
第
49
回こどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつり第
49
回こどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつりこどもまつり

第
44
回

☎ ＝電話  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

こどもまつりこどもまつり
10月5日（土）・6日（日）

錦糸公園ほか
（錦糸４－１５－１）

午前10時～午後5時

1

ステージショー

オープニングステージ

下町寄席

0/ 土

場所

場所

時間

時間

体育館ステージ (区総合体育館3階)

午後 0時半～1時半

午後2時45分～3時半

5

午前10時～
午後2時～

1回目
©やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

2回目

＊イベント内容は変更になる場合があります

時間

場所 観覧無料野外ステージ
(錦糸公園 テニスコート内 )

10月5日（土）・6日（日）

こどもまつりパレード 模擬店・物産展

こどもあそびコーナー

ステージショー

10/6 日

場所

場所

場所
時間

時間

時間

体育館ステージ
(区総合体育館3階 )

業平小学校～錦糸公園

ふれあい広場
(錦糸公園北側 )

こどもあそびコーナー(区総合体育館3階)、
わんぱく広場(錦糸公園野球場)ほか

午前9時半～

午前10時～午後5時

午前10時～午後4時

6 両日実施

第 代すみだ親善大使

当日の詳しい内容については、プログラムをご覧ください。プログラムは、9月26日（木）から文化芸術振興課 (区役所14階 )、各出張所等で
配布するほか、9月29日(日 )の新聞にも折り込まれます。[ 問合せ ]すみだまつり実行委員会事務局 (文化芸術振興課内 )☎5608－6181

観覧無料

時間

場所

午前11時半～
午後2時～

1回目

1回目
2回目

2回目

チェックするミン！
最新情報はここから

公式ＨＰ 公式ツイッター

体育館ステージ (区総合体育館3階)
野外ステージ
(錦糸公園 テニスコート内 )

©2019 テレビ朝日・東映AG・東映

午前10時～午後5時

冨田由維さん　神長倉 未稀さん　山田夏海さん

オープニングステージで認定式を行います。
1年間よろしくお願いします！
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◆2面以降の主な内容
2面 ･･････劣化した印鑑登録証（カード）　

の交換
3～4面 ･･･講座・教室・催し・募集

毎月 1日・11日・21日発行
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印鑑登録証をご確認ください
劣化した印鑑登録証(カー
ド)の交換

平成12年4月～20年9月に交付した印鑑登録
証（カード）の中には、年数の経過等で劣化し、破
損しやすくなっているものがあります。劣化した
印鑑登録証（カード）は、新しい印鑑登録証（カー
ド）と無料で交換しますので、受付窓口までお持
ちください。
[受付窓口]窓口課（区役所1階）、各出張所 [持ち
物]劣化した印鑑登録証（カード）、登録している
印鑑、写真付きの身分証明書（運転免許証等、官
公署が発行する有効期限内のもの）　＊代理人が
手続する場合は委任状が必要 [問合せ]窓口課住
民異動係☎5608－6102

結核についてもっと知りましょう
結核予防週間

9月24日～30日は「結核予防週間」です。結核
は、決して過去の病気ではありません。現在でも
全国で毎年約1万6000人以上、墨田区では平成
30年の1年間で50人以上の方が新たに結核と診
断されています。結核の主な症状は、咳

せき
や痰
たん
、発熱、

体重減少などです。結核の多くは薬を飲めば治り
ますが、早期の発見、早期の治療が大切です。上
記のような症状が2週間以上続くときは、早めに
医療機関を受診しましょう。また、症状がなくて
も、年に1回は胸部エックス線検査を含む健康診
断を受けましょう。
さらに、乳幼児は抵抗力が弱いため、感染す
ると重症になりやすく、命に関わることもあり
ます。結核を予防するため、1歳までにBCG予防
接種を受けましょう。
[問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191

