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

【お昼のツキイチ落語会】10/29（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

対象区域にお住まいの方へ
住居表示板等の整備・貼り
替え・貼り付け

区では、汚損・破損している街区表示板の整備・
貼り替えと、据え付けられていない町名表示板・
住居番号表示板の貼り付けを行います。
[期間]令和2年1月31日(金)まで [対象区域]立
川・菊川・江東橋の全地域 [問合せ]窓口課庶務
係☎5608－6101

ご覧になれます
「押上・業平橋駅周辺地区
地区計画」の変更

押上駅付近の新たな歩行者空間を確保するた
め、地区計画の変更に関する都市計画決定をし、
名称を「押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地
区地区計画」に変更しました。この決定内容を記
載した都市計画図書を閲覧できます。
[閲覧場所]都市計画課(区役所9階)[問合せ]都市
計画課都市計画・開発調整担当☎5608－6266

毎月1日は
墨田区防災の日
11月1日の点検項目
身につけよう
　　だれもができる
　　　　　　応急手当 コード

写真募集！

応募方法は問い合わせるか、
区ホームページへ！
[問合せ ]広報広聴
担当☎5608－6223

「私の好きな すみだ」

11月5日から始まります
住民票等への旧氏併記

11月5日から、住民票に旧氏(過去の戸籍上の
氏）を併記できるようになります。住民票に旧氏
が併記されると、マイナンバーカードや署名用電
子証明書にも旧氏が併記されます。手続には、現
在の戸籍から併記する旧氏が記載されている戸
籍までの連続した戸籍謄本等が全て必要となり
ます。詳細はお問い合わせください。
[問合せ]窓口課住民異動係☎5608－6102

本紙毎月1日号
8面に掲載

毎月5日は
すみだ環境の日
11月のエコしぐさ
歩いたら
　　感じられるよ
　　　　　　秋の風

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

3墨田区のお知らせ2019年（令和元年）11月1日

☎ ＝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

たのしい水墨画教室(全3回) 11月14日～28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)

内来年の干
え と
支などを描く　対区内在住在勤の方　定先着10人

費2000円(材料費)　申事前に電話で社会福祉会館☎3619－1051
へ　＊受け付けは11月8日までの午前9時～午後5時(土・日曜日、振
替休日を除く)

第3回フラワーアレンジメント
教室「多肉植物の寄せ植え」

11月17日(日)▶午前9時～
10時半　▶午前11時～午
後0時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対小学生以上　定各回先着10人　費各回2000円　申事前に八広地
域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは11月13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

片づけのプロに学ぶ！大掃除し
たくない人のためのラクラクお
片づけ術

11月20日 (水 )午前10時
半～正午

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

対区内在住在勤在学の方　定先着20人　費無料　申11月1日午前9
時から電話で、すみだ産業会館☎3635－4351へ

〝そこに愛はあるのか？マインド
コントロールの罠

わな
〞アートセラ

ピー体験講座付き

11月21日(木)午後2時～4
時

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

対女性 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、Eメールで、すみだ女性センター☎5608－
1771・ SUZUKAKEKOUZA@city.sumida.lg.jpへ　＊事前申込み
による1歳～就学前の子どもの一時保育あり

不動産セミナー 11月22日(金)午後1時半～
5時

東武ホテルレバント東
京3階「龍田」(錦糸1－
2－2)

【講師】▶第1部＝正谷絵美氏（ＮＰＯ法人日本防災士会東京都支部常任
幹事）　▶第2部＝川松 真一朗氏 (都議会議員 )　定先着120人　
費無料　申事前に電話で全日本不動産協会東京都本部城東第二支部
☎6658－8526へ　問▶全日本不動産協会東京都本部城東第二支部　
▶住宅課計画担当☎5608－6215

