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両会場の最初の
打ち上げ時は

「サン、ニ、イチ・・・」
と皆さんでかけ声を！
＊プログラム等
の詳細は、隅田
川花火大会の公
式ホームページ
を参照
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2019年（令和元年）7月21日

隅田川花火大会

第1会場（桜橋～言問橋） 9756発
午後7時～8時半
＊花火コンクールは午後7時40分～8時4分

第2会場（駒形橋～厩橋） 1万650発
午後7時半～8時半

＊荒天等の場合は7月28日（日）に延期
（28日も開催できない場合は中止）
＊会場案内図等は今号2面に掲載
［問合せ］隅田川花火大会実行委員会事務局
（文化芸術振興課内）☎5608－6180

令和元年！

７月２７日（土）

両国川開大花火の誕生
〝戦前の隅田川花火〞

［とき］9月29日（日）まで
［ところ］すみだ郷土文化資料館（向島2ー3ー5）
＊詳細は区ホームページを参照

特集
展示

＊ いずれも浮世絵「両国橋夕涼之図」（豊原国周画）の一部

納涼花火が年に一度
の隅田川花火大会と
して変遷していく
様子がわかるわ

第
42
回

ドンと
打ち上げるぜ！
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◆2面以降の主な内容
2面 ･･････ 隅田川花火大会会場案内

図等
3～6面 ･･･講座・教室・催し・募集

毎月 1日・11日・21日発行

NO.1933

↓2桁月の発行日はここから
（X：143.35mm）
↓1桁月の発行日はここから
（X：151.35mm）



ルールを守って楽しく観賞しましょう
隅田川花火大会会場案内図等
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大会本部（迷子連絡所）

会場本部（迷子連絡所）

地区本部（迷子連絡所）
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警戒所・救護所 医療班

立入禁止規制区域
車両通行禁止 午後4時半～9時半頃
通行者通行禁止 午後4時半～9時頃
　桜橋　　　　　　　　　 午後1時～9時半頃
　墨田区役所うるおい広場周辺  午後3時～11時頃
　親水テラス　　　　 　 前日朝～大会当日の翌朝
　桜橋デッキスクエア        終日
　隅田公園（台東区側） 　 前日夜～終日
 （東武鉄橋～言問橋手前マラソンコース、
　 言問橋～旧山谷堀水門手前のマラソンコース及び築山部分、
    台東リバーサイドスポーツセンターから白髭橋間の一部及び
    周辺道路、旧山谷堀水門付近）

交通規制区域
午後6時～9時半頃

⎛｜｜｜｜｜｜｜｜｜⎝

⎞｜｜｜｜｜｜｜｜｜⎠

墨田区役所

大会本部
本部連絡所

注 隅田川親水テラス（白鬚橋～両国橋）は、安全対策用の柵などを設置するため、
7月26日（金）から花火大会の翌朝まで立入禁止となります。

運営時間を変更します
厩橋・銅像堀自転車保管所

隅田川花火大会が開催される7月27日(土)は、
厩橋自転車保管所および銅像堀自転車保管所の
自転車返還業務の運営時間を、次のとおり変更し
ますので、ご注意ください。
[7月27日（土）の運営時間]正午～午後4時半　＊花
火大会順延の場合は7月28日（日）　＊菊川・江東
橋自転車保管所は通常どおり午後2時～7時[問合
せ]土木管理課交通安全担当☎5608－6203

1人で悩まず相談してください
児童虐待防止のための
LINE相談

8月1日から、無料通話アプリ｢LINE｣で子育て
の悩みや困り事などを相談することができるよ
うになります。
[相談時間] ▼ 月曜日～金曜日＝午前9時～午後
9時　＊土･日曜日、祝日は午後5時まで [対象]
都内在住の子ども・保護者 [相談方法]下のコー
ドを読み取り、LINEで友だち登録（公式アカウ
ント名は「子ゴコロ･親ゴコロ相談＠東京」）を
して相談 [問合せ] ▼ 都福祉保健局少子社会対
策部計画課子供・子育て施策推進担当
☎5320－4137　 ▼子育て支援総合セ
ンター☎5630－6351

7月は「青少年の非行・被害防止全国
協調月間」です
青少年の非行・被害防止

非行により検挙される青少年の数は減少傾向
にありますが、薬物犯罪や特殊詐欺に加担して検
挙される青少年の数や、スマートフォン等の利用
に伴う犯罪の被害児童数は増加傾向にあります。
また、女子高校生などが接客サービスを提供する
「JKビジネス」等で被害に遭うなど、青少年の性
被害も深刻な状況にあります。周りの方も、青少
年の非行・被害に十分注意しましょう。
[相談先] ▼本所警察署☎5637－0110　 ▼向島
警察署☎3616－0110[問合せ]地域教育支援課
地域教育支援担当☎5608－6503

ご存じですか
特別児童扶養手当

20歳未満で心身に中度以上の障害のある児童
を養育している方は、特別児童扶養手当を受給で
きる可能性があります。所得制限等がありますの
で、対象となる方や請求方法等の詳細は、お問い
合わせください。既に手当を受給されている方は、
8月初旬に所得状況届(現況届)をお送りします
ので、8月中にご提出ください。
[手当額（月額）]障害の程度が ▼重度の児童＝5
万2200円　 ▼中度の児童＝3万4770円 [提出
先・問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成
係☎5608－6376

