認知症家族会） 7月16日(火)午後1時半～
3時半

たちばなホーム（立花
3－10－1）

内介護に関する悩みの共有・情報交換　対認知症の家族を介護して
いる方、介護の経験がある方、認知症に関心がある方　定先着10人　
費無料　申事前に、たちばな高齢者支援総合センター（立花3－2－9・
たちばな高齢者在宅サービスセンター内）☎3617－6511へ

オレンジカフェすみだ 7月17日（水）・18日（木）午
後2時～4時

▼7月17日＝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）　

▼7月18日＝本所地域
プラザ(本所1－13－4)

内認知症の方やその家族、ボランティアなどが気軽に集う　＊個別相談
もあり　対認知症の方・認知症への不安がある方やその介護者　定各
日先着30人　費無料　申当日直接会場へ　問高齢者福祉課地域支援
係☎5608－6502

弁護士による権利擁護法律相談 7月18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☎5655－2940へ

はなみずき認知症家族会「認知
症の症状と対応について」

7月20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)

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

おしえて!ボランティアさん‼ 「ボ
ランティア活動体験会」

７月22日（月）・23日（火）
午前10時～午後3時　＊正
午～午後1時を除く

すみだボランティア
センター（東向島2－
17－14）

内すみだボランティアセンターに登録している団体の活動見学・体験　
対ボランティア団体での活動を見学・体験してみたい方　費無料　
申当日直接会場へ　問すみだボランティアセンター☎3612－2940　
＊詳細は墨田区社会福祉協議会のホームページを参照

認知症普及啓発事業「これって
認知症⁇ 」

7月22日（月）午後2時半～3
時半

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

内高次脳機能障害や高齢者うつについて学ぶ　定先着20人程度　費無
料　申事前に、こうめ高齢者支援総合センター（すみだ福祉保健センター
内）☎3625－6541へ

夏バテ予防・筋力アップ体操教
室（全4回）

8月2日～23日の毎週金曜
日午後1時半～3時半

対区内在住で60歳以上の方　定 20人（抽選）　費無料　申 7月18日
までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

身体障害者向け「音楽療法教室」
（全4回）

8月7日～28日の毎週水曜
日午前10時～正午

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17
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

子
育
て
・
教
育

おもちゃサロン「好きなおもちゃ
でいっぱい遊ぼう」

時間はいずれも午前10時～
午後3時半

対未就学児とその保護者　費無料　申当日直接会場へ

7月12日（金）　＊毎週金曜
日と毎月第3月曜日に開催
（祝日を除く）

すみだボランティア
センター（東向島2－
17－14）

問墨田区社会福祉協議会☎3614－3900　＊おもちゃドクターによ
る修理は、第2金曜日　＊第1金曜日の午後と第3月曜日は、障害のあ
る子どもとその保護者が対象

7月17日（水）、8月21日（水）　
＊毎月第3水曜日に開催

本所地域プラザ（本所
1－13－4）

問本所地域プラザ☎6658－4601　＊おもちゃドクターによる修理は、
午後1時半～3時　＊午後1時～5時に、子どもと親の心の相談コーナーあり

7月24日（ 水）、8月28日
（水）・29日（木）　＊原則、
毎月第4水曜日に開催(8月
29日は臨時開催)

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

問みどりコミュニティセンター☎5600－5811　＊おもちゃドクター
による修理は、午前10時～午後3時半

8月8日（木）、9月12日（木）　
＊毎月第2木曜日に開催

八広地域プラザ（八広
4－35－17）

問八広地域プラザ☎6657－0471　＊おもちゃドクターによる修理は、
午後1時～3時 
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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

夏休みスタンプラリー 7月20日（土）～8月31日
（土）の開館時間中

横川コミュニティ会館
(横川5－9－1)

内図書室の本を借りてスタンプをためる　＊手作りの景品を進呈　対小
学生以上　費無料　申期間中、直接会場へ　問横川コミュニティ会
館☎5608－4500

夏のおたのしみ会（人形劇、パネ
ルシアターなど）

7月20日(土)午後2時～3
時

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100人　費無料　申当
日直接会場へ　問八広図書館☎3616－0846

これから将棋を始めたい方向け
「こども将棋教室」スポーツプラ
ザ梅若で始めました！

7月23日、8月6日・13日・
27日いずれも火曜日 ▼午後
4時~　 ▼午後5時15分~

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対小・中学生 費 各1080円 申 事前にスポーツプラザ梅若
☎5630－8880へ　＊開催時間や内容、定員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