すみだと世界をつなぐ水の大切
な話 第3回オリンピックと水「船
で巡る東京の水辺観察と下水の
仕組み見学」

11月27日(水)午後0時10
分～5時　＊吾妻橋船着場
(吾妻橋1－
23地先)に
正午に集合

東京湾、蔵前水の館(台
東区蔵前2－1－8)　
＊施設の構造上、階段
の利用あり

対区内在住在勤在学の方　定 24人 (抽選 )　費無料　持筆記用具
申住所・氏名・年齢・電話番号を、はがきまたはファクス、Eメールで、
11月11日(必着)までに、NPO法人ウォーターエイドジャパン(〒130－
0026両国2－10－6－301)℻  050－3488－2040・ info-japan@
wateraid.orgへ　問環境保全課環境管理担当☎5608－6207

第2回エコライフ講座「あなたは
どのタイプ？一人一人に答えが
見つかる〝行動習慣タイプ別 整
理収納法〞講座」

11月30日(土)午前10時～
正午

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)

対区内在住在勤の方　定35人(抽選)　費無料　申講座名・住所・氏
名・電話番号・ファクス番号・メールアドレスを、ファクスまたはＥメー
ルで11月19日までに、環境保全課環境管理担当☎5608－6207・
℻  5608－1452・ KANKYOU@city.sumida.lg.jpへ　＊受講確認
通知あり

吾嬬の里で陶芸を楽し
もう！(全6回)

12月～令和2年2月の毎月
第2・4日曜日午前9時半～
午後0時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対16歳以上の方　定先着12人　費1万円(材料費込み)　持作業用エ
プロン、タオル、雑巾、筆記用具、メモ帳　申11月2日から八広地域プ
ラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは11月30日までの午前9時～午
後8時(11月18日を除く)

健
康
・
福
祉

みどりコミュニティカフェ 11
月テーマ「健康寿命を延ばそう
＆折り紙教室」

11月8日(金)午前10時半～
午後2時

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－
7－3)

内お茶を飲み、お菓子を食べながら、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

ボランティア入門講座「東京清
風園でボランティア」

11月9日(土 )午前10時～
正午

東京清風園(立花1－
25－12)

内ボランティア活動についての話、施設見学、車椅子の乗車・操
作体験等 対高齢者施設でのボランティア活動に関心がある方
定先着25人　費無料　申事前に電話で、すみだボランティアセンター
☎3612－2940へ　＊墨田区社会福祉協議会のホームページからも申
込可

地域福祉活動セミナー「児童虐
待の現状と地域に求められる対
応」

11月9日(土)午後2時～3
時半

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

【講師】豊田秀雄氏 (社会福祉法人子どもの虐待防止センター理事 )
対児童虐待についての問題や地域福祉に関心がある方　定先着
200人　費無料　申事前に催し名・住所・氏名・電話番号を、直接
または電話、ファクス、Ｅメールで墨田区社会福祉協議会(東向島2－
17－14すみだボランティアセンター内)☎3614－3900・℻  3610－
0294・ chiiki@sumida-shakyo.or.jpへ　＊受け付けは11月6日まで

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

広告 【お昼のツキイチ落語会】11/26(火)13時半開場・14時開演　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）11月1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

健
康
・
福
祉

高齢者・障害者のための成年後
見無料相談会

11月12日(火)午前10時～
午後4時

すみだボランティアセ
ンター(東向島2－17－
14)

内成年後見制度、悪質商法対策、遺言、相続などについて司法書士に
相談する　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

「すみだハート・ライン21事業」
「ミニサポート事業」説明会

11月15日(金)午後2時～3
時半、11月19日 (火 )午前
10時～11時半

▶11月15日＝すみだ
ボランティアセンター
(東向島2－17－14)　
▶11月19日＝地域福
祉プラットフォーム　
ガランドール(石原4－
11－12)

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▶11月15日＝先着20人　▶11月19日＝先着10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

はなみずき認知症家族会 11月16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)

内小規模多機能型居宅介護について学ぶ　対区内在住で、認知症の方
を介護している家族など　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