あっせんしています
生ごみ処理容器の購入

区では、家庭から出る生ごみの減量とリサイク
ルの推進を目的に、「生ごみ処理容器」(8種類）の
購入をあっせんしています。あっせん商品の一覧
表と一部の商品は、すみだ清掃事務所分室（東向
島5－9－11）でご覧になれるほか、あっせん商
品の一覧表は、区ホームぺージでも閲覧できます。
[対象]区内在住の方 [申込み]随時、電話で、す
みだ清掃事務所分室☎3613－2229へ

▼マナーを守り、他人の迷惑に
なる行為は、おやめください。

▼交通規制は午後6時からです。
警察官や係員等の指示に従って
ください。

▼ガムテープやスプレー等を使
用して道路上に観覧場所を確保
することは、非常に危険ですので、
おやめください。

▼ごみは各自でお持ち帰りくだ
さい。

▼小型無人飛行機（ドローン等）
を飛行させる行為は危険ですの
で、おやめください。

▼不審物や不審者を発見したら、
手を触れたり近づいたりせずに、
直ちに警察官または警備員に連
絡してください。
［問合せ］隅田川花火大会実行委
員会事務局（文化芸術振興課内）
☎5608－6180

コード

誰もが働きやすい職場へ
女性活躍推進・働き方改革
アドバイザー派遣事業

女性の活躍推進や働き方改革、ワーク・ライフ・
バランスの推進に取り組んでいる、またはこれか
ら取り組もうとしている区内の中小企業等を対
象に、社会保険労務士をアドバイザーとして派遣
します。アドバイザーから助言を受けることで、
働く人の意欲向上、企業のイメージアップなどの
効果が期待できます。誰もが働きやすい職場づく
りに取り組んでみませんか。
[対象]常時雇用する労働者数が300人以下の区
内の中小企業等　＊審査あり [申込み]申込書
を直接または郵送で、〒130－8640人権同和・
男女共同参画課男女共同参画担当（区役所14階）
☎5608－6512へ　＊申込書は申込先で配布
しているほか、区ホームページからも
出力可（右のコードを読み取ることで
も接続可） コード

令和の時代も人権について考えましょう
新しい元号となり3か月が経とうとしてい
ます。令和の時代も、様々な人権について考
えていきましょう。今年度も、区内の小・中
学生が人権に関する様々な活動を行ってい
ます。協力することや感謝することの大切さ
を学び、思いやりの心を身に付ける「人権の
花運動」では、東吾嬬小学校・押上小学校・
八広小学校の児童が、みんなで力を合わせ各
小学校で花を育てています。また、豊かな人
権感覚を身に付けることを目的として、中川
小学校の児童たちが「人権メッセージ」を、
両国中学校・堅川中学校・錦糸中学校・吾

嬬第二中学校の生徒たちが「人権作文」を書
いています。なお、「人権メッセージ」と「人
権作文」の優秀作品は、発表会等で児童・生
徒たち自身が朗読する予定です。
今年は、5年に一度行っている「墨田区人権

に関する区民意識調査」を予定しています。
「墨田区人権啓発基本計画」（平成23年4月策
定）を改定するための基礎資料となりますので、
ご協力をお願いします。
［問合せ］人権同和・男女共同参画課人権同和
担当☎5608－6322

人 権 コ ラ ム 66

打ち水をしてみませんか
すみだ打ち水推進月間

区では、今年度の「すみだ打ち水推進月間」を7
月24日～9月6日とし、雨水や再利用水での打ち
水を推進します。期間中に限らず、ひしゃくやバ
ケツ、温度計を貸し出していますので、ぜひ、ご
利用ください。なお、用具の数には限りがありま
すので、利用したい方は事前に問合せ先へご連絡
ください。また、打ち水
の体験談や写真も募集
しています。詳細はお
問い合わせください。
[問合せ]環境保全課指
導調査担当☎5608－
6210

ご利用ください
チリダニの検査

夏は、アレルギー性疾患の原因になるといわれ
るチリダニが増えやすい季節です。区では、皆さ
んが持参した家のほこりの中にいるチリダニの
量を測定し、効果的な改善方法について助言する
チリダニの検査を実施しています。ほこりの集め
方など、詳細はお問い合わせください。
[対象]区内在住の方 [費用]無料 [問合せ]生活衛
生課生活環境係☎5608－6939

墨田区環境キャラクター
「地球くん」

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）
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健康
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仕事
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文化・
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税金
 トンベイ保国・

区政
その他

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ぽけっと
（区主催以外）

2019年（令和元年）7月21日



広告 毎月お昼の落語会 8/27(火)14時～江戸東京博物館小ホール 木戸銭2000円　三遊亭遊馬☎090－6542－1647
☎ ＝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