すみだキラキラママのつどい（ベ
ビーヨガ、バランスボールで産
後ケア、肩腰ケア、英国式リフレ
クソロジー、リラクゼーション
もみほぐし、足型アート）

7月24日（水）午前10時～午
後3時

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

対親子　＊妊婦・母親のみの参加も可　定詳細は申込先へ　費各プ
ログラム800円（材料費込み）　申事前に参加希望プログラム名・参
加者の氏名・子どもの年齢を、Eメールで、すみだキラキラママのつ
どい kirakiramamasumida2010@gmail.comへ　問みどりコミュ
ニティセンター☎5600－5811

すみとりーゲーム大会（調べる学
習ワークショップを同時開催）

7月24日 (水 )午後1時～
3時

立花図書館 (立花6－
8－1－101）

内ボードゲーム「すみとりー」で遊びながら、調べる学習のテーマや疑
問を考える　対小学生とその保護者　＊未就学児もゲームには参加可　
申当日直接会場へ　問立花図書館☎3618－2620

こども人権まつり「さあ夏休み‼ 
ワクワクえんにちで何かが起き
る?」

7月27日 (土 )午後1時45
分～3時半　＊受け付けは
午後１時半～3時

社会福祉会館（東墨田
2－7－1）

対中学生以下　＊未就学児は保護者の同伴が必要　定先着200人　費無
料　申事前に直接、社会福祉会館☎3619－1051へ　＊参加引換券を配
付(受け付けは月曜日～日曜日の午前9時～午後5時、祝日は除く）

親子料理教室「一緒につくって
一緒に食べよう！簡単ピザづく
り」

7月30日（火）午後1時半～3
時半

梅若橋コミュニティ会
館（堤通2－9－1）

対区内在住で、5歳以上の未就学児とその保護者　定先着12組　＊保
護者1人につき子ども2人まで可　費無料　持エプロン、三角巾（バン
ダナ可）、手拭きタオル　申 7月12日午前8時半から電話で向島保健セ
ンター☎3611－6135へ

夏休みすみだ環境プログラム 対区内在住在学の小学生以上（第6回のみ4年生以上）とその保護者　
＊2人1組　定／費 ▼第4回＝5組10人（抽選）／無料　 ▼第5回＝12組
24人（抽選）／1組1000円(材料費)　 ▼第6回＝12組24人（抽選）／無
料　持 ▼第5回＝エプロン、三角巾（バンダナ可）、ハンドタオル　 ▼第
6回＝弁当、筆記用具　申希望回・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19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24
日頃に通知　＊いずれも、汚れても
構わない服装で参加

▼第4回「身近な環境について
絵を描いてみよう！世界の
子どもたちの絵から学ぶ環
境問題」

7月31日(水)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）

▼第5回「楽しくおいしく親子
でエコ・クッキングと東京
ガス横浜ショールーム見学」

8月1日（木）午前9時～午後
3時　＊区役所1階アトリウ
ムに10分前に集合

東京ガス株式会社横浜
ショールーム　＊往復
バスで移動

▼第6回「エコでパワフル！み
んなの電気を作る〝最新鋭設
備〞川崎火力発電所を見に行
こう！」

8月7日（水）午前9時～午後
4時　＊区役所1階アトリウ
ムに10分前に集合

川崎火力発電所　＊往
復バスで移動

思春期との接し方、考え方〝ここ
ろの診療科の診察室から〞

8月1日 (木 )午前10時～
正午

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）

内専門医から、不登校や発達障害等の子どもに対する考え方や接し方
を学ぶ　対区内在住在勤の方　定先着40人　費無料　申 7月12日午
前8時半から電話で本所保健センター☎3622－9137へ

親子料理×科学教室「光るグミ
をつくろう！」

8月4日（日）午後2時半～4
時半

八広地域プラザ（八広
4－35－17）

対小学生とその保護者　定先着10組20人　費1人500円　持エプロン、
三角巾（バンダナ可）、ふきん等　申事前に八広地域プラザ☎6657－
0471へ　＊受け付けは7月27日までの午前9時~午後8時（7月16日を除く）

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

企画展「黄檗(OBAKU) 〝牛頭山
弘福寺の絵画と墨

ぼくせき
蹟〞」

7月20日（土）～28日(日)、
７月31日（水）～9月1日
（日）、9月7日（土）～23日
（祝）　＊いずれも午前9時～
午後5時（入館は午後4時半
まで）　＊毎週月曜日（祝
日のときは翌日）・毎月第
4火曜日は休館

すみだ郷土文化資料館
(向島2－
3－5)

内向島にある弘福寺が所蔵している絵画・墨蹟の展示　＊会期ごとに
展示作品を全て入れ替え　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