障害者理解促進講演会(手話通
訳付き)

11月16日(土)午後2時～4
時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

【テーマ】聴こえない子どもやその親を取り巻く環境や支援　【講師】
南村洋子氏(都立大塚ろう学校早期教育相談員・全国早期支援研究協
議会会長)ほか 対区内在住在勤の方　定先着170人　費無料　申事
前に氏名・電話番号・ファクス番号を、電話またはファクスで墨田区
障害者団体連合会☎・℻  3624－3154へ　問障害者福祉課庶務係
☎5608－6217

むこうじま家族会 11月19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)

内歯科医師を交え、口
こうくう
腔ケアについて話し合う　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) 11月19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
る方等　定先着10人　費無料　申事前に、ぶんか高齢者支援総合セ
ンター(文花1－29－5都営文花一丁目アパート5号棟1階)☎3617－
6511へ

弁護士による権利擁護法律相談 11月21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

楽しい健康ウォー
キング教室

11月29日(金)午前10時～
11時半　＊受け付けは午前
9時45分～

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内バルセロナオリンピック競歩50㎞日本代表 園原健弘選手による
ウォーキング教室　対60歳以上の方　定先着50人　費無料　申事
前にスポーツドアあずま事務局(八広地域プラザ内)☎3617－9002
へ　＊受け付けは11月22日午後5時まで

認知症を知ろう「記憶をたどり、
認知症予防のヒントを探る」

11月29日(金)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)

内作業療法士と、毎日の生活を振り返り認知症予防のヒントを探す　
対区内在住在勤の方　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

東京大会ボランティア研修会
「知っておきたいとっさの手当て
と予防」

11月30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】「いざという時の応急手当」、「国際イベントにかかわるボラン
ティアが知っておくべき感染症の正しい知識と対策」など　対ボラン
ティアに関心がある方等 定先着200人　費無料　申当日直接会
場へ　問保健予防課感染症係☎5608－6191

高齢者のパソコン教室「年賀ハ
ガキ作成」(全4コース・各コー
ス全3回)

12月2日～20日の毎週▶月
曜日午前10時～11時半ま
たは午後1時半～3時　▶火
曜日午後1時半～3時　▶金
曜日午前10時～11時半

立花ゆうゆう館(立花
6－8－1－102)

対区内在住の60歳以上でパソコンの基本操作(文字入力)ができる方　
定各コース4人(抽選)　費各コース1200円　申11月6日までに立花
ゆうゆう館☎3613－3911へ　＊受け付けは午前9時～午後5時

身体障害者向け「椅子に座って
できる筋力アップ体操教室」(全
6回)

12月4日～令和2年1月15
日の水曜日午前10時～正午　
＊2年1月1日を除く

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11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

いきいき健康まつり「日頃の活
動の発表会！！」

12月7日(土)午後1時～4
時、12月8日(日)午前9時～
午後3時

いきいきプラザ(文花
1－32－2)

内活動発表、健康講座、模擬店など　費無料　＊一部自己負担あり　
持バザー物品(お持ちの方のみ)　＊新品に限る　申当日直接会場へ　
問いきいきプラザ☎3618－0961

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

11月8日(金)・15日(金)・
18日 (月 )　＊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

11月14日(木)、12月12日
(木)、令和2年1月9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

11月20日(水)、12月18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　＊子どもと親のための心の相談コーナーは午後1
時～5時

11月27日(水)、12月25日
(水)　＊毎月第4水曜日に
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

「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

11月11日(月)午後6時半～
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11月7日午後5時まで

楽しい健康ウォー

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

「子育てにも良い畳」 畳のこと気軽にお電話ください。HPでも…。あなたの町の㈲たたみ工房さいとう 緑四 ☎03－3631－9591広告
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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

家庭教育支援講座 11月13日(水)午後4時15
分～5時15分(予定)

八広認定こども園(八
広3－7－5)