暮
ら

し
すずかけ交流サロン「今の学校 
これからの学校〝聞いてみよう 
子ども・先生・保護者・地域と
のこと〞」

8月23日(金)午後2時～4時 すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

定先着20人　費無料　申事前に講座名・住所・氏名・年齢・電話番
号を、直接または電話、ファクス、Eメールで、すみだ女性センター
☎5608－1771・ 5608－1770・ JOSEICENT@city.sumida.
lg.jpへ

健
康
・
福
祉

ローズティーの会(同愛認知症
家族会)

7月26日(金)午後1時～3時 同愛記念ホーム(横網
2－1－11)

内参加者同士の悩みの共有・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、認知症や介護に関心がある方　定先着
10人　費無料　申事前に同愛高齢者支援総合センター(亀沢2－23－
7塚越ビル1階)☎3624－6541へ

歌は元気の源「げんき会」〝みん
なで歌おう！童謡・抒

じょじょうか
情歌〞

7月31日(水)午後1時半～
3時半

立花ゆうゆう館(立花
6－8－1－102)

対区内在住在勤で60歳以上の方　定先着30人　費150円　申事前に
電話で立花ゆうゆう館☎3613－3911へ

涼み処
どころ
「神田珈琲」 8月1日～30日の毎週木・金

曜日午前10時～午後3時半
内折り紙、歌など　＊8月1日は熱中症についての講話あり　費50円
(コーヒー代)　申期間中、直接会場へ　問立花ゆうゆう館☎3613－
3911

男性介護者教室ケアMENすみだ
「高齢者虐待と成年後見制度〝高
齢者の生活と尊厳を守るために〞」

8月1日(木)午後1時半～3
時半

なりひらホーム(業平
5－6－2)

内講話、意見交換・座談会　対区内在住の男性　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　問高齢者福祉課相談係☎5608－6174

ふくの会(なりひら認知症家族
会)

8月3日(土)午後1時半～3
時半

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

食品衛生街頭相談 8月7日(水)午前10時～午
後2時

区役所1階アトリウム 内相談コーナー、手洗い実習、食品衛生クイズ・アンケート　費無料　
申当日直接会場へ　問生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

第25回体力測定(ストレッチ・
握力・上体起こし・反復横跳び
など)

8月18日 (日 )午前
10時半～11時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

対高校生以上　定先着15人　費240円(利用料)　持運動着、室内用
の運動靴、飲物　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　＊新規利用者は測定後に初回講習会あり

体感型コミュニケーション講座 8月21日(水)午後1時半～
3時半

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

【講師】野原秀樹氏(MANY ABILITIES 代表取締役)　対おおむね55歳
以上の方　定先着60人　費無料　申事前に電話で、てーねん・どすこ
い倶楽部事務局☎5631－2577へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午
前10時～午後4時　問高齢者福祉課支援係☎5608－6168

依存症状でお困りの方のための
相談「ファミリーメンタル相談」

8月21日(水)午後　＊時間
の詳細は申込先へ

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内家族関係等の悩みについて専門医に相談する　対区内在住の方　
費無料　申事前に電話で向島保健センター☎3611－6193へ

こころの病をもつ方の家族会〝家
族同士で情報交換しませんか〞

8月22日(木)午後1時半～
3時半

内日頃の悩みについての話合いや情報交換　対区内在住で、こころの
病をもつ方の家族　定先着20人　費無料　申事前に電話で向島保健
センター☎3611－6193へ

聞いて納得！進めよう飲食店等
の受動喫煙対策！「東京都受動
喫煙防止条例の説明会」

8月22日(木)午後2時～3
時半

区役所会議室131(13
階)

内都職員から、飲食店等の受動喫煙対策に関する制度等について学ぶ　
定先着200人　費無料　申事前に住所・氏名・電話番号・店舗名を、
電話またはファクス、Eメールで保健計画課健康推進担当☎5608－
8514・ 5608－6405・ HOKENKEIKAKU＠city.sumida.lg.jp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)

9月13日～11月29日の毎週
金曜日午前10時～11時半

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

内筋力アップ運動、栄養バランスや口
こうくう
腔ケアの講義　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　
申事前に各高齢者支援総合センターへ　＊受け付けは8月21日まで　
問高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

子
育

て
・
教
育

夏休みに体験しませんか「こど
も教室」

7月23日 (火 )～8月31日
(土)　＊詳細は申込先へ

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内将棋教室、チアダンス、HIPHOP、カンフー等　対小学生　費各教室
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

区の世帯と人口（7月1日現在）

世帯 15万2908（＋　58）
人口 27万3898（＋　66）
男 13万5580（－　　4） ＊住民基本台帳による

女 13万8318（＋　70） ＊（　）内は前月比

意見書の提出ができます
押上・業平橋駅周辺地区地
区計画の変更（原案）の閲覧
（意見書提出）・説明会

交通広場～桜橋通りの新たな歩行者空間を確
保するため、「押上・業平橋駅周辺地区地区計画」
の変更原案をまとめました。この原案の閲覧・意
見書提出ができます。また、説明会を開催します。
■原案の閲覧・意見書提出
[閲覧期間]8月1日(木)～15日(木)　＊土・日
曜日、祝日を除く [閲覧場所]都市計画課(区役
所9階）[意見書提出の対象者]地区内在住の方、
原案に利害関係がある方 [意見書提出の方法]ご
意見（A4用紙1枚程度で書式自由）と、住所・氏
名（団体名）・電話番号を、直接または郵送、ファ
クス、Ｅメールで8月22日（必着）までに、問合せ
先へ [原案の閲覧・意見書提出に関する問合せ]
〒130－8640都市計画課都市計画・開発調整
担当（区役所9階）☎5608－6265・℻  5608－
6409・ TOSHIKEIKAKU@city.sumida.lg.jp

