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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

「住まいのネズミと害虫」出張相
談所を開きます

9月4日(水)午後2時～3時 社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

内ネズミの住みにくい環境づくりや、毒餌とワナの使い方などにつ
いて学ぶ　対区内在住の方　費無料　申当日直接会場へ　問生活
衛生課生活環境係☎5608－69399月12日 (木 )午後2時～

3時
シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4)

9月19日 (木 )午後2時～
3時

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3）

9月27日 (金 )午後2時～
3時

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

町会・自治会広報活動PR展〝ま
ちの話題で心がほっこり！わが
まち通信局〞

9月6日(金)～12日(木)の
午前8時半～午後5時　＊最
終日は午後4時まで

区役所1階アトリウム 内町会・自治会の会報や広報誌などのパネル展示　費無料　申期間中、
直接会場へ　問地域活動推進課まなび担当☎5608－6202

たのしく学ぶデジタルカメラ教
室（全3回）

9月12日～26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16人　費無料　持デジタルカメラ、取扱
説明書　申 9月2日午前10時から電話で社会福祉会館☎3619－1051
へ　＊受け付けは9月11日までの午前9時～午後5時(土・日曜日を除く）

第3回相続講演会「いつかは発生
する遺産相続問題！考えてみま
せんか？〝知って得する！？相
続・遺言・現場の声と法改正〞」

9月26日(木)午後6時半～
8時

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

内相続の基本と最新の相続事情等について学ぶ　対フレンズすみだ会
員と同居の家族、区内在住の方　定先着35人　費無料　申事前に墨
田区勤労者福祉サービスセンター(押上2－12－7－215)☎3626－
3723へ　問経営支援課経営支援担当☎5608－6184

第2回フラワーアレンジメント
教室「ハーバリウム」

9月29日（日）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　申事前に八広地域プラザ
☎6657－0471へ　＊受け付けは9月27日までの午前9時～午後8時　
＊汚れても構わない服装で参加

健
康
・
福
祉

ダイエットプログラム体験(超
音波の体脂肪厚測定2か所付き）

9月2日(月)～30日(月)の
午前9時～午後9時のうち
60分　＊土・日曜日、祝日
を除く

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内トレーニングと食事コントロールで無理なく続けられる6週間ダイ
エットの１回体験　対 18歳以上の方　費 1080円　申事前に、スポー
ツプラザ梅若☎5630－8880へ　＊内容等の詳細は申込先へ

長寿の集い 9月8日(日)午後1時半～3
時45分　＊受け付けは午後
0時半～

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内歌唱指導、マジックショーなど　対区内在住で60歳以上の方　＊付
添いの方の参加も可　定先着100人　費無料　申当日直接会場へ　
問すみだ福祉保健センター☎5608－3721

「すみだハート・ライン21事業」
「ミニサポート事業」説明会

9月13日（金）午後6時半～8
時、9月17日（火）・25日（水）
午前10時～11時半

▼9月13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)　 ▼9月17
日＝地域福祉プラット
フォーム ガランドー
ル(石原4－11－12）　

▼9月25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、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 ▼ 9月17日＝先着10人　 ▼ その他＝各日先着
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

敬老の日 いきいきスペシャルコ
ンサート

9月15日(日)午前11時～ いきいきプラザ(文花
1－32－2)

内ポップス系の歌手などによるコンサート　費無料　申当日直接会場
へ　問いきいきプラザ☎3618－0961

むこうじま家族会 9月17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)

内薬剤師を交え、参加者同士で情報交換や交流を行う　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) 9月17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

ハーバリウム講座 9月19日(木 )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60歳以上の方　定 15人(抽選）　費 1000円　持エプロ
ン、はさみ　申 9月9日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－
3721へ

弁護士による権利擁護法律相談 9月19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

ストレッチ教室
（各部全10回）

9月20日～12月6日の金曜
日 ▼第1部＝午後6時半～7
時半　 ▼第2部＝午後7時
45分～8時45分　＊11月1
日・22日を除く

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対 20歳以上の方　定各部先着20人　費各部5000円　申事前に八
広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは9月15日までの午前
9時～午後8時

イキイキ声出し健康朗読講座（全
4回）

9月24日～10月15日の毎
週火曜日午前10時～正午

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内健康維持を目的とした発声や体操　対 おおむね65歳以上の方　
定先着30人　費 2000円　申事前に、みどりコミュニティセンター
☎5600－5811へ