【テーマ／講師】▶11月13日＝ママの元気と輝きを引き出すコーチン
グ／山崎洋実氏 (ママのイキイキ応援プログラムコーチング主宰 )
▶11月20日＝心をつなぐ読み聞かせ／児玉 ひろ美氏(JPIC読書アド
バイザー )　定各日先着50人程度　費無料　申当日直接会場へ
問地域教育支援課地域教育支援担当☎5608－6311

11月20日(水)午後4時～5
時(予定)

しらひげ保育園(堤通
2－5－5－101)

こども運動教室体験会「楽しく
カラダを動かそう！」

11月15日(金)午後3時半～
4時半

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内鉄棒・ボール運動等 対おおむね2歳半以上の未就学児　定先着
15人　費500円　申事前に、スポーツプラザ梅若☎5630－8880へ

墨田区私立保育
園協会「TOKYO
保育フォト展」

11月21日(木)正午～午後
6時、11月22日(金)午前9
時～午後6時、11月23日
(祝)午前9時～午後5時

すみだリバーサイド
ホール1階ギャラリー
(区役所に併設)

内区内外の認可保育所等の子どもや保育士の写真の展示　費無料　
申期間中、直接会場へ　問子ども施設課保育係☎5608－1253

冬のおたのしみ会(人形劇、パネ
ルシアター、歌など)

11月23日(祝)午後2時～4
時

八広図書館(八広5－
10－1－104)

対乳幼児・小学生とその保護者　定先着100人　費無料　申当日直
接会場へ　問八広図書館☎3616－0846

子育て世帯定住促進事業および
「フラット35」の個別相談会

11月24日(日)午前10時～
午後4時半　＊受け付けは
午後3時半まで

本所吾妻橋ハウジング
ギャラリー(吾妻橋3－
8－6)

内住宅取得費の一部を助成する事業や「フラット35」の個別相談
対親世帯と同居または近居するために、区内に新たに住宅を取得する
予定の子育て世帯　＊「フラット35」の個別相談は住宅取得を検討し
ている方も可　費無料　申事前に電話で住宅金融支援機構地域業務第
一部☎5800－9319へ　問住宅課計画担当☎5608－6215

養育家庭体験発表会「教えて！
養育家庭(里親)のこと」

11月30日(土)午後2時～4
時

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

内養育家庭(里親)制度の説明・体験談、意見交換　対福祉や教育、養
育家庭に関心がある方　定先着80人　費無料　申事前に電話で子育
て支援総合センター☎5630－6351へ

仕

事
・
産
業

ひがしんビジネスフェア2019 11月15日(金)午前10時～
午後4時

国技館 (横網1－3－
28)

内企業・製品の紹介、製品販売、ビジネスマッチング等　費無料
申当日直接会場へ　問▶東京東信用金庫地域支援部☎5610－1129　
▶産業振興課産業振興担当☎5608－6186

税
金
・
国
保

「税を考える週間」の催し 費無料　申当日直接会場へ

▶ 税理士による税の無料相
談・くらしと税金展

11月8日(金 )午前10時～
午後2時

イトーヨーカドー曳舟
店(京島1－2－1)

内e-Taxに便利なID・パスワードの出張発行など　問▶向島税
務署☎3614－5231　▶税務課税務係☎5608－6008

▶ 「税を考える週間」記念講演
会

11月12日(火)午後5時半～
7時半

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

内税務連絡協議会による講演会 問▶向島税務署☎3614－5231　　
▶税務課税務係☎5608－6008

▶税理士による税の無料相談 11月13日(水)・14日(木)
午前10時～午後4時

JR錦糸町駅前南口広
場

問▶本所税務署☎3623－5171　▶税務課税務係☎5608－6008

11月15日(金)午前10時～
午後4時

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

スポーツの秋・運動不足解消！
「プール運動教室」(アクアビクス、
脂肪バイバイ、水中運動、アクア
ウォーキング)