日時・会場の変更にご注意ください
専門員による緑化相談

「緑と花の学習園」（文花2－12－17）では、毎
週土曜日に緑化相談を実施していますが、10月
の第1土曜日は「すみだまつり・こどもまつり」
の開催に合わせて、日時・会場を次のとおり変更
しますので、ご注意ください。
[変更後の日時]10月5日(土)・6日(日) ▼午前
10時～正午　 ▼午後1時～3時 [変更後の会場]
錦糸公園（錦糸4－15－1）[費用]無料 [申込み]
当日直接会場へ [問合せ]環境保全課緑化推進担
当☎5608－6208

世界一の交通安全都市TOKYOをめざして
秋の全国交通安全運動

9月30日まで、秋の全国交通安全運動を実施し
ています。今年は ▼子どもと高齢者の安全な通行
の確保　 ▼高齢運転者の交通事故防止　 ▼夕暮
れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故
防止　 ▼全ての座席のシートベルトとチャイル
ドシートの正しい着用の徹底　 ▼飲酒運転の根
絶　 ▼二輪車の交通事故防止　 ▼放置自転車・
放置二輪車の撲滅　に重点を置き、運動を展開し
ます。
また、9月30日は「交通事故死ゼロをめざす日」
です。これを機に交通ルールを守り、交通事故の
ない社会を築きましょう。
[問合せ] ▼ 土木管理課交通安全担当☎5608－
6203　 ▼本所警察署☎5637－0110　 ▼向島
警察署☎3616－0110

販売を開始します
すみだプレミアム付商品券

10月１日（火）から、購入引換券をお持ちの方を
対象に、すみだプレミアム付商品券を販売します。
住民税非課税の方は、購入引換券の交付申請が
必要です。対象と思われる方で購入引換券の交付
申請書がお手元に届かない場合は、墨田区プレミ
アム付商品券専用ダイヤルまでお問い合わせく
ださい。購入引換券は、8月までに交付申請した
方、および子育て世帯の世帯主の方には9月中に
送付する予定です。ただし、8月1日～9月30日に
生まれた子どものいる世帯主の方には、10月中
に送付する予定です。
[購入できる方] ▼住民税非課税の方＝平成31年1
月1日時点で墨田区に住民登録があり、平成31年
度の住民税均等割が課税されていないまたは免除
された方（課税者と生計同一の配偶者・扶養親族
および生活保護受給者等を除く）で、購入引換券
の交付申請を行い、要件を満たしていると認めら
れた方　 ▼子育て世帯の世帯主＝平成28年4月2
日～令和元年9月30日に生まれ、墨田区に住民登
録がある子の属する世帯の世帯主の方（購入引換
券の交付申請は不要）[すみだプレミアム付商品券
の内容]500円券×10枚で1セット4000円　＊最
大5セットまで、複数回に分けて購入可 [販売期
間]10月1日(火)～令和２年2月29日(土）の午前
9時～午後5時　＊土・日曜日、祝日、年末年始を
除く [販売場所] ▼ 区役所会議室21(2階)　＊11
月15日まで／11月18日以降の販売場所は、区ホー
ムページで公開予定　 ▼区内郵便局 [利用できる
店舗等]墨田区商店街振興組合連合会のホーム
ページを参照 [問合せ] ▼ 墨田区プレミアム付商
品券専用ダイヤル☎6667－6547　 ▼産業振興
課産業振興担当☎5608－6187　＊申請方法や
購入方法等の詳細は、区ホームページを参照

移転および名称の変更をします
土木事務所

錦糸土木事務所（錦糸4－17－3）は、建物の老
朽化に伴い、10月1日に「すみだ土木事務所」と
して八広六丁目に移転します。
[新所在地]八広6－35－1[新電話番号]☎5247－
7200[問合せ]道路公園課計画調整担当☎5608－
6291