健康体力づくり教室（からだいき
いき体操、ゆるやかヨガなど全8
コース・各コース全8回）

9月28日(土)～11月22日
(金)　＊各コース日程の詳
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　定各コース70人（抽選）　費各コース2550円　申 9
月9日までに、スポーツプラザ梅若☎5630－8880へ　＊詳細は問い
合わせるか、申込先のホームページを参照

「墨田区高齢者筋力向上トレーニ
ング教室(マシントレーニング)」
(各コース全6回)

▼火曜日コース＝10月1日～
11月5日の毎週火曜日　 ▼金
曜日コース＝10月4日～11
月8日の毎週金曜日　＊いず
れも午後1時～2時45分

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

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　＊ほかにも要件あり　定各コース12人(抽選)　費無料　申電
話で9月11日までに、セントラルスポーツ株式会社健康サポート部
☎5543－1888へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前10時～午後6
時　問高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

＝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

点訳(点字)講習会「基礎からパ
ソコン点訳まで」(全20回)

10月1日～令和2年3月10日
の火曜日午後6時半～8時半　
＊10月22日、12月24日・
31日、2年2月11日を除く

すみだボランティア
センター(東向島2－
17－14)

内点字の基礎やパソコン点訳について学ぶ　対講習会修了後、区内で
障害者福祉のために点訳ボランティア等の活動をする意志がある方　
定先着30人　費5000円(教材費等)　申事前に電話で、すみだボラン
ティアセンター☎3612－2940へ

高齢者ゆうゆう元気体操
教室（後期）「ストレッチ
で心も体も元気アップ」
（各部全10回）

10月2日～令和2年3月4日
の第1・第3水曜日 ▼1部＝
午前9時45分～10時45分　

▼ 2部＝午前11時～正午　
＊2年1月1日を除く

梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内)

内 ▼ 1部＝やさしいコース　 ▼2部＝しっかりコース　＊いずれかを
選択　対区内在住の60歳以上で医師から運動を制限されていない方　
定各部15人（抽選）　＊初参加の方を優先　費無料　申 9月3日～7日
の午前9時～午後5時に梅若ゆうゆう館☎5630－8630へ

こころの病がある方の家族のた
めの連続講座(全3回)

10月3日(木) ・8日(火)・ 
31日(木)午前10時～正午

本所保健センター(東
駒形1－6－4)

【テーマ】 ▼10月3日＝こころの病と治療の話　 ▼10月8日＝知っておき
たい生活を支える福祉制度　 ▼10月31日＝家族の対応〝しない方がよい
こと・してもよいこと〞　対区内在住在勤でこころの病がある方とその
家族　＊10月3日・8日は家族以外の方も参加可　定先着30人　費無
料　申9月3日午前8時半から本所保健センター☎3622－9137へ

身体障害者向け「体力アップ体
操教室」(全3回)

10月8日・15日・29日い
ずれも火曜日午前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9月8
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

要介護状態にならないために「ら
くらく水中ウォーク教室」(全12回)

10月21日～令和2年1月
27日の月曜日午後1時半～
3時　＊11月4日、12月30
日、2年1月13日を除く 　

スポーツクラブルネ
サンス曳舟(京島1－
46－2)

内温水プールでのウォーキングやバランス運動　対介護保険の要介護
認定で要支援1・2と認定された方、基本チェックリストで事業対象者
と判定された方　＊ほかにも要件あり　定先着10人　費 4800円
申 9月2日～27日に各高齢者支援総合センターへ　問高齢者福祉課地
域支援係☎5608－6178

子
育
て
・
教
育

キッズYouTuber体験講座 9月28日(土 ) ▼ 午前10時
半～11時半　 ▼午後1時～
2時　 ▼午後2時半～3時半

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

内人気の動画制作を体験する　対小学生とその保護者　定各先着15
組　費無料　持スマートフォン　申 9月1日午前9時から電話で、すみ
だ産業会館☎3635－4351へ

講座「子育てママの、わたしの時
間」(全3回)