11月29日(金)まで　＊各
教室の時間等の詳細は申込
先へ

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対16歳以上の方　定各教室先着20人　費1回あたり▶アクアビク
ス＝770円　▶脂肪バイバイ・水中運動＝各550円　▶アクアウォー
キング＝無料　＊いずれも別途、施設利用料が必要　申事前に電話で
両国屋内プール☎5610－0050へ

苦手克服！「プールプライベー
トレッスン」

11月30日(土)まで　＊1回
30分(日程の詳細は申込先へ)

対小学生以上　費▶1人＝2550円　▶2人1組＝3050円　申事前に
電話で両国屋内プール☎5610－0050へ

第66回墨田区文化祭「展示部門」
「表彰式」

▶展示部門＝11月1日(金)～
3日(祝)の午前10時～午後
5時　＊最終日は午後4時ま
で　▶表彰式＝11月3日
(祝)午後1時半～

▶展示部門＝すみだリ
バーサイドホール(区
役所に併設)　▶表彰
式＝区役所1階アトリ
ウム

内▶展示部門＝書道・花道・写真・俳句・水墨画・陶芸・絵画・自由
作品の展示、茶席コーナー　＊11月1日午後2時から、区役所1階アト
リウムで書道連盟による席上揮

きご う
毫あり　▶表彰式＝大会・展示の各部

門の成績優秀者の表彰　費無料　申期間中、直接会場へ　問文化芸術
振興課文化芸術・国際担当☎5608－6212

立花トークサロン第6回「たちば
な防災講座〝地理的視点から〞」

11月16日 (土 )午前10時
半～正午

立花図書館 (立花6－
8－1－101)

【講師】小林政能氏(「月刊地図中心」編集長)　定先着20人　費無料　
申11月1日午前9時から立花図書館☎3618－2620へ

第66回墨田区文化祭「劇団区民
劇場第122回公演〝また、逢

あ
う日

まで〞」

11月16日(土)午後6時～、
11月17日(日)午後2時～、
11月18日(月)午後6時半～　
＊開場は開演30分前

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

費各日1000円　申当日直接会場へ　問文化芸術振興課文化芸術・国
際担当☎5608－6212

区総合体育館公開講座「地域に
根付く組織になるために〝スポー
ツマネジメントを学ぶ〞」

11月18日(月)午後7時～9
時半

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

定先着30人　費無料　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11月15日まで

英語多読入門講座「はじめての
英語多読」(全2回)

11月24日 ( 日 )、
12月8日(日)午前
10時～正午

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内やさしい英語絵本から始め、楽しく、たくさん読んで英語力を高め
る読書法「英語多読」を学ぶ　対区内在住在勤在学または墨田区図書
館(室)利用カードを持っている中学生以上で、両日とも参加できる方　
定先着24人　費無料　申事前に、ひきふね図書館☎5655－2350へ

人生・生きがい、青春、恋愛・結
婚、社会・歴史を考える読書会

11月24日(日)午後2時～4
時半

内課題図書(流れる星は生きている／藤原てい著／中公文庫)に関す
る読書会・交流会　定先着20人　費無料　持課題図書　申事前に
催し名・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

常識破りの図書館ボランティア
〝地域コミュニティのつくり方〞
「図書館パートナーズのつくり方」
著者・小田垣 宏和氏による講演
会

11月30日(土)午後2時～4
時

内ひきふね図書館パートナーズの活動紹介、アイディア発想ワーク
ショップなど　定先着30人　費無料　申事前に催し名・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

1－8－1)

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

中央大学出身気鋭の落語家やまとvs五代目金馬襲名の金時のみつまさ寄席　20日(水)PM6:00 ￥3,000 ☎3631－0294 次回小せん 次々回馬石広告
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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 内容・対象等 申込み・問合せ等