区の世帯と人口（9月1日現在）

世帯 15万3275（+136）
人口 27万4321（+134）
男 13万5793（+  79） ＊住民基本台帳による

女 13万8528（+  55） ＊（　）内は前月比

障害のある方々の人権について考えよう
白
はくじょう
杖をついて歩いている方がいれば視覚

に障害のある方、車いすに乗っている方がい
れば歩行が困難な方だということは認識で
きると思います。しかし、障害のある方の中
でも内部障害のある方や、精神障害のある方
などは、外見からは障害のあることの認識が
困難です。そのため、このような障害のある
方が電車やバス等の優先席に座っているこ
とに対して、周囲の理解を得られにくいとい
うことがあります。
平成28年に施行された「障害者差別解消
法」では、「障害を理由とする差別の解消を推
進することにより、全ての国民が障害の有無
によって分け隔てられることなく、相互に人
格と個性を尊重し合いながら共生する社会
の実現をめざすこと」を目的とし、行政機関

や民間企業等の事業者に対しては、「障害を
理由とした不当な差別的取扱いの禁止」と「合
理的配慮」の提供を求めています。さらに、
平成30年には「東京都障害者への理解促進
及び差別解消の推進に関する条例」も施行さ
れました。
私たちは、外見から障害のあることが分か

る方も外見からは分からない方もいる、という
ことを理解する必要があります。人は皆、多様
で個性的であり、お互いの違いや困っている
ことを意識し、他者への思いやりを持つこと
が大事なのです。誰もが障害の有無に関わらず、
参画できる社会をめざし、まずは障害のある
方々の人権について考えてみましょう。
［問合せ］人権同和・男女共同参画課人権同和
担当☎5608－6322・℻  5608－6934

人 権 コ ラ ム 67

商工業融資をご利用ください
年末短期運転資金

区内中小企業の資金需要に応えるため、今年も
「年末短期運転資金」融資あっせんの受け付けを
10月１日(火)から開始します。詳細は、申込先
へお問い合わせください。
[融資限度額 ]300万円 [利率 ]2.0％　＊うち
1.5％は区が補助 [返済期間]1年以内　＊据置期
間（2か月以内）を含む [申込み]申込用紙と必要
書類を直接、10月１日～11月29日に経営支援
課経営支援担当（区役所14階）☎5608－6183へ　
＊申込用紙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

墨田区は好きですか
墨田区のシティプロモーショ
ンに関するアンケート

区では、シティプロモーション活動の一環で、
区への愛着等についてアンケートを行っています。
［アンケート期間］10月6日（日）まで［回答方法］
区ホームページの専用フォームから回
答　＊右のコードを読み取ることで
も専用フォームに接続可［問合せ］広
報広聴担当☎5608－6220

9月は東京都の自殺対策強化月間です
「気づいてください！
　　　　　　からだとこころの限界サイン」

東京都自殺相談ダイヤル
こころといのちのほっとライン
☎0570－087478
（午後2時～翌朝5時半／年中無休）

ＬＩＮＥでの相談は「相談ほっとＬＩＮＥ＠東京」
右のコードを読み取り、LINEで友達登録

コード

コード

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　☎0120－938－362（9:00～18:00）
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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ぽけっと
（区主催以外）
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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

空き家の相続や不動産のことで
お悩みの方へ「空き家・相続・
不動産　無料相談会」

9 月 26 日
（木）午後1
時～5時

すみだ産業会館（江東
橋3－9－10）

内不動産鑑定士や司法書士等に相談する　対不動産の所有者・相続予
定者　定先着10組　＊1人での参加も可　申事前に電話でNPO法人
日本地主家主協会☎3320－6281へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の
午前9時～午後5時半　問安全支援課空き家対策係☎5608－6520

東京都宅地建物取引業協会無料
不動産相談会

9月28日（土）午前10時～午
後4時

アルカキット錦糸町前
広場（JR錦糸町駅北口）

内宅地建物取引士・弁護士・税理士による不動産に関する無料相談
申当日直接会場へ　問 ▼ 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会墨
田区支部☎3622－1221　 ▼住宅課計画担当☎5608－6215