意見書の提出ができます
東京における都市計画道路の
在り方に関する基本方針（案）

都と特別区および26市2町が協働で策定した
「東京における都市計画道路の在り方に関する基
本方針（案）」をご覧になれるほか、ご意見やご提
案を提出することができます。
[基本方針(案)の閲覧場所]都市計画課（区役所9
階）など　＊区ホームページや都ホームページで
も閲覧可 [ご意見の提出方法]ご意見(書式自由)
を、直接または郵送、ファクス、Eメールで8月12
日(必着)までに、都都市整備局都市基盤部街路計

■原案についての説明会
[説明会の開催日時／開催場所] ▼ 8月2日(金)午
後7時～8時　 ▼8月4日(日)午前11時～正午／
すみだ女性センター（押上2－12－7－111）　＊両
日とも同一内容 [申込み]当日直接会場へ [ 説明
会に関する問合せ ]拠点整備課拠点整備担当
☎5608－6262

画課(〒163－8001新宿区西新宿2－8－1）☎5388－
3379・℻  5388－1354・ S0000179＠section.
metro.tokyo.jpへ [問合せ] ▼都都市整備局都市
基盤部街路計画課街路計画調整担当☎5388－
3379　 ▼都市計画課都市計画・開発調整担当
☎5608－6265

7月21日（日）は
参議院議員
選挙の投票日
[問合せ］選挙管理委員会
事務局☎5608－6320

忘れずに投票しましょう

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
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食中毒予防　お刺身を 買ったらすぐに 冷蔵庫へ　［問合せ］生活衛生課食品衛生係☎5608－6943お知らせ

　　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

子
育
て
・
教
育

夏のおたのしみ会 7月27日(土)午後2時～3時 立花図書館 (立花6－
8－1－101)

内絵本の読み聞かせ、ブックトーク、手遊びなど　対小学生以下の子
どもとその保護者　定先着50人　費無料　申当日直接会場へ　問立
花図書館☎3618－2620

ママのゆったりタイム 8月1日(木 )、9月5日(木 )
午前10時～11時15分
＊保育の受け付けは午前9
時半～9時45分

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内子育ての悩みなどについて語り合う　対区内在住の乳幼児の母親　
定各日先着10人　費無料　申事前に向島保健センター☎3611－
6193へ　＊事前申込みによる未就学児の一時保育あり

小さな博物館「ＮＴＴドコモ歴
史展示スクエア」の夏休み子ど
も教室

8月1日(木）～3日(土)の ▼午
前の部＝午前10時～正午　

▼午後の部＝午後2時～4時

NTTドコモ歴史展示スク
エア(横網1－9－2NTT
ドコモ墨田ビル1階)

内技術工作、携帯電話の使用マナーの学習等　対小学生　定各先着
10人　費無料　申7月23日午前10時からNTTドコモ歴史展示スクエ
ア☎6658－3535へ

小さな博物館の夏休み子ども教
室「活版印刷で夏の絵ハガキを
作ろう」

8月2日(金)午後2時～3時 名刺と紙製品の博物館
〝SAKURA TERRACE〞
(立川3－1－7株式会
社山櫻墨田支店3階)

対小学校3年生～6年生　＊親子での参加も可　定先着10人　費500
円(材料費込み)　申事前に電話で、名刺と紙製品の博物館☎5625－
0630へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前10時～午後5時

日曜お子様水泳教室「クロール
教室」(全3回)

8月3日(土)・11日(祝 )・
18日(日)午前10時～10時
50分

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対バタ足で泳ぐことができる小学生　定先着15人　費 3240円
申事前に両国屋内プール☎5610－0050へ　＊詳細は、問い合わせる
か、両国屋内プールのホームページを参照

みんなでランチ＆親子コンサー
ト

8月3日(土) ▼ コンサート
＝午前11時～午後0時10分　

▼ランチ＝午後0時半～

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

対妊娠中の方、未就学児とその保護者　定先着80人　費 ▼ 大人＝
800円　 ▼未就学児＝500円　＊食事が不要な子どもは無料　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

夏休み企画 理科実験教室 8月3日(土)・4日(日)午後
1時～3時

内／対／定 ▼ 8月3日＝見えない生物〝微生物〞の力を知ろう／小学校
4年生～6年生／先着18人　＊保護者の同伴可　 ▼8月4日＝葉脈標
本を使ったしおり作り／小学校3年生～中学生／先着12人　費無料
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