▼ギャラリートーク 7月21日（日） ▼午後2時～　

▼午後3時～
【講師】川本恭子氏（墨田区文化財保護指導員）　費 ▼ 個人＝100円　

▼団体（20人以上）＝80円 ＊いずれも入館料　申当日直接会場へ

すみだRiverSideYoga（リバー
サイドヨガ）〝股関節や膝、腰が
不安な方も無理なくできます〞

7月20日(土 )午前10時～
11時半　＊受け付けは午前
9時45分～

平井橋艇庫(立花3－
29－10）

内ほぐし中心のヨガ　対高校生以上　定先着10人　費1000円　申事
前に電話でスポーツドアあずま事務局☎3617－9002へ　＊受け付けは7
月19日まで　問スポーツ振興課スポーツ振興担当☎5608－6312

「第38回すみだ錦糸町河内音頭
大盆踊り」の練習会　

7月28日(日)午後2時～4
時　 ＊本番 は8月28日
(水)・29日(木)

ホテルモクシー東京錦糸
町 地下1階イベントルー
ム(江東橋3－4－2)

定先着80人程度　費1000円　持運動しやすい靴、タオル　申当日直
接会場へ　問 ▼錦糸町河内音頭実行委員会 坂井 info2@kinshicho-
kawachiondo.jp　 ▼産業振興課産業振興担当☎5608－6187

区民体育祭「卓球大会」 8月18日（日）午前9時～午
後6時

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

種男女別シングルス（一般の部・年代別の部）　＊2種目申込可　費1種目
1000円　＊高校生以下は700円　申種別・住所・氏名・年齢・電話番号・勤
務先(在勤者のみ）を、はがきまたはファクスで8月2日（必着）までに墨田区卓球
連盟事務局　庄司道子（〒130－0014亀沢1－19－7）☎・℻  3626－5070へ

区民体育祭「軟式野球大会」 9月1日～11月3日の日曜日
午前8時～午後4時　＊代表
者会議は8月22日（木）午後
7時から曳舟文化センター
（京島1－38－11）で実施

墨田野球場（墨田四丁
目地先）

費1チーム2万2000円　申費用を持って直接、7月19日までに次のいず
れかの申込先へ ▼福禄スポーツ(石原1－31－7）　 ▼ヤナギスポーツ（錦
糸3－4－8）　 ▼コカンスポーツ（墨田1－9－14）　 ▼スポーツ振興課ス
ポーツ振興担当（区役所14階）　＊最終日は午後4時まで　問墨田区軟式
野球連盟事務局審判部長　廣瀬英夫☎090－8809－0322（日曜日のみ）

イ
ベ
ン
ト

勝海舟フォーラム2019（第16
回）

7月15日（祝）午前9時半～
11時半　＊開場は午前9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）

内勝 海舟に関する講演　定先着700人　費無料　申当日直接会
場へ　問 ▼ 勝海舟フォーラム実行委員会☎070－3300－6653・
kaisyuforum@gmail.com　 ▼観光課観光担当☎5608－6500

区民体育祭「卓球大会」

夏休みスタンプラリー

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ
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区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

子
育
て
・
教
育

墨田育英会令和2年度新規奨学
生の募集（一次募集）

対高等学校・高等専門学校・専修学校（高等課程）への進
学を希望し、次の全ての要件を満たす中学校3年生 ▼保護
者が区内に1年以上居住している　 ▼経済的な理由で進学
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
学資金の貸付月額】 ▼国公立＝1万8000円　 ▼私立＝3万
5000円　＊4月・7月・10月・1月に支給　【入学準備金
の貸付額】 ▼国公立＝10万円以内　 ▼私立＝20万円以内　
＊3月下旬に支給　【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　＊入学準備金のみの場合は、貸付後1年間据置き、7
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）・学校の奨学生推薦調書を ▼区立中学校在学
の生徒＝各区立中学校へ　 ▼区立中学校以外に在学の生徒＝直接
または郵送で9月30日（必着）までに、〒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　＊申請書は各区立中学校と申込先で配布

仕
事

・
産
業

墨田区商店街連合会個店応援プ
ロジェクト「すみここ」発掘隊員
の募集

内発掘隊員として、すみだならではの個性あふれるメニュー
やサービス、商品を提供する店舗を選定　＊選定会は9月～
10月に開催予定（詳細は、後日通知）　対区内在住在勤の方

費無料　申住所・氏名・電話番号を、電話またはEメール
で7月31日 ま で に 産業振興課産業振興担当☎5608－
6187・ SANGYOU@city.sumida.lg.jpへ

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

第66回墨田区文化祭(大会部門)
の参加者の募集

対区内在住在勤在学の方　＊詳細は、問合せ先、各出張所
等で配布している応募要項を参照

問文化芸術振興課文化芸術・国際担当(区役所14階)☎5608－
6212 

▼珠算競技大会 【とき】9月22日（日）【ところ】すみだリバーサイドホール 申住所・氏名・年齢・電話番号を、電話またはファクスで8月31
日までに墨田区珠算教育連盟　須田朋美☎・℻  3612－5888へ

