
子どもたちの健やかな成長のために
妊産婦の喫煙防止・受動喫
煙防止対策

妊産婦の喫煙は、低出生体重児の出産や早産の
リスクが高まる上、子どもの発達にも影響すると
言われています。妊娠中および出産後は禁煙しま
しょう。なお、ご家庭の換気扇の下やベランダで喫
煙しても、受動喫煙を防ぐことはできません。大切
な家族のために家の中やベランダ等での喫煙はや
めましょう。家族と一緒に禁煙に取り組むと効果が
最も期待できます。区では、妊産婦やその家族の禁
煙を支援しています。詳細はお問い合わせください。
[問合せ]保健計画課健康推進担当☎5608  －8514

月額負担上限額を改定しました
心身障害者医療費助成制度障

「後期高齢者の医療の確保に関する法律」（高確
法）の改正に伴い、心身障害者医療費助成制度障
の対象となる一部の方の外来にかかる月額負担
上限額が変更されました。詳細はお問い合わせく
ださい。
[対象]住民税課税の方で負担者番号80136070
の受給者証をお持ちの方　＊住民税非課税の方
（負担者番号80137078の受給者証をお持ちの
方）は変更なし [変更後の月額負担上限額]1万
8000円　＊変更前は1万4000円 [問合せ]障害
者福祉課障害者給付係☎5608－6163

毎月1日号の8面に掲載しています
「私の好きな すみだ」写真募集！
［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテー
マに区内で撮影した写真と、作品名・撮影場
所・コーナー名・住所・氏名・電話番号を、
直接または郵送、Eメールで、〒130－8640
広報広聴担当（区役所6階）☎5608－6223・
OSHIRASE@city.sumida.

lg.jpへ ＊詳細は問い合わせるか、
区ホームページを参照（右のコー
ドを読み取ることでも接続可） コード

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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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

宅地建物取引士による無料相談
（不動産取引一般）

8月2日（金）午後1時～3時　
＊原則、毎週金曜日に開催
（8月16日を除く）

すみだ区民相談室（区
役所1階）

申当日直接会場へ　＊正午から整理券を配布　問 ▼すみだ区民相談室
☎5608－1616　 ▼東京都宅地建物取引業協会墨田区支部☎3622－
1221

大人のためのおはなし会(朗読)
「小泉八雲　怪談」

8月23日（金）午後７時～8時 東駒形コミュニティ会
館(東駒形4－14－1)

対中学生以上　定先着30人程度　費無料　申事前に東駒形コミュニ
ティ会館☎3623－1141へ

墨田清掃工場夏休み見学会 8月24日（土）午前9時半～
午後3時　＊自由見学の受
け付けは午後2時半まで

墨田清掃工場（東墨田
１－10－23）　＊車で
の来場は不可

内ガイド付見学(集合時間は ▼午前9時40分　 ▼午前11時　 ▼午後0
時20分　 ▼午後2時）　＊自由見学も可　費無料　申当日直接会場へ　
＊未就学児は保護者の同伴が必要　問墨田清掃工場☎3613－5311

歌謡教室（全5回） 9月5日～10月3日の毎週
木曜日午後2時～4時

社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

対区内在住在勤の方　定先着190人　費無料　申当日直接会場へ　
問社会福祉会館☎3619－1051　＊1回のみの参加も可

健
康
・
福
祉

みどりコミュニティカフェ
8月のテーマ「折り紙教室と花体
操」

8月9日（金）午前10時半～
正午

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　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

「すみだハート・ライン21事業」
「ミニサポート事業」説明会

8月20日（火）午前10時～
11時半、8月21日（水）午後
2時～3時半

▼8月20日=地域福祉
プラットフォーム キラ
キラ茶家（京島3－49－
18） ▼8月21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）

対地域活動に関心があり、協力会員・協力員として家事援助などの活
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 ▼ 8月20日＝先着10人　 ▼8月21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・協力員への登録方法の詳細は申込先へ

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〞第2回」

8月20日（火）午後1時半～2
時半

介護老人保健施設ベ
レール向島(東向島2－
36－11)

対 区内在住在勤の方　＊前回未受講者も参加可　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（ベレール
向島内）☎6657－2731へ

むこうじまセミナー「考えてみ
よう！相続、遺言、成年後見制度」

8月22日（木）午後1時半～
3時

対区内在住の方　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（べレール向島内）☎3618－6541へ

身体障害者向け「ピラティス教
室」（全4回）

9月4日～25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8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

高齢者パワートレーニング教室
「器具を使わずに筋力アップ！」 
(各会場全12回)