▼ 10月4日(金)午後2時～
4時　 ▼ 10月21日 (月 )・ 
30日 (水 )午後1時半～3
時半

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

内 ▼ 10月4日＝子育てママの「自分のこころの癒し方」講座　 ▼10月
21日＝子育てママのバランスボール講座　 ▼10月30日＝子育てママ
のカラーコーディネート講座　対区内在住で幼稚園等入園前の子ども
がいる母親　定先着20人　＊全日程参加できる方を優先　費無料　
申 9月2日午前9時から講座名・住所・氏名・日中連絡がとれる電話番
号・一時保育希望の有無(有の場合は、9月20日までに子の氏名・年齢・
性別も)を、電話またはEメールで、すみだ女性センター☎5608－
1771・ SUZUKAKEKOUZA@city.sumida.lg.jpへ　＊一時保育
(定員制)の対象は6か月～幼稚園等入園前

仕
事
・
産
業

食品の新表示移行まであと半年
です！「新表示ラストスパート
講習会」

9月17日（火）
午後2時～4時
＊受け付けは
午後1時半～

区 役 所 会 議 室 131
（13階）

対食品表示を作成する方　定先着100人　費無料　申事前に店舗の名
称・所在地・電話番号、参加人数を、電話またはEメールで生活衛生課
食品衛生係☎5608－6943・ SEIKATUEISEI＠city.sumida.lg.jpへ　
＊個別相談もあり（詳細は、区ホームページを参照）

若年者就活セミナー「自己分析の
方法や面接対策等について学ぶ」

9月25日(水)午後2時～3
時半　＊受け付けは午後1
時半～

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

対おおむね35歳未満で正社員としての就職を希望する方　定先着50
人　費無料　持筆記用具　申事前に、ハローワーク墨田(江東橋2－
19－12)☎5669－8609へ　＊電話での申込み・問合せの際は、音
声案内の「44＃」を選択　問経営支援課経営支援担当☎5608－6185

人材育成セミナー(全3回) 10月8日(火)、令和2年1月
21日(火)、3月13日(金)午
後2時～6時半

区役所会議室122(12
階)ほか

対区内に事業所がある企業の入社3年程度の若手社員(原則として全
日程参加できる方)　定先着10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「人材育成セミナー」　問経営支援課経営支援担
当☎5608－6185

すみだ創業支援ネットワーク事
業「ひがしん創業塾」(全7回)

10月9日・16日・26日、
11月6日・16日・20日・
30日の原則 ▼水曜日＝午
後6時半～8時半　 ▼土曜
日＝午前10時～午後5時　
＊詳細は問合せ先へ

東京東信用金庫ひが
しんみどりビル(両国
4－31－16)

内創業に必要な基礎知識と事業計画書等について学ぶ　対創業を希
望する方、創業5年未満の方　定先着20人　費無料　持筆記用具　
申事前に、ひがしん創業塾のホームページから申込み　問 ▼東京東信
用金庫お客様サポート部中小企業応援センター☎3633－2445　 ▼経
営支援課経営支援担当☎5608－6185

女性再就職支援セミナーinすみ
だ〝私らしいライフキャリアを作
る！「仕事を探す前に準備する
こと」〞

10月11日（金） ▼セミナー
＝午前10時～正午　 ▼個別
相談会＝午後0時15分～1
時45分(1人30分)

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

対就職活動中またはこれから働きたいと考えている女性　定 ▼ セミ
ナー＝先着50人　 ▼個別相談会＝先着12人　費無料　申 9月2日午
前9時から電話で東京しごとセンター女性しごと応援テラス☎5211－
2855へ　＊申込先のホームページからも申込可　＊セミナーのみ、事
前申込みによる1歳～就学前の子どもの一時保育あり(定員制・受け付
けは9月26日まで)　問すみだ女性センター☎5608－1771

東京都子育て支援員研修「地域
子育て支援コース」「放課後児童
コース」（第2期）

11月～令和2年1月　＊コー
スにより異なるため、詳細
は募集要項を参照

LEC水道橋本校（千代
田区神田三崎町2－2－
15）、LEC新宿エルタ
ワー本校（新宿区西新
宿1－6－1新宿エルタ
ワー18階）

対区内在住在勤で、子育て支援員として就業する意欲がある方など　
費無料　申申込書を郵送で9月18日（必着）までに株式会社東京リー
ガルマインド（〒164－0001中野区中野4－11－10）☎5913－6225
へ　＊詳細は9月2日から子育て支援課（区役所4階）で配布する募集要
項を参照　問 ▼研修について＝株式会社東京リーガルマインド　 ▼申
込書の配布について＝子育て支援課子育て計画担当☎5608－6084