花育講座「ペット
ボトルの花の寄せ
植え作り」講習会

10月11日（金）午前10時～
正午

緑と花の学習園（文花
2－12－17）

対区内在住在勤の方　定先着10人　費無料　持エプロン、薄手の
手袋、花苗を持ち帰るためのビニール袋　申 9月24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

カラオケサークル発表会「楽しく、
明るく、ご一緒に！」

9月26日（木）午後0時半～4
時

立花ゆうゆう館（立花
6－8－1－102）

対区内在住在勤の方　定先着120人　費無料　申当日直接会
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「お口のケア〝健康長寿のため
に〞」

10月3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、
教室名・希望日・住所・氏名・年齢を、電話またはファクスで、うめ
わか高齢者支援総合センター☎5630－6541・℻  3614－9160へ　
問高齢者福祉課相談係☎5608－6174・℻  5608－6404

背骨コンディショニング〝腰痛・
肩こり等でお悩みの方〞

10月3日～31日の毎週木曜
日午後2時～3時

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対 18歳以上の方　定先着13人　費体験1回1100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

ふくの会（なりひら認知症家族
会）

10月5日（土）午後1時半～3
時半

なりひらホーム(業平
5－6－2)

内悩みの共有、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

高齢者初心者向け「パッチワー
ク教室」（全4回）

10月9日～30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）

内ミニバッグを作る　対区内在住で60歳以上の方　定 16人(抽選）　
費 2300円　持マチ針6本、はさみ、針、2Bの鉛筆、定規　申 9月27日
までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

みどり認知症サポーターフォロー
アップ講座 第1回「〝人〞として
の高齢者・認知症を考える」

10月12日（土）午後2時～3
時半

オウトピアみどり苑（緑
2－5－12）

対認知症サポーター養成講座を修了した方　定先着20人程度　費無
料　申事前に、みどり高齢者支援総合センター（オウトピアみどり苑内）
☎5625－6541へ

食生活講習会「食事をおいしく！
バランスよく！賢く減塩しよう」

10月16日（水）午後1時半～
3時

本所保健センター（東
駒形1－6－4）

内減塩のコツや減塩レシピについて学ぶ　＊試食あり　対区内在住
在勤の方　定先着25人　費無料　申 9月24日午前8時半から電話で
本所保健センター☎3622－9137へ

介護予防のための「尿もれ予防
講演会」〝骨盤底筋体操・排

はいせつ
泄リ

ハケア体操やってみましょう！〞

10月18日（金）午後2時～4
時　＊受け付けは午後1時
半～

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）

対区内在住の65歳以上で本講演会未受講者　＊現在、尿もれ治療中の
方は不可　定先着100人　持筆記用具　申 9月24日午前9時から高齢
者福祉課地域支援係（区役所4階）☎5608－6178へ

はじめてのピラティス教室（全6
回）

10月18日～11月22日の毎
週金曜日午後3時半～4時半

八広地域プラザ（八広
4－35－17）

対 16歳以上の方　定先着20人　費 1回500円×回数　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　＊空
きがあれば当日会場でも申込可　＊動きやすい服装で参加

〝毎年チェックをしましょう〞介
護予防のための「高齢者体力測
定会」（握力、開眼片足立ち、立ち
上がりテスト等5種目）

▼第１会場＝10月24日（木）
午後1時半～4時半　＊受け
付けは午後1時～　 ▼第2会
場＝10月30日（水）午前9時
半～午後0時半　＊受け付
けは午前9時～

▼第1会場＝区総合体
育館(錦糸4－15－1)　