▼第1会場＝9月5日～11月
21日の毎週木曜日午後1時
半～2時半　 ▼第2会場＝9
月6日～11月22日の毎週金
曜日午後2時～3時

▼第1会場＝みどりコ
ミュニティセンター（緑
3－7－3）　 ▼第2会場
＝立花四丁目集会所
（立花4－8－10）

内器具を使わない筋力アップ運動　＊運動強度は強め　対区内在住の
65歳以上で、医師から運動を制限されていない本教室未受講者　＊他
にも要件あり　定各会場25人（抽選）　費無料　持 ▼第2会場＝バス
タオルまたはヨガマット　申8月16日までに高齢者福祉課地域支援係
（区役所4階）☎5608－6178へ

区民フォーラム2019「墨田区の
災害医療」

9月7日（土）午後2時～4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）

【テーマ／講師】 ▼第1部＝兵庫県明石花火大会歩道橋事故(集団災害)
について／中尾博之氏（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科災害医療
マネジメント学講座教授）　 ▼第2部＝花火大会等の大きなイベントの
リスクマネジメントについて／南部友孝氏（墨田区文化芸術振興課 課長）　
定先着100人　費無料　申当日直接会場へ　問 ▼墨田区医師会事務
局☎3611－0068　 ▼保健計画課保健計画担当☎5608－6189

すみだテイクテン教室「運動と
食の健康習慣づくりに！」（各会
場全8回）

9月10日～12月24日の火
曜日午後2時～

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内運動強度が弱めのやさしい体操、栄養についての講話　＊各回90分
程度　対区内在住の65歳以上で、医師から運動を制限されていない本
教室未受講者　＊他にも要件あり　定各会場25人（抽選）　費無料　
申8月21日までに高齢者福祉課地域支援係（区役所4階）☎5608－
6178へ　＊1人1会場のみ申込可　＊日程等の詳細は申込先へ

9月11日～12月18日の水
曜日午後1時20分～

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

9月13日～12月20日の金
曜日午後2時～

すみだ女性センター(押
上2－12－7－111）

障がい者水泳教室（各クラス全3
回／1日のみの参加も可）

9月15日～29日の毎週日曜
日 ▼午前9時～午前9時50
分　 ▼午前10時～午前10
時50分

両国屋内プール(横網
1－8－1)　＊プール
の水深は90cm

対区内在住在勤在学で ▼午前9時～＝愛の手帳（療育手帳）または精神
障害者保健福祉手帳をお持ちの方　 ▼午前10時～＝身体障害者手帳を
お持ちの方　定各クラス先着10人　費無料　持名前入りの水泳帽　
申8月1日午前9時から教室名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、手
帳の種類・番号、障がいの程度、付添いの有無を、直接または電話、ファ
クスで両国屋内プール☎5610－0050・℻  5610－0054へ　＊窓口受
け付けを優先（申込用紙に記入）

＝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）
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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

健
康
・
福
祉

認知症サポーターステップアッ
プ教室（全6回）

▼ 9月25日、10月30日、
11月27日、12月11日いず
れも水曜日午後1時半～3
時　 ▼10月21日（月）～25
日（金）のうち1日（2時間程
度）　 ▼ 11月20日（水）ま
たは11月21日（木）の午後
2時～4時

区役所会議室122・
123（12階）　ほか

内区内の施設や認知症カフェでの体験などを通じて、ボランティアと
して活動するために必要な知識を学ぶ　対認知症サポーター養成講座
を修了した区内在住在勤の方で、原則全日程参加でき、教室修了後ボラ
ンティアとして活躍するためのステップアップをめざす方　定先着20
人　費無料　申事前に電話で高齢者福祉課地域支援係☎5608－
6502へ　＊受け付けは9月11日まで　＊日程等の詳細は申込先へ

子
育
て
・
教
育

夏休み親子で運動しませんか「親
子フィットネス」

8月16日(金 )午前10時～
11時

スポーツプラザ梅若（墨
田1－4－4）

対おおむね3歳～小学校3年生の子どもとその保護者　定先着30組　
＊1組3人まで　費1組500円　持室内用の運動靴、タオル、蓋つきの
飲物　＊動きやすい服装で参加　申事前にスポーツプラザ梅若☎
5630－8880へ

夏のこうさく会「スライム作り」 8月17日（土）午後1時半～4時　
＊午後1時から整理券を配布

緑図書館（緑2－24－5）対5歳～小学生　＊未就学児は保護者の同伴が必要　定先着100人　
費無料　申当日直接会場へ　問緑図書館☎3631－4621

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）、参加者と同
伴者の氏名・年齢、住所、電話番号を、はがきで8月8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15
日頃に通知　＊申込みは1人(組)1通のみ