文
化
・
ス

ポ
ー
ツ

幼児水泳教室「水慣れ・水遊び
教室」(全3回)

9月11日～25日の毎週水
曜日午後3時～3時50分

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 4歳以上の子ども　定先着15人　費 3240円　申 9月1日午前9時
から両国屋内プール☎5610－0050へ　＊窓口での受け付けを優先

小学生水泳教室「クロール教室」
「平泳ぎ教室」（いずれも全3回）

9月15日～29日の毎週日
曜日午前11時10分～正午

対 ▼クロール教室＝バタ足で泳げる小学生　 ▼平泳ぎ教室＝クロール
で25ｍを泳ぐことができる小学生　定各教室先着10人　費各教室
3240円　申 9月1日午前9時から両国屋内プール☎5610－0050へ　
＊窓口での受け付けを優先

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

広告 毎月お昼の落語会　9/25(水)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
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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「クレー射撃大会」 9月16日（祝）午前9時～午
後4時半

成田射撃場（千葉県印
西市山田166）

種トラップの部、スキートの部　費1万円　持銃砲、装弾、猟銃所持許
可証、火薬類等譲受許可証　申電話で9月16日までに墨田区クレー射撃
連盟　森 庄太郎☎090－8770－6954へ　＊当日会場でも申込可

伝統芸の落語を
楽しむ 柳家寿伴
出演の第34回
「隅田川寄席」

9月21日(土)午後2時～3
時半

すみだ郷土文化資料館
（向島2－3－5）

対小学校4年生以上　定先着50人　費 400円（入館料込み）　＊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

トークサロン「見えそうで見え
ない　ガラスの向こう側」

9月25日(水)午後6時半～
7時半

立花図書館 (立花6－
8－1－101）

【講師】廣田達朗氏（廣田硝子株式会社代表取締役）　定先着20人　費無
料　申9月1日午前9時から立花図書館☎3618－2620へ

「すずかけひろば」登録団体によ
る舞台・展示発表と講演会「響
け未来へ　心育む音楽の世界」
(オペラ歌手の歌とお話)

9月28日 (土 )午後0時10
分～3時45分　＊講演会は
午後1時～2時

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

定 ▼講演会＝先着165人　費無料　申 ▼講演会＝9月2日から電話で、
すみだ女性センター☎5608－1771へ　＊講演会の手話通訳と1歳～
就学前の子どもの一時保育(定員制)を希望する場合は9月13日までに
申込先へ　 ▼舞台・展示発表＝当日直接会場へ　

区総合体育館公開講座「〝たくま
しいカラダを作る〞運動生理学入
門講座」

9月30日 (月 )午後7時～
9時

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

内マシントレーニングや自重トレーニングなど、運動生理学に基づく
正しい方法について基礎理論を学ぶ　対高校生以上　定先着30人　
費無料　申事前に住所・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9月27日まで

日本語ボランティア養成講座（全
7回）

10月1日（火）・8日（火）・
25日（金）・29日（火）、11
月5日（火）・19日（火）・26
日（火）午後6時45分～8時
45分

すみだリバーサイド
ホール1階会議室（区役
所に併設）

対区内在住在勤在学の20歳以上で、ボランティアとして外国の方に日本
語を教える熱意がある方　＊語学力は不問　定20人（書類選考）　費無
料　＊別途教材費が必要　申申込書を直接または郵送、Eメールで9月
13日（必着）までに〒130－8640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
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

たのしい運動教室（各教室全10
回～13回）

10月1日（火）～12月28日
（土）　＊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)

内 ▼大人クラス＝ヨガ・背骨コンディショニングなど全18教室　 ▼子
どもクラス＝カンフー・おやこ運動教室など全10教室　定各教室先
着10人～15人　費各教室1080円×回数　＊途中からの参加の場合
は1080円×残り回数　＊体験は1回1080円　申事前にスポーツプ
ラザ梅若☎5630－8880へ　＊内容や対象等の詳細は問い合わせる
か、申込先のホームページを参照

区民体育祭「ボウリング大会」 10月14日（祝）午前10時～
正午　＊受け付けは午前9
時～

アイビーボウル向島
（東向島3－13－10）

種男子の部、女子の部　費 2000円　持靴下　＊動きやすい服装で参
加　申住所・氏名・年齢（学生は学年も）・電話番号を、直接または電話、
ファクスで9月30日午後10時までにアイビーボウル向島☎3613－
8511・℻  3613－8355へ