管理栄養士が伝える「子供達に
伝えたい食事の基本」

8月6日(火)午前10時～11時 みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

対小学生とその保護者　定先着10組　費500円　申7月22日午前9
時から、みどりコミュニティセンター☎5600－5811へ

夏休みすみだ環境プログラム 申希望回・プログラム名(複数申し込む場合は優先順位も)、住所、参
加者と保護者の氏名・年齢、電話番号、食物アレルギーの有無・アレ
ルゲン名（第7回のみ）を、はがきで7月30日（必着）までに〒130－
8640環境保全課環境管理担当☎5608－6207へ　＊抽選結果は8月6
日頃に通知　＊申込みは1人(組)1通のみ

▼第7回「科学の力でもこも
こスイーツ作り〝二酸化炭
素の力でクッキング〞」

8月11日(祝)午後2時～4
時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内フェイクスイーツのキーホルダーとホットケーキを作る　対区内
在住在学で小学生以上の子どもとその保護者　＊2人1組　定16組32
人(抽選)　費1組1000円　持かかとのある室内履き(子どものみ)、
エプロン、ハンドタオル、三角巾

▼第8回「雨水を使ってこけ
玉を作ろう」

8月16日(金)午後1時半～
3時半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

対区内在住在学の小学校3年生以上　定20人（抽選）　費400円(材料
費)　持こけ玉を持ち帰る袋　＊汚れても構わない服装で参加

▼第9回「見上げてみよう、す
みだの星空。夏のスター
ウォッチング」

8月17日(土)午後6時半～
8時

対区内在住在学で小学生以上の子どもとその保護者　＊2人1組
定80組160人(抽選)　費無料　持双眼鏡(お持ちの方のみ)

エコ・キッズ探検隊「エコをテー
マに様々な工作物を作ろう」

8月12日(振休)午前10時～
正午

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

対小学校低学年以下の子どもとその保護者　定先着10組　費無料　
申7月22日午前9時から、みどりコミュニティセンター☎5600－
5811へ

紙芝居を楽しもう会 8月12日(振休)午後2時～
4時

対小学校低学年以下の子どもとその保護者　定先着15組　費無料　
申7月22日午前9時から、みどりコミュニティセンター☎5600－
5811へ

新ものづくり創出拠点「IDO」の
夏休みワークショップ

8月18日(日)午後2時～5時 新ものづくり創出拠点
「IDO」(東駒形1－15－
12)

内オリジナルのスツール (子ども用の背もたれのない椅子 )作り
対小学生　＊小学校3年生以下は保護者の同伴が必要　定先着12人　
費3600円　申事前に氏名・年齢・電話番号を、Eメールで新ものづく
り創出拠点「IDO」 yunayuna.0716@gmail.comへ　問産業振興課
産業振興担当☎5608－1437

知ればワクワク！すみだの仕事
見学ツアー

8月20日(火)午前9時～午
後0時半

すみだ女性センター(押
上2－12－7－111)　
＊見学先へは往復バス
で移動

【講師】水野順子氏(キャリアカウンセラー)　対小学校4年生～中学生
の子どもとその保護者　定先着20人　費50円(保険料)　申事前に講
座名・住所・参加者全員の氏名・電話番号・子どもの学年を、直接ま
たは電話、Eメールで、すみだ女性センター☎5608－1771・
SUZUKAKEKOUZA@city.sumida.lg.jpへ　＊受け付けは8月13日まで

わくわく！夏休みキッズコンサー
ト

8月21日(水) ▼ 1回目＝午
前11時～　 ▼2回目＝午後
2時～　＊いずれも開場は
30分前

すみだ女性セ
ンター(押上
2－12－7－
111)

【出演】新日本フィルハーモニー交響楽団員ほか　対 ▼ 1回目＝未就学
児とその保護者　 ▼2回目＝小学生以上　定各回先着150人　費無料　
申7月22日午前9時から、代表者の氏名・電話番号、大人の人数、子ど
もの人数・年齢を、電話または Eメールで、すみだ女性センター
☎5608－1771・ KIDSCON2019@city.sumida.lg.jpへ

3Ｄプリンタ教室「〝デジタル〞と
〝ものづくり〞」(全2回)

8月21日 (水 )・28日 (水 )
午後3時～5時

東駒形コミュニティ会
館(東駒形4－14－1）　
＊8月28日は集合後、浜
野製作所（八広4－36－
21）へ移動

対小学校3年生～中学生　定先着10人程度　＊保護者の同伴可
費 2000円(材料費)　＊別途、交通費( ▼小学生＝300円　 ▼中学生
＝600円)が必要　持MacOS10以降またはWindows7以降のノー
トパソコン　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　＊申込時に注意事項等の説明あり

いざというときの赤ちゃんの栄
養支援〝国際保健のスタンダード
に学ぶ〞

8月25日(日)午後2時～3
時半

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

定先着30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、ファクス、Eメールで、すみだ女性センター☎5608－
1771・ 5608－1770・ SUZUKAKEKOUZA@city.sumida.lg.jpへ

こけ玉

＝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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  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
☎ ＝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

夏休み伝統工芸体験教室(から
くり屏

びょうぶ
風作り・江戸木目込人形

作り・江戸文字・桐
きり
工芸)