▼第10回「舟に乗って海洋プ
ラスチックの問題について
考えてみよう！」

8月20日（火）午前9時～
正午　＊10分前に集合

【集合場所】吾妻橋船
着場

内東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場建設地を水
辺から見学する　対区内在住在学の小学生以上　＊小学生は保護者の
同伴が必要　定20組40人(抽選）　費無料　持帽子、飲物　＊ぬれて
も構わない服装で参加

▼第11回「雨の恵みで草木染め
〝オリジナルハンカチを作ろう〞」

8月21日(水)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)　持玉ねぎの皮（お持ちの方のみ）　＊汚れても構わない服装で参加

▼第12回「ごみの最終処分場
を見に行こう！〝中央防波
堤埋立処分場見学〞」

8月22日（木）午後0時50分～
4時　＊区役所1階アトリウ
ムに10分前に集合

中央防波堤埋立処分場　
＊往復バスで移動

対区内在住在学の小学生以上の子どもとその保護者（2人1組）　定12
組24人（抽選）　費無料　＊動きやすい服装で参加

夏休み工作教室「マル
チラックをつくろう！」

8月24日（土）午後1時～3時 社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

対区内在住在学の小学生とその保護者　定先着16組　費無料　申8
月1日午前10時から社会福祉会館☎3619－1051へ　＊受け付けは8
月16日までの午前9時～午後5時（土・日曜日、振替休日を除く）

すみだ自然観察会「池辺の生き
もの観察」

8月24日（土）午後1時半～3
時半　＊雨天中止

大横川親水公園万華池
（石原4－13地先）

対区内在住の小学生以下　＊小学校3年生以下は保護者の同伴が必要　
定先着20人　費無料　持昆虫網・虫かご（お持ちの方のみ）、飲物、帽
子、タオル　＊汚れても構わない靴で参加　申8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

親グループ「ing」（全4回） 9月6日・20日、10月4日・
18日いずれも金曜日午前9
時半～11時半

子育て支援総合セン
ター（京島1－35－9－
103）

内子育ての悩み等を語り合う　対区内在住の6か月～1歳6か月の子ど
もがいる母親で、原則全日程参加できる方　定先着12人　＊初参加者
を優先　費無料　申8月1日午前9時から電話で子育て支援総合セン
ター☎5630－6351へ　＊子どもは別室で保育

仕
事
・
産
業

同期・仲間づくりプログラム「区
内企業若手および女性社員のた
めのネットワーキングセミナー」

8月23日(金)、令和2年1月
24日（金）午後3時～7時

▼8月23日＝コトモノ
ミチ at TOKYO（業平
4－7－1－1階）　 ▼2
年1月24日＝ガレージ
スミダ（八広4－36－
21）

対区内在勤でおおむね35歳までの方　＊35歳以下の求職者も可　
定各日先着20人　費無料　持筆記用具　申事前に会社名・氏名・
年齢・性別・メールアドレス・希望日を、Eメールで、スミダデヒト
デ増殖プロジェクト事務局 sumida_hitode@haizai.jpへ　＊E
メールの件名は「ネットワーキングセミナー申込み」　問経営支援課
経営支援担当☎5608－6185

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

第49回納涼の夕べ 8月3日（土）・4日（日）午後
4時半～8時半

旧安田庭園（横網1－
12－1）

内野
のだて
点（茶席）三席、生け花の展示、箏

こと
・尺八の演奏、俳句の指導・展示、

模擬店、観光コーナー等　費無料　申当日直接会場へ　問 ▼墨田区観
光協会☎5608－6951　 ▼観光課観光担当☎5608－6500

東京2020公認プログラム「オリ
ンピック・パラリンピックに向
けてロシア語の基礎を学ぼう！」
（全2回）

8月24日（土）午後2時～3時
半、8月27日（火）午後7時～
8時半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－7)

対区内在住在勤在学でロシア語を学びたい方　定15人(抽選）　費1000
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
8月10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

区民体育祭「ソフトボール大会」 8月25日～11月17日の毎
週日曜日午前8時～午後4時

東墨田一丁目運動広場
（東墨田1－10）

種男子A・B、女子　対区内在住在勤の方で構成する一般社会人チー
ム　費１チーム1000円　＊8月24日（土）午後6時半から東墨田会
館（東墨田2－12－9）で実施する代表者会議で支払（受け付けは午
後6時～）　申8月23日までに電話で墨田区ソフトボール連盟事務局　
林 祐一☎090－5757－3703へ