暮
ら
し

都営住宅入居者の募集 【募集住宅】▶世帯向け(一般募集住宅)　▶若年夫婦・子
育て世帯向け(定期使用住宅)　▶居室内で病死等があっ
た住宅　＊単身者でも申込みが可能な住宅もあり　対都
内在住で所得が定められた基準に該当する方　＊ほかに
も要件あり　＊詳細は募集案内を参照　

【募集案内と申込書の配布期間／場所】11月5日(火)～13日(水)／
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　
＊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)　＊申込書は配布期間中、東京都住宅供
給公社のホームページからも出力可　申申込書を郵送で11月
18日 (必着 )までに渋谷郵便局へ　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

仕
事
・
産
業

非常勤職員(精神保健福祉士)の
募集

内精神保健相談業務、こころの健康づくり対策事業・自殺
対策事業等の補助など　対精神保健福祉士の資格を有し、
精神保健・医療・福祉分野での実務経験がある方　【採用
数】1人　選書類選考および面接　＊面接日・会場の詳細
は書類選考合格者に後日通知

申履歴書と精神保健福祉士証の写し、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12月6日午後5時
(必着)までに、〒130－8640保健予防課精神保健係(区役所3
階)☎5608－6506へ

〝特徴的・先進的な取組を行う優
れたものづくり企業を募集しま
す！〞優良工場推進運動(すみだ
リーディングファクトリー
2020)選定企業の募集

内特徴的・先進的な取組を行う優れたものづくり企業を
「すみだリーディングファクトリー」として顕彰・PRする　
【募集部門】▶技術・技能部門　▶就労環境整備・人材育
成部門　▶SDGs推進部門　＊過去に顕彰されている企
業は同じ部門での再選定は不可　対次の全ての要件を満
たす中小企業▶区内に所在する工場・作業所で製造業を
営んでいる(資本金3億円以下または従業員300人以下)　
▶今後も区内で操業する意思がある

【募集数】3部門で計10社程度　選ヒアリング調査・審査会等　
＊詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照　申申請書を
直接または郵送、ファクス、Eメールで11月29日(必着)までに、
〒130－8640産業振興課産業振興担当(区役所14階)☎5608－
6186・℻  5608－6934・ SANGYOU＠city.sumida.lg.jp
へ　＊申請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　＊技術・技能部門への申込みには、優れた技術・
技能について公的機関・各産業団体等から認められていること
が分かる書類の写しが必要

イ
ベ
ン
ト

すみだ水辺の賑
にぎ
わい創出事業に

おけるイベントの企画・実施団
体の募集

内北十間川・隅田公園観光回遊路(吾妻橋一丁目～向島一
丁目)、大横川親水公園(吾妻橋三丁目～緑四丁目)等、区
内の水辺空間でのイベント企画・実施団体の募集　【事業
実施日／場所】令和2年3月末までの応募者が希望する日／
区内の任意の場所　＊1日のみの実施も可

申申込書を直接、実施希望日の3か月前までに観光課観光担当
(区役所14階)☎5608－6931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　＊2年3月21日(土)・
22日(日)に東京スカイツリータウン®1階ソラマチ広場(押上1－
1－2)・大横川親水公園での実施を希望する場合は、12月19日
午後5時まで　＊詳細は区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＝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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

第9回ソフトテニス墨田オープ
ン秋季大会

12月1日(日)午前9時～午
後6時　＊雨天の場合は12
月8日(日)に延期　＊受け
付けは午前8時10分～、開
会式は午前8時40分～

錦糸公園テニスコート
(錦糸4－15－1)

種▶一般男女A(上級)・B(初心者、初中級、中学生・高校生)　▶壮年
A(64歳以下)・B(65歳以上)　対区内在住在勤在学の方または墨田区
ソフトテニス連盟に加盟している方で構成するペア　費1組3000円　
＊中学生・高校生は1組2000円　申種別、ペアの住所・氏名・年齢・
電話番号、代表者名を、直接または電話、はがきで11月22日(必着)ま
でに墨田区ソフトテニス連盟事務局　布施亮人(〒131－0045押上2－
34－1)☎090－2647－6617へ