▼第2会場＝曳舟文化
センター（京島1－38－
11）

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方　＊ほ
かにも要件あり　定各会場60人（抽選）　＊初参加者を優先　費無料　
持飲物、汗拭きタオル、室内用の運動靴（第1会場のみ）　＊動きやすい
服装で参加　申10月9日までにルネサンス両国（両国2－10－14）
☎5600－5400へ　＊受け付けは午前11時～午後9時（月曜日を除く）　
問高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

〝ずっと元気でいるために〞介護
予防のための「元気もりもり教
室」（各部全16回）

10月30日～令和2年3月18
日の水曜日 ▼第1部＝午後1
時半～2時半　 ▼第2部＝午
後3時～4時　＊日程の詳細
は申込先へ

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内健康体操（運動強度は ▼第1部＝やや弱め　 ▼第2部＝やや強め）、
脳トレーニング、レクリエーションなど　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方　＊ほかにも要件あり　＊本教室
未受講者を優先　定各部30人（抽選）　費無料　申教室名・住所・氏
名（フリガナ）・年齢・電話番号を、直接または電話、ファクスで10月
11日までに高齢者福祉課地域支援係（区役所4階）☎5608－6178・
℻  5608－6404へ

アンチエイジングの専門家によ
る「認知症と腸内環境」

10月30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】滝田 実千代氏（日本アンチエイジングフード協会リーダーマイ
スター）　対おおむね55歳以上の方　定先着50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（祝日を除く）　問高齢
者福祉課支援係☎5608－6168

がん相談会「がんサロンSAKURA」 ▼第1回＝11月9日(土)

▼第2回＝令和2年1月11日
(土)　 ▼第3回＝2年3月14
日(土)　＊いずれも午後2
時～4時

▼第1回・第2回＝区
役所会議室122（12階）　

▼ 第3回＝みどりコ
ミュニティセンター(緑
3－7－3)

内 ▼第1回＝がん患者の生活で大切なこと　 ▼第2回＝リラックスヨガ　

▼第3回＝集まろうがん患者 がんと生きる歌手の話　対がん患者とそ
の家族　定各回先着20人　費無料　申事前に参加希望回・住所・氏
名・電話番号・同伴者の氏名を、ファクスまたはEメールでNPO法人
在宅ホスピスボランティアきぼう℻  5669－8302・ info@
volunteer-kibou.orgへ　問保健計画課健康推進担当☎5608－8514

〝声に出して作品を読んでみま
しょう！〞認知症予防のための朗
読プログラム「声出し脳トレー
ニング教室」（全14回）

11月15日～令和2年2月21
日の金曜日午前10時～11
時半　＊2年1月3日を除く

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内声を出すための基礎練習、民話の朗読など　対区内在住の65歳以
上で、個別の支援を必要としない本教室未受講者　定 40人（抽選）　
費無料　申教室名・住所・氏名（フリガナ）・年齢・電話番号を、直接
または電話、ファクスで10月25日までに高齢者福祉課地域支援係（区
役所4階）☎5608－6178・℻  5608－6404へ

子
育

て
・
教
育

「墨田区次世代育成支援行動計画
推進協議会」および「墨田区子ど
も・子育て会議」の傍聴

10月1日（火）午後6時15
分～8時半　＊両会議を連
続して開催

区役所会議室131（13
階）

内（仮称）墨田区子ども・子育て支援総合計画の策定作業について等　
申事前に子育て支援課子育て計画担当（区役所4階）☎5608－6084へ　
＊受け付けは9月27日午後5時まで

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

当日直接会

広告 【お昼のツキイチ落語会】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

3墨田区のお知らせ2019年（令和元年）9月21日



　　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 ☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

仕
事
・

産
業

向島保健センター（東向島5－16－
2）の出産・子育て支援事業等に
係る非常勤職員（助産師）の募集

内出産・子育て支援事業等に係る相談、家庭訪問による
子育て支援　対助産師の免許を有し、実務経験のある方　
【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

