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＊陸上競技場およびセミナーハウスの各施設や設備、利用料金等の
利用案内は問合せ先で配布しているほか、区ホームページでも閲覧可

　　　　　　　 1 周 300m× 6レーン、110m直走路、各種
　　　　　　　 跳躍競技助走路、投てき競技、夜間照明灯
　　　　　　　 人工芝面積 (4176㎡ )
　　　　　　　 少年サッカーコート 1 面 (50m × 68m)
　　　　　　　 フットサルコート 3 面 (1 面 20 m × 40m)　
　　　　 　　　観覧席 ( 固定席 405 席、芝生席 504㎡ )、
　　　　 　　　来賓控室、会議室、放送記録室

陸上競技場
ト ラ ッ ク

インフィールド

観  覧  場

トレーニング室 (190㎡ )、シャワー室、
多目的室 (115㎡ )、会議室 (2 室 )、調理室、
和室 (7 室 )、洋室 (1 室 )　＊宿泊可

セミナーハウス
　　　　 　　　来賓控室、会議室、放送記録室

この建物です！

［所 在 地］堤通 2－ 11 － 1　
［開場時間］午前 9時～午後 9時 ( 宿泊利用を除く )
［休 場 日］第 2火曜日 ( 祝日の場合はその翌日 )、12 月 29 日～ 1 月 3 日
［アクセス］区内循環バス北西部ルート11番停留所「墨田区総合運動場」(12月1日新設 )から徒歩 0分
［駐 車 場］ ▼自動車 30 台 ( 臨時駐車 5 台含む ) ＝有料 ▼自転車 200 台＝無料　＊利用時間は午
　　　　 　前 8 時半～午後 9 時半　＊ 12 月 1 日は自動車の駐車不可
[ 問 合 せ ] スポーツ振興課総合運動場開設準備担当 ( 区役所 14階 ) ☎ 5608 － 6312

　いずれも当日の見学は自由です。ぜひ、お越しください。
＊入場料・参加費無料 ＊ヒールやかかとの尖

とが
った靴

での入場不可　＊雨天時は内容を変更する可能性あり
＊詳細は区ホームページを参照

12月1日(日)記念式典・イベント開催

午前 10時～ 10時
45分

開場記念式典 ( オーケストラ演奏・合唱等 )

午前 10時 45分～
正午

速く走るためのかけっこ教室
【講師】朝原宣治氏

正午～午後 1時 ▼スポーツ用義足体験会
  【講師】池田樹生氏

▼陸上競技用車いす体験会

▼50m・100mタイム測定

午後1時半～2時半 フットサル教室 トレーニング室の一般
開放
＊事前申込み不要の体
験教室も開催午後 2時半～ 9時 陸上競技場の一般開放

　いずれも当日の見学は自由です。ぜひ、お越しください。
12月

午前 10時～ 10時

北京オリンピック
陸上男子400mリレー
銀メダリスト

ジャパンパラ陸上競技大会
400m　日本記録保持者

午後1時半～2時半
和室 洋室調理室会議室

トレーニング室 多目的室シャワー室

見学自由
＊教室の申込みは終了

見学自由
＊教室の申込みは終了

参加自由
＊事前の申込みは不要

有酸素マシン、ウェイトマシン等のト
レーニング機器を完備 (イメージ図 )

鐘ヶ淵駅
西口から
徒歩 12分

墨田区総合運動場

墨田区総合運動場墨田区総合運動場
 様々なスポーツやイベントに利用できる！ 様々なスポーツやイベントに利用できる！

12月1日1 日12月1日令和元年令和元年 オープンオープン

愛称は〝フクシ・エンター
プライズ墨田フィールド〞

１墨田区のお知らせ2019年（令和元年）11月21日

区公式
SNS等

フェイス
ブック ツイッター インスタ

グラム ユーチューブ

墨田区のお知らせ

発行 ： 墨田区（広報広聴担当）☎5608－1111代表　〒130－8640墨田区吾妻橋一丁目23番20号 https://www.city.sumida.lg.jp/

2019 年11/21（令和元年）

毎月 1日・11日・21日発行

NO.1945

◆2面以降の主な内容
2・3面 ･･･環境改善功労者・功労団体
　　　 　  区長感謝状贈呈式
4～6面 ･･･ 講座・教室・催し・募集



鷲尾麻衣

感謝状を贈呈しました
環境改善功労者・功労団体
区長感謝状贈呈式

11月16日(土)に、すみだリバーサイドホール
で墨田区環境改善功労者・功労団体区長感謝状
贈呈式を行いました。
式典では、防災や美化・リサイクル等の分野で、
明るく住みよいまちづくりに努められている
190人と36団体に、感謝状と記念品を贈呈しま
した。
[問合せ]地域活動推進課地域活動推進担当
☎5608－6705

ご協力をお願いします
令和元年度在宅介護実態調査

区では、令和2年度に予定している「墨田区高
齢者福祉総合計画・介護保険事業計画」改定の基
礎資料とするため、「令和元年度在宅介護実態調
査」を実施し、要介護者の在宅生活の継続や、介
護者の就労継続に有効なサービスのあり方の再
検討を行います。
この調査は、介護保険の要支援・要介護認定を
受けている区民のうち、令和元年6月以後に更新・
区分変更申請に伴う認定調査を受けた方の中か
ら無作為に抽出した1200人を対象としています。
対象となった方には、12月上旬に調査票をお
送りしますので、ご記入の上、同封の返信用封筒
で必ずご返送ください。
［問合せ］介護保険課管理・計画担当☎5608－
6924

ご協力をお願いします
令和元年度墨田区介護予防・
日常生活圏域ニーズ調査

区では、令和2年度に予定している「墨田区高
齢者福祉総合計画・介護保険事業計画」改定の基
礎資料とするため、65歳以上の区民から無作為
に抽出した4000人に「令和元年度墨田区介護予
防・日常生活圏域ニーズ調査」を実施します。
対象となった方には、12