障害者週間特集展示・特別イベ
ント「すべての人に読書のよろ
こびを」

12月1日(日)～18日(水)
の開館時間中　＊特別イベ
ントは12月7日(土)午前9
時半～午後4時半

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内▶拡大写本・録音図書・点字図書等の障害者資料の特集展示　▶特
別イベント(図書館ツアー・点字体験・朗読等)　費無料　申期間中、
直接会場へ　＊一部事前申込みが必要な催しあり　問ひきふね図書館
☎5655－2350・℻  5655－2351　＊詳細は、各図書館で配布中の「図
書館ニュース」または本イベントのチラシ、墨田区立図書館のホームペー
ジを参照

すみだ地域学シリーズ／葛飾
北斎「北斎の生き方」〝90年の人
生、ただひたすらに〞

12月1日(日)午後2時～3
時半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

定 200人 (抽選 )　費 400円　＊区内在住在勤在学の方は300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
11月15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　＊1通につき2人まで申込
可　＊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　＊空きがあれば、締切り後も申込可

すずかけ共催事業すみだ録音グ
ループ「声」第15回朗読会

12月7日(土)午後1時半～
4時　＊開場は午後1時

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

【朗読作品】新源氏物語(田辺聖子)、54字の物語(氏田雄介)、巷談 振袖
火事(西澤 實)、私の浅草(沢村貞子)、雛の花(浅田次郎)　費無料　
申当日直接会場へ　問すみだ女性センター☎5608－1771

イ
ベ
ン
ト

第7回うめわか文化祭 11月9日(土)午後1時～4
時

梅若橋コミュニティ会
館(堤通2－9－1)

内作品展、舞台発表会、カフェなど　費無料　＊一部自己負担あり　
申当日直接会場へ　問梅若橋コミュニティ会館☎3616－1101

〝つながる　ひろがる　地域のき
ずな〞みどりコミュニティセン
ターまつり2019

11月17日(日)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)

内サークル・地域団体による舞台発表、吹き矢体験、旬の新鮮野菜の
販売、子どもコーナー、模擬店等　費無料　＊一部自己負担あり
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3Ｍ運動スペシャルウィー
ク

11月22日(金)～27日(水)　
＊詳細は問合せ先へ

産業観光プラザ すみだ 
まち処(押上1－1－2東
京ソラマチ®5階)ほか

内製品の販売、体験ワークショップ　＊詳細は、すみだ3M運動のホー
ムページやフェイスブックページを参照　費無料　＊一部自己負担あり　
申期間中、直接会場へ　問産業振興課産業振興担当☎5608－1437

すみだ自家焙煎珈
琲店連絡会(すみ珈
連)PRイベント

11月23日(祝)午前10時～
午後4時半

すみだ北斎美術館講座
室「MARUGEN100」
(亀沢2－7－2)、緑町
公園(亀沢2－7－7)

内区内のこだわりの自家焙
ばいせん
煎珈

コーヒー
琲店が結成した「すみ珈連」による、店

舗紹介やハンドドリップコーヒーの販売、珈琲豆焼き体験　＊台湾か
ら「Cafe Sole 日出印象」が参加　費無料　＊一部自己負担あり
申当日直接会場へ　問産業振興課産業振興担当☎5608－6188

ものづくりイベント「スミファ 
すみだファクトリーめぐり」

11月23日(祝)・24日(日)　
＊時間の詳細は問合せ先へ

区内の工場・工房 内工場見学ツアー、ワークショップ　費無料　＊一部自己負担あり
定／申詳細は問い合わせるか、スミファのホームページを参照　＊一
部事前申込みが必要なプログラムあり　問産業振興課産業振興担当
☎5608－6188

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

お知らせ 食中毒予防　食品は室温で放置しないですぐ食べる　［問合せ］生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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