申履歴書と助産師免許の写し、応募動機をまとめた作文（800字
程度で書式自由）を、直接または郵送で10月10日（必着）までに
向島保健センター（〒131－0032東向島5－16－2）☎3611－
6193へ　＊郵送での申込みの場合、封筒の表に「向島保健セン
ター助産師応募」と朱書き

＝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

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

わんぱくまつり（収穫祭）「わんぱ
く天国にみんな集まれ！」

10月27日（日）午前10時～
午後3時　＊焼き芋の無料
配布は午後2時頃～　＊小
雨決行

わんぱく天国(押上1－
47－8)　 ＊駐車場・
自転車駐車場なし

内サツマイモの収穫体験、クイズ大会、パンを竹棒に巻き付けて焼く「遊
ぼうパン」など　定 ▼サツマイモの収穫体験＝50人（抽選）　 ▼焼き芋
の無料配布＝先着300人　費無料　＊「遊ぼうパン」は有料　申 ▼ サ
ツマイモの収穫体験＝申込書を直接または郵送、ファクスで9月30日
（必着）までに、〒130－8640地域教育支援課地域教育支援担当（区役
所11階）☎5608－6311・℻  5608－6411へ　＊申込書は申込先ま
たは、わんぱく天国で配布しているほか、区ホームページからも出力
可　 ▼その他＝当日直接会場へ　問 ▼ 地域教育支援課地域教育支援
担当　 ▼わんぱく天国☎3612－1456

仕
事
・

産
業

創業後の経営課題解決セミナー
「〝広告費0円⁉ 〞〝マスコミから
ドンドン取材がくる⁉ 〞プレスリ
リース活用講座in東陽町」

10月15日(火)午後1時半～
5時

江東区産業会館2階会
議室（江東区東陽4－
5－18）

対創業後間もない方や、創業後の様々な経営課題の解決に取り組んで
いる方　定先着40人　費無料　申事前に日本政策金融公庫のホーム
ページから申込み（左のコードを読み取ることでも接続可）　問 ▼日本
政策金融公庫江東支店国民生活事業融資第二課 小林☎3631－8175　

▼経営支援課経営支援担当☎5608－6185

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

第66回墨田区文化祭「珠算競技
大会」「詩吟大会」「合唱祭」

▼珠算競技大会＝9月22日
（日）午前9時～正午　 ▼詩
吟大会＝9月28日（土）午前
9時半～午後5時　 ▼合唱祭
＝9月29日（日）正午～午後
5時半

▼珠算競技大会＝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）　 ▼詩吟大会・
合唱祭＝曳舟文化セン
ター（京島1－38－11）

費無料　申当日直接会場へ　＊大会参加者
の募集は終了　問文化芸術振興課文化芸
術・国際担当☎5608－6212

健康体力づくり教室体験「健美
操・リフレッシュケア」

10月2日～11月22日の ▼水
曜日＝午前11時～正午　 ▼金
曜日＝午前9時45分～午前10
時45分　＊詳細は申込先へ

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内 ▼水曜日＝健美操（呼吸体操）　 ▼金曜日＝リフレッシュケア(全身
ストレッチ）　対18歳以上の方　定各先着70人　費1回510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

スポーツの秋！ココロもカラダ
もリフレッシュ！コース型教室
「初心者ヨガ」Ａコース～Ｇコー
ス(全10回～12回)

10月2日～12月25日の月・
水・金曜日　＊10月14日・
23日・28日を除く　＊各
コースの日程は申込先へ

両国屋内プール（横網
1－8－1）

対区内在住在勤在学で16歳以上の方　定各コース先着30人　費 ▼Ａ・
Ｂコース＝1万1000円　 ▼Ｃコース～Ｇコース＝1万3200円　＊体験
は1回1100円　申 9月21日午前9時から両国屋内プール☎5610－
0050へ