史跡めぐり「弘福寺の歴史を探
る」

8月30日（金）午前9時半～
正午

【集合場所】区役所1階
アトリウム　＊バスで
移動　＊すみだ郷土文
化資料館(向島2－3－
5)で解散

内弘福寺に関係する区内寺社や企画展「黄檗（OBAKU）牛頭山弘福寺
の絵画と墨

ぼくせき
蹟」の見学　＊歩きやすい服装で参加　対都内在住在勤の

方　定20人（抽選）　費50円（保険料）　申催し名・住所・参加希望者
全員の氏名・年齢・電話番号を、往復はがきで8月13日（必着）までに、
〒130－8640地域教育支援課文化財担当「史跡めぐり」係☎5608－
6310へ　＊1通につき2人まで申込可（重複申込不可）

第193回すみだ文化講座「知っ
ておきたい図書館の使い方〝認知
症の人が図書館を上手に使うた
めに〞」

9月7日（土）午後2時～4時 ひきふね図書館（京島
1－36－5）

【講師】竹原 敦氏(湘南医療大学准教授）　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、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　＊手話通訳を希望する場
合は、8月16日までに申込先へ

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

広告 お孫さまへの贈り物に選ばれてます。人気急上昇中の国産ヒノキ製歯固め「おしゃぶりスマホ」で検索を!　mukumoku　 mukumoku.jp
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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

区民体育祭「バレーボール大会」 9月8日・15日・22日、10
月13日いずれも日曜日午前
9時～午後9時

区総合体育
館（錦糸4－
15－1）

種男女別6・9人制、家庭婦人、混合6人制、中学生女子6人制　対区内
在住在勤在学の方で構成するチーム　費1チーム7000円　＊混合6人
制は1チーム3000円　申電話で8月14日までにスポーツ振興課スポー
ツ振興担当☎5608－6312へ　＊8月27日(火)午後7時から東京東信
用金庫両国本部9階（両国4－35－9）で行う代表者会議への出席が必要

ミックスダブルステニス大会 9月16日(祝)午前8時～午
後8時半　＊雨天の場合は9
月23日(祝)に延期

錦糸公園テニスコート
（錦糸4－15－1）

対区内在住在勤在学で年齢の合計が70歳以上の男女ペア　＊区民大会
シード選手を除く　定先着50組　費1組2500円　申ペアの住所・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9月1
日(必着)までに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

シャーロック・ホームズ講演会「翻
訳家　日暮雅通氏によるシャー
ロック・ホームズの楽しみ方」

9月18日（水）午後7時～8
時半

ひきふね図書館（京島
1－36－5）

定先着40人　費無料　申事前に講演会名・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

区民体育祭「ゴルフ大会」 9月26日（木）午前8時～午
後4時

京葉カントリー倶楽部
（千葉県千葉市若葉区
多部田町802）

種男女別スクラッチの部・アンダーハンディキャップの部　＊女子の
参加者が8人未満の場合は男女混合で実施　対区内在住在勤在学の方　
費1万8000円程度（参加費・プレー費）　申種別・ハンディキャップ・
住所・氏名・年齢・性別・電話番号を、はがきで8月7日～9月4日（必着）
に墨田区ゴルフ連盟事務局(〒130－0012太平1－17－6・株式会社
タキナミ内)☎3622－4141へ　＊詳細は墨田区ゴルフ連盟のホーム
ページを参照

区民体育祭「柔道大会」 9月29日（日）午前8時半～午
後6時

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

種 ▼小学生＝1年生～3年生の男女（学年別）、4年生～6年生の男子（学
年別）、3年生～6年生の女子（中学年・高学年別）　 ▼中学生＝男子(学
年別）　 ▼高校生＝男子有段者の1・2年生　 ▼一般＝男子無段者(高
校生を含む）、男子有段者(高校3年生を含む）、女子無段者（中学生以上）、
女子有段者(高校生以上）　 ▼小学生団体戦＝1チーム3人　対区内在
住在勤在学でスポーツ安全保険等に加入している三段までの方　費1
人1000円　申種別・住所・氏名・年齢(学生は学年も）・電話番号を、
直接またははがき、ファクス、Eメールで、8月15日(必着)までに墨田
区柔道連盟事務局　石留靖之（〒136－0071江東区亀戸6－17－4）
☎・℻  3683－7080・ isidome@d5.dion.ne.jpへ