区民体育祭「民踊大会」 10月27日 (日 )午前10時
半～午後4時半　＊受け付
けは午前9時～

曳舟文化センター（京
島1－38－11）

費 1曲（5分以内）3000円　申 ▼ 直接＝費用を持って9月10日午後6
時半～8時に二葉小学校（石原2－1－5）へ　 ▼電話・ファクス＝住
所・氏名・電話番号・曲目を、9月10日～13日に墨田区民踊連盟　
高橋 志津子☎・℻  3622－2816へ

区民体育祭「おかあさんバレー
ボール大会」

11月17日（日）・24日（日）
午前9時半～午後9時　＊受
け付けは午前9時～

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

種1部、2部　費1チーム3000円　申事前に電話でスポーツ振興課スポー
ツ振興担当☎5608－6312へ　＊受け付けは9月27日まで　＊詳細は墨田
区おかあさんバレーボール連盟のホームページを参照　＊代表者会議を10
月7日(月)午後7時から、すみだ女性センター（押上2－12－7－111）で開催

イ
ベ
ン
ト

墨田区・台東区連携事業「消え
たビンテージバスを追え！次郎
吉と思い出の場所」

9月1日 (日 )～11月30日
(土)

墨田区・台東区内各所 内墨田区・台東区内を謎を解きながら巡る　＊謎を解決した方の中か
ら抽選で賞品等を進呈　費無料　申期間中、直接参加冊子の配布場所
へ　＊参加冊子は両国観光案内所（横網1－3－20「 ‒両国‒江戸
NOREN」1階）、吾妻橋観光案内所（区役所2階）等で配布しているほか、
「タカラッシュ！」のホームページからも出力可　問 ▼株式会社メトロ
アドエージェンシー問合せ事務局☎0120－463－926　＊受け付け
は午前10時～午後5時　 ▼観光課観光担当☎5608－6500

区
政
そ
の
他

すみだタウンミーティング「〝つ
ながる場〞づくり　コミュニティ
プレイスの実践を通して」

9月28日 (土 )午後2時～
4時

区役所会議室121(12
階)

内地域活動の活性化について区長を交えて話し合う　定先着30
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　＊区ホーム
ページからも申込可(左のコードを読み取ることでも接続可)　＊受け
付けは9月20日まで　＊一時保育・手話通訳の申込みは9月9日まで

ぽ
け
っ
と

〝体の痛み・しびれ・その他の不
調への治療を希望する方へ〞は
り・灸

きゅう
無料奉仕治療

9月29日 (日 )～10月5日
(土)　＊実施治療院の各営
業時間

墨田区鍼灸師会会員の
治療院

対区内在住在勤の方 定100人(抽選) 費無料 申住所・氏名・年齢・
電話番号を、電話またははがき、Eメールで9月24日(必着)までに、墨田
区鍼灸師会会長　下條隆宏(〒131－0033向島3－42－8谷口ビル1階)
☎090－1694－7416・ sumida.shimojo@gmail.comへ

皮革手芸教室 10月～令和2年3月の毎週
火・土曜日午後1時～4時

東京鞄会館（台東区蔵
前4－16－3）

定▶火曜日クラス＝先着30人　▶土曜日クラス＝先着20人　費各クラス
月額4000円　＊材料費等は別途自己負担　申事前に電話で全国皮革振
興会☎3865－7457へ　＊全国皮革振興会のホームページからも申込可

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

仕
事
・

産
業

ひきふね図書館の
非常勤職員（調査
員）の募集

内ひきふね図書館（京島1－36－5）での司書業務および
区立中学校の学校図書館での学校司書業務　対司書・司
書補・司書教諭のいずれかの資格を有する方（資格取得
見込みの方も可）、または図書館勤務の経験のある方　【募
集数】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をまとめた作文（800字以内で書式自由）を、直
接または郵送で9月17日（必着）までに、ひきふね図書館（〒131－
0046京島1－36－5）☎5655－2350へ　＊詳細は問い合わせ
るか、墨田区立図書館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

＝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

コード

広告 遺言書の書き方教室(参加無料)9月8日10～12時 すみだリバーサイドホール1階会議室 遺言・相続のクライスグループ 予約☎03－5795－0935
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