新しく金曜日夜のコース登場！
「成人水泳教室初級・中級・上級」
(各級全10回）

10月7日(月)～12月27日
(金 )　＊10月28日を除く　
＊各コースの詳細は申込先へ

内 ▼初級＝月曜日コース、金曜日コース　 ▼中級・上級＝木曜日コー
ス　対 16歳以上の方　定各コース先着10人　費各コース1万1000
円　申9月21日午前9時から両国屋内プール☎5610－0050へ

区民体育祭「相撲大会」 10月13日（日）午前10時半～
午後5時　＊受け付けは午
前9時半～

吾嬬第二中学校(八広
4－4－4)　＊車での
来場は不可

種幼児（4才以下・5才以上）、小学生(学年別）、中学生、一般(初心者・
経験者）　対区内在住在勤在学で、スポーツ保険等に加入している方　
費無料　申種別・住所・氏名・年齢（学年）・電話番号・ファクス番号
を、電話またはファクスで9月30日午前10時～10月11日午後5時に墨
田区相撲連盟事務局　関澤・佐藤☎3611－9428・℻  5631－6662
へ　＊大会当日午前9時～9時半に会場でも申込可

区民体育祭「軽井沢旧街道散策」 10月20日（日）午前6時半～　
＊歩程は4時間程度

【集合場所】ロッテシ
ティホテル錦糸町（錦
糸4－6－1）　＊往復
バスで移動

対区内在住在勤で健康な方　定先着30人　費5500円（往復バス代・保
険料込み）　持弁当、水筒、雨具など　申事前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　＊受け付け
は10月11日まで　問墨田区野外活動連盟　小林正克☎090－2411－
0296

Ｂリーグ「サンロッカーズ渋谷　
対 宇都宮ブレックス」観戦ご招待

10月23日（水）午後7時5
分～

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

対区内在住在勤在学の方　＊小学生以下は20歳以上の方の同伴が必
要　定 20人（抽選）　＊保護者の膝の上で観戦できる未就学児は人数
に含まない　申代表者の住所・氏名・年齢・電話番号、観戦者全員の
氏名を、往復はがきで9月29日（必着）までに区総合体育館「Ｂリーグ観
戦」係（〒130－0013錦糸4－15－1）☎3623－7273へ　＊申込みは
1人1通のみ（1通につき代表者を含む2人まで申込可）　＊中学生～18
歳は保護者の同意を往復はがきに記載

東京文化財ウィーク2019 【集合・解散場所】区役
所1階アトリウム

問地域教育支援課文化財担当（区役所11階）☎5608－6310　＊文化
財ウィークのガイドブックは、問合せ先や各図書館等で配布している
ほか、都教育委員会のホームページでも閲覧可

▼国登録文化財「照田家住宅」
の特別公開（指導員の解説
付き）

10月25日（金）・28日（月）
午後1時半～

対都内在住在勤の方　定各日10人（抽選）　費各日100円　申催し
名・希望日・住所・氏名・年齢・電話番号を、往復はがきで10月10日
（必着）までに、〒130－8640地域教育支援課文化財担当「照田家住宅 
特別公開」係へ　＊1通につき1人のみ申込可、重複申込みは不可

▼おとなの伝統工芸体験講座
「すみだの手工芸〝伝統工芸
職人の技を知る〞」

▼ べっ甲工芸＝11月7日
（木）　 ▼江戸表具＝11月
11日（月）　＊いずれの体験
も午前9時～正午または午
後1時～4時

内 ▼ べっ甲工芸＝ペンダント制作　 ▼江戸表具＝変わり小屏
びょうぶ
風作り　

対都内在住在勤の20歳以上の方　定各5人(抽選）　費 ▼ べっ甲工芸
＝各2500円　 ▼江戸表具＝各700円　申催し名、希望の体験名・時間、
住所、氏名、年齢、電話番号を、往復はがきで10月15日（必着）までに、
〒130－8640地域教育支援課文化財担当「おとなの伝統工芸体験講座」
係へ　＊1通につき1人のみ申込可、同体験の重複申込みは不可

コード
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