イ
ベ
ン
ト

福祉施設自主生産品展示会〝発
注して応援ください！私たちの
仕事を紹介します〞

8月8日（木）午前11時～午
後4時、8月9日（金）午前10
時～午後4時

区役所1階アトリウム 内区内福祉施設が行う ▼軽作業　 ▼自主生産品の製造販売　 ▼施設
外作業　に関するパネル・商品の展示　費無料　申当日直接会場へ　
問すみだふれあいセンター☎5600－2001・℻  5600－2097

飯塚まもるとザ・マーモルズ昭
和を歌うⅤ

8月18日 (日 ) 午後4時～　
＊開場は午後3時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

定先着100人　費 ▼前売り券＝2500円　 ▼当日券＝3000円　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

川を歩こう（旧中川コース） 10月12日（土）午前9時半～
午後0時半　＊雨天時は中
止の場合あり　＊都営新宿
線東大島駅前（小松川口）に
午前9時半に集合

荒川ロックゲート（江
戸川区小松川一丁目地
先）～亀戸中央公園（江
東区亀戸9－37地先）

定100人（抽選）　費無料　申催し名、参加者全員の氏名（ふりがな）・
年齢、代表者の住所・電話番号・メールアドレス（お持ちの方のみ）を、
往復はがきで8月16日（消印有効）までに、〒163－8001東京都建設局
河川部計画課環境計画担当☎5320－5425へ　＊1枚につき5人まで
申込可　＊都ホームページからも申込可　＊抽選結果は8月26日頃に
返信　問都市整備課都市整備・河川担当☎5608－6294　＊詳細は
都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

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

暮
ら
し

都営住宅（ポイント方式と抽選方
式）入居者の募集

【募集案内等と申込用紙の配布期間／配布場所】8月9日（金）
まで／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8時半か
ら／最終日は午後5時まで）

申申込用紙を郵送で8月15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または渋谷郵便局へ　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☎3498－8894　＊詳細は募集案内を参照（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）

「動物たちの写真展」
作品の募集

【写真展の日程／会場】9月17日（火）～24日（火）／区役所1
階アトリウム　＊期間中、会場および区ホームページで人
気投票を実施　【応募写真の条件】動物が写っている四つ
切り程度の写真、同程度の用紙に印刷したもの、または電
子データ（3MB以下でJPEG方式）

申写真と写真のタイトル・住所・氏名・電話番号を、直接また
は郵送、Eメールで8月30日（必着）までに、〒130－8640生活
衛生課生活環境係（区役所5階）☎5608－6939・ OUBO@
city.sumida.lg.jpへ　＊写真は原則、返却不可　＊応募写真は、
他の事業や区の広報活動等に使用する場合あり

仕
事
・
産
業

すみだ保育園（墨田4－22－4－
101）指定管理者の募集

内施設の管理・運営など　【指定期間】令和3年4月1日～8
年3月31日（5年間）

申応募書類等を直接、8月30日午後5時までに子育て支援課子育
て計画担当（区役所4階）☎5608－6084へ　＊詳細は区ホーム
ページから出力できる募集要項を参照

横川コミュニティ会館(横川5－
9－1)指定管理者の募集

内施設の維持管理、放課後児童健全育成事業（学童クラブ
事業）を含む児童室事業と図書室事業等の運営　【指定期
間】令和2年4月1日～7年3月31日（5年間）　＊8月9日（金）

▼募集説明会＝午前10時～／区役所会議室121（12階）　

▼現地視察会＝午後1時半～　を開催（参加申込書をファク
スまたはEメールで8月7日までに問合せ先へ）

申8月30日午後5時までに直接、問合せ先へ　問地域活動推進課
地域活動推進担当(区役所14階)☎5608－6200・℻  5608－
6934・ KATSUDOSUISHIN@city.sumida.lg.jp　＊詳細は、
区ホームページから出力できる募集要項を参照

すみだトリフォニーホール(錦糸
1－2－3)指定管理者の募集

内施設の維持管理、音楽事業の実施など　【指定期間】令
和3年4月1日～8年3月31日（5年間）　【質問の受け付け期
限】8月26日（月）まで（所定の様式を問合せ先へ）　＊募集
説明会を8月20日（火）午後1時半から、現地で開催

申9月6日午後5時までに直接、問合せ先へ　＊募集要項、要求
水準書、提出書類等の詳細は、区ホームページを参照　問文化
芸術振興課文化芸術・国際担当（区役所14階）☎5608－6212

＝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 食中毒予防　細菌をつけず、増やさず、やっつけよう！　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943  
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