▼詩吟大会 【とき】9月28日（土）【ところ】曳舟文化センター 申7月31日までに墨田区吟剣詩舞道連盟　大貫祥岳☎3626－7721へ

▼合唱祭 【とき】9月29日（日）【ところ】曳舟文化センター 申7月31日までに墨田区合唱連盟　坂倉重徳☎3624－8717へ

▼民謡民舞大会 【とき】10月12日（土）【ところ】曳舟文化センター 申団体名・代表者名・電話番号を、ファクスまたはEメール
で7月28日までに墨田区民謡連盟　髙橋亮一℻  3619－
9562・ sumiren.mng@gmail.comへ

▼日本舞踊素踊り大会 【とき】10月20日（日）【ところ】曳舟文化センター 申8月7日までに墨田区日本舞踊協会　宗像路子☎5653－7766へ

▼三曲演奏会(琴・尺八・三味線)【とき】10月20日（日）【ところ】すみだトリフォニーホール 申8月20日までに墨田区三曲協会　古屋輝夫☎3846－4447へ

▼太鼓大会 【とき】11月10日（日）【ところ】江戸東京博物館 申8月15日までに墨田区太鼓連盟 井上雅雄☎090－1533－5642へ

▼さくらフェスティバル
〝dance〞

【とき】11月30日（土）【ところ】曳舟文化センター 申団体名・ジャンル・参加人数・代表者名・電話番号を、電話また
はファクスで8月5日までに、さくらフェスティバル実行委員会　小
杉稚依☎080－7387－7037・℻  6882－2175へ

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

すみだ生涯学習センター開館25
周年＆新生ユートリヤリニュー
アル記念イベント リアル謎解き
ゲーム×ユートリヤ「ヒミツ研
究所からの脱出」

8月3日(土) ▼午前10時～

▼午後2時～
すみだ生涯学習セン
ター（東向島2－38－
7）

内子どもから大人まで楽しめる謎解きで施設を巡る　定各回50組（抽選）　
＊１組3人まで　費無料　申イベント名、住所、参加者全員の氏名（ふ
りがな）・年齢、電話番号を、往復はがきで7月22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

ぽ
け
っ
と

防衛省自衛隊　大学進学・職種
採用個別説明会

7月20日・27日、8月17日・
24日いずれも土曜日 ▼進学
コース＝午前11時～　 ▼採
用コース＝午後1時～

東京地方協力本部江東
出張所（江東区亀戸1－
8－9岩上ビル2階）

対自衛隊に興味がある方や転職を検討している方で ▼進学コース＝18歳～
20歳の方　 ▼採用コース＝18歳～32歳の方　費無料　申事前に希望の日・
コース、住所、氏名、生年月日、電話番号を、電話またはEメールで東京地
方協力本部江東出張所☎3685－2002・ reku30@rct.gsdf.mod.go.jp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

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

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス
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東京2020オリンピック・パラリンピック
の開催まで、いよいよ1年余りとなりました。　
両国国技館が会場となるボクシング競技につ
いては、昨年来、実施の結論が先送りされて
いましたが、6月26日に開催されたIOC総会
で実施が正式に決定しました。多くの区民の
皆さんや関係機関の方々による署名活動など
が実を結ぶ結果となり、ご協力いただきまし
た皆さんに、心から感謝を申し上げます。
翌6月27日には、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）におい
て、ボクシング競技の正式決定を祝うととも
に、更なるPRを行うため、一般社団法人日本
ボクシング連盟との共催による決起大会を
実施しました。

正式決定を受け、区では、国内外からのお
客様をすみだらしい「おもてなしの心」でお
迎えするため、会場周辺の環境整備やインバ
ウンド需要に向けたサービスの充実など、ハー
ド・ソフト両面にわたる準備を加速させてい
きたいと考えています。
また、オリンピック・パラリンピックに向
けて、墨田区のお知らせ（本紙）等で募集した
本区独自の大会ボランティアには、これまで
に120人を超える方々にご応募いただき、気
運の高まりを感じています。
今後とも「オールすみだ」で気運をさらに
盛り上げ、来年のオリンピック・パラリンピッ
クの成功と未来に継承するレガシーの構築に
向けて一層力を注いでいくとともに、多くの

人々に夢や希望を与え、「心のレガシー」とし
ても記憶に残る大会となるよう、全力で取り
組んでいきます。引き続き、皆さんのご支援・
ご協力をお願いします。

墨田区長

山 本　亨夢

6月27日、一般社団法人日本ボクシング連盟との共催で
実施した決起大会にて

１年後の東京大会を見据えて
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