8月26日(月 )午前10時～
正午

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

対小学生以上　＊保護者も参加可　定各教室先着20人　＊桐工芸体
験のみ先着10人　費無料　申7月21日午前9時から電話で、すみだ産
業会館☎3635－4351へ

0歳からきける親子コンサート 8月31日 ( 土 ) 午前10時
半～11時20分

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内クラシックや子どもがよく知っている曲の鑑賞　定先着120人
費1000円　＊小学生以下は無料　申事前に八広地域プラザ☎6657－
0471へ　＊受け付けは午前9時～午後8時(8月19日を除く)　＊空き
があれば当日会場でも申込可

ぜん息児水泳教室(全10回) 10月2日～12月11日の水
曜日午後4時～6時　＊10
月23日を除く

両国屋内プール(横網
1－8－1)　＊会場で、
ぜん息の治療等につい
て専門医師に相談可

対区内在住で、ぜん息等の症状がある小・中学生　定40人(抽選)　
費無料　申主治医と相談のうえ、参加申込書を直接または郵送で8月
16日午後5時(必着)までに、〒130－8640保健計画課保健計画担当
(区役所5階)☎5608－6190へ　＊参加申込書は、申込先および各保
健センターで配布

仕
事
・
産
業

働く女性が知っておきたい、老
後と医療のお金

7月30日(火)午後7時～8時 すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

内資産形成・資産運用を学ぶ　対区内在住で働いている女性　定先
着20人　費無料　申 7月21日午前9時から電話で、すみだ産業会館
☎3635－4351へ

育休パパ・ママの職場復帰セミ
ナー

9月20日(金)午後1時半～
3時半

亀戸文化センター第1
研修室(江東区亀戸2－
19－1カメリアプラザ
5階)

対育児休業中の方・育児休業を取得予定の方やその配偶者　定20人
(抽選)　費無料　申電話で8月29日までに東京都労働相談情報セン
ター亀戸事務所☎3682－6321へ　＊TOKYOはたらくネットのホー
ムページからも申込可、一時保育等の詳細も同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)

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

今夏こそ苦手克服！「プールプ
ライベートレッスン」

8月31日 (土 )まで　＊1
レッスン30分

両国屋内プール(横網
1－8－1)

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　＊詳細は申込先へ

区民納涼民踊大会 8月1日(木 )～3日(土 )の
午後5時半～8時

東京スカイツリータウ
ン®1階ソラマチひろ
ば(押上1－1－2)

費無料　申期間中、直接会場へ　問スポーツ振興課スポーツ振興担当
☎5608－6312

日曜水泳教室「バタフライマス
ター教室」(全3回)

8月3日(土)・11日(祝 )・
18日(日)午前11時～11時
50分

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対16歳以上　定先着10人　費 3240円　申事前に両国屋内プール
☎5610－0050へ　＊詳細は両国屋内プールのホームページを参照

区総合体育館公開講座「からだ
をゆるめ、痛みを予防するトレー
ニング法」

8月7日(水)午後7時～9時半 区総合体育館(錦糸4－
15－1)

定先着30人　費500円　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8月4日まで

空襲体験画ギャラリートーク「空
襲体験を話す、書く、描く」

8月10日(土)午後1時～3時 すみだ郷土文化資料館
(向島2－3－5)

内東京空襲体験画の展示コーナーで空襲体験者が自らの体験を語る 
定先着40人　費100円(入館料)　＊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　
申事前に電話で、すみだ郷土文化資料館☎5619－7034へ

区民体育祭「サッカー大会」 8月25日～10月27日の日
曜日午前8時～午後6時(10
月は午後4時まで)　＊9月
15日・22日、10月13日を
除く

荒川四ツ木橋緑地球技
場(墨田四丁目地先)

対スポーツ保険等に加入している区内在住在勤の方で構成するチーム　
＊日本サッカー協会審判員有資格者がいること　費1チーム7000円　
＊8月3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)で行う代表者会議で支払　申7月22日～30日の午前9時～午後5時
に電話でスポーツ振興課スポーツ振興担当☎5608－6312へ　問墨
田区サッカー協会社会人部長　貝柾 悠☎080－2040－1307

区民体育祭「ソフトテニス大会」 ▼ 中学生の部＝8月25日
(日 ) 午前9時 ～ 午後6時　
＊雨天の場合は9月1日(日)　

▼一般の部＝9月8日(日)
午前9時～午後6時　＊雨天
の場合は9月15日 ( 日 )
＊いずれも受け付けは午前
8時10分～

錦糸公園テニスコート
(錦糸4－15－1)ほか

種／費 ▼中学生の部(男子・女子)／1組1000円　 ▼一般の部(男子
A・B、壮年男子65歳以上、一般女子)／1組3000円(高校生は1組
2000円)　対区内在住在勤在学の方　持テニスシューズ、テニスウェ
ア 申種別、ペアの住所・氏名・性別・年齢(学年)・電話番号を、電
話またははがき、ファクスで ▼中学生の部＝8月1日～13日(必着)ま
でに　 ▼一般の部＝8月1日～27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

区民体育祭「バドミントン大会」 ▼男子シングルス・女子ダ
ブルス＝9月8日(日)午前9
時半～午後7時　 ▼男子ダ
ブルス・女子シングルス＝
9月16日(祝)午前9時半～
午後6時　＊いずれも受け
付けは午前8時50分～

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

種シングルス、ダブルス　＊いずれも男女1部～4部、壮年45歳以上の
部　＊ダブルスのみ60歳以上の部あり　対区内在住在勤在学の方　
費1人1500円(シャトル代込み)　申種別・住所・氏名・年齢(学年)・
電話番号・ファクス番号を、7月22日～8月12日に ▼Ｅメール＝墨田区
バドミントン連盟事務局 sumida.bado@gmail.comへ　 ▼電話＝
問合せ先へ　問墨田区バドミントン連盟　茂山美夏☎080－4675－
9729　＊8月22日(木)午後6時から区総合体育館で組合せ会議を開催

音訳者養成講座(初級・全8回) 9月11日～11月6日の水曜
日午後1時半～3時半(10月
2日を除く)

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

対講座修了後、音訳者として活動できる方　定20人(選考)　＊課題
提出あり(詳細は申込先へ)　費無料　申8月9日までに、ひきふね図
書館☎5655－2350へ

区民体育祭「空手道大会」 9月29日(日)午前9時半～
午後6時　＊受け付けは午
前9時～

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

種組手(幼年、小学生、中学生、一般、有段)、形(幼年、小学生、中学生、
一般、マスターズ40歳以上)　費3000円　申種別・住所・氏名・年齢
(学年)・性別・電話番号・ファクス番号を、はがきまたはファクスで8
月1日～31日(必着)に墨田区空手道連盟事務局　東 剛司(〒130－
0003横川5－10－1－612)☎090－2670－3613・ 3623－8948
へ

区民体育祭「陸上競技大会」 10月13日(日)午前9時40
分～午後4時　＊受け付け
は午前9時～

台東リバーサイドス
ポーツセンター陸上競
技場 (台東区今戸1－
1－10)

種問い合せるか、区ホームページを参照　対区内在住在勤在学の方　
費 ▼一般＝600円　 ▼高校生＝400円　 ▼小・中学生＝300円　申8
月1日～30日の午前9時～午後5時に費用を持って直接、スポーツ振興
課スポーツ振興担当(区役所14階)☎5608－6312へ　＊小学生の申
込みには保護者の印鑑が必要　問墨田区陸上競技協会　曽根貞一
☎3873－4426　＊問合せの受け付けは午後6時～9時

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
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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

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

暮
ら
し

高齢者向け優良賃貸住宅「セイ
カガーデニアガーデン(石原2－
8－11)」空き家待機者の募集

【間取り】1K＋S(32.11㎡)～1DK＋S(42.31㎡)　【家賃
補助(最大4万円)を受けた場合の入居者負担月額】5万
7000円～8万5000円　＊別途、共益費(月額1万8000
円)・敷金(2か月分)が必要　対区内に1年以上居住し、次
の全ての要件を満たす方 ▼単身世帯(60歳以上の方)また
は2人世帯(60歳以上の方と、その配偶者か60歳以上の親
族)　 ▼月額所得が48万7000円以下　＊ほかにも要件あ
り

【募集案内と申込用紙の配布場所】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　＊区ホームページからも出力可　申随時、申
込用紙を直接または郵送で三幸ハウス株式会社(〒156－0041
世田谷区大原1－27－4)☎5452－0214へ　＊空き家が発生次
第、順次入居予定(募集住宅ごとの希望者が複数の場合は、あっ
せん順位を抽選で決定)　問住宅課公営住宅担当☎5608－
6214

すみだ自然環境サポー
ターの募集

内区内の公園や河川敷で生きもの調査や自然環境保全活
動を行う　【活動回数】年15回程度　＊希望日のみの参加
も可　対区内在住在勤在学の中学生以上

費無料　申随時、環境保全課緑化推進担当 (区役所12階 )
☎5608－6208へ

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

すみだまつり・こどもまつり出
演者の募集

【ところ】区総合体育館(錦糸4－15－1)内ステージ、錦糸
公園(錦糸4－15－1)内 野外ステージ、楽天地ビル(江東
橋4－27－14)ステージ、アルカキット(錦糸2－2－1)前
ステージ

費無料　申8月5日までに、すみだまつり実行委員会事務局(区
役所14階文化芸術振興課内)☎5608－6181へ

▼芸能大会・野外芸能大会 【とき】10月5日(土)・6日(日)　対出演者の半数が区内
在住在勤在学の方で構成された団体・グループ

定70組程度(抽選)　＊演目は、踊り、民謡、合唱等で、1組の出
演時間は7分まで

▼ステージ司会者(ボランティ
ア)

【とき】10月5日(土)・6日(日)　対司会経験者 定若干名

▼カラオケ大会 【とき】 ▼予選＝10月5日(土)　 ▼決勝＝10月6日
(日)　対区内在住在学在勤の方

定先着20人　＊出演の順番は抽選で決定

▼こどもカラオケ大会 【とき】10月5日(土)　対区内在住在学の小学生以下 定先着5人　＊出演の順番は抽選で決定

▼こどもまつりパレード 【とき】10月6日(日)午前9時半～10時半 【パレードのルート】業平小学校 (業平2－4－8)～錦糸公園
(錦糸4－15－1)　対区内在住の児童、子ども会等

〝希望の道を、つなごう。〞東京
2020オリンピック聖火ランナー
の募集(東京都聖火リレー実行
委員会募集分)

内令和2年7月10日(金)～24日(祝)に都内の一部区間を
走るランナーの募集　対次の全ての要件を満たす方 ▼平
成20年4月1日以前の生まれである　 ▼都にゆかりがある　
＊他にも要件あり(詳細は東京都聖火リレー実行委員会募
集特設サイトを参照)

申8月31日までに、東京都聖火リレー実行委員会募集特設サイ
トから申込み　＊応募用紙による申込みも可(オリンピック・パ
ラリンピック準備室、各出張所等で配布)　問 ▼東京都聖火ラン
ナー選考事務局☎6277－2459　 ▼オリンピック・パラリンピッ
ク準備室(区役所14階)☎5608－1445

イ
ベ
ン
ト

第66回墨田区文化祭 (展示部
門)出展作品の募集

【展示期間】11月1日(金)～3日(祝)　【展示場所】すみだ
リバーサイドホール1・2階(区役所に併設)　対区内在
住在勤在学の方　【注意事項】 ▼応募は全部門を通して
1人1点　 ▼応募作品(未発表のものに限る)には、題名・
氏名(雅号)・住所・電話番号等を裏面に記載　 ▼展示ス
ペースの関係上、申込期限前に募集を締め切る場合あり

▼展示部門入賞作品は、作品・作品名・作者名を区ホーム
ページおよびポスター等へ掲載予定　 ▼絵画・自由作品
へ応募する場合は、住所・氏名・電話番号・種別(絵画の
場合は号数も、自由作品の場合は大きさと審査希望の有無
も)を明記　＊各部門の申込みの詳細は、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・ BUNKASHINKOU@city.sumida.lg.jp

▼水墨画 申9月20日までに墨田区水墨画協会　末永重一☎3618－0861へ

▼俳句 申9月25日までに墨田区俳句連盟　秋山欣也☎3611－9333へ

▼写真 申10月4日までに問合せ先へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の
午前8時半～午後5時

▼陶芸 申10月10日までに墨田区陶芸連盟　加藤武平☎090－5569－
8365へ

▼花道 申10月21日までに墨田区花道茶道連盟　勝倉清泉☎3623－
4782へ

▼書道 申10月21日までに墨田区書道連盟 蕗野祐涯☎3611－8074へ

▼絵画・自由作品 【募集数】 ▼絵画＝60点　 ▼自由作品＝40点　申10月4日まで
直接または電話、Eメールで問合せ先へ

＝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

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

東京2020大会の競技を体験し
よ う！「 東京2020 Let’s 55 
with すみだ パラリンピック1
年前スペシャル」

8月24日(土 )午前10時～
午後5時

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

内東京2020パラリンピックの競技体験など　＊国技館が競技会場
となるボクシングのVR体験も実施　＊未成年者の競技体験には保護
者の同意が必要　費無料　申当日直接会場へ　＊一部事前申込みが
必要(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)　問オリンピック・パラリンピック準備室☎5608－1445

区
政
そ
の
他

介護保険事業運営協議会の傍聴 7月31日(水)午後2時～ 区役所会議室121(12
階)

定先着5人　費無料　申事前に介護保険課管理・計画担当(区役所4
階)☎5608－6924へ　＊協議会の議事録は後日、区民情報コーナー
(区役所1階)および区ホームページで閲覧可

町会・自治会向け情報発信応援
事業

内／定 ▼機関紙サポート＝町会等の機関紙をより魅力的な紙面にする
ための専門家による支援　＊講座修了後、個別相談会を数回実施(日程
は別途調整)／先着10団体　 ▼ SNS導入・運用サポート事前説明会＝
SNSの導入や運用を検討中の町会等に向けた支援についての事前説明会　
＊支援を希望する町会等の募集は別途実施　対区内の町会・自治会(1
団体3人まで)　費無料　申事前に希望事業名、町会・自治会名、参加者
全員の氏名を、電話またはファクス、Eメールで地域活動推進課地域活
動推進担当☎5608－3661・ 5608－6934・ KATSUDOSUISHIN@
city.sumida.lg.jpへ　＊受け付けは7月31日まで

▼機関紙サポート 8月8日(木)午後7時～ 区役所会議室82(8階)

▼ SNS導入・運用サポート事
前説明会

8月10日(土)午後2時～ 区役所会議室31（3階)

ぽ
け
っ
と

初級簿記講習会(全20回) 9月2日～10月23日の月・
水・金曜日午後6時～8時　
＊祝日を除く

向島法人会館（東向島
2－8－5）

定25人(抽選)　費1万2000円(テキスト代込み)　＊会員の方は1万
円　申講習会名・住所・氏名・電話番号・勤務先の名称を、ファクス
で向島法人会事務局☎3612－5515・ 3616－3536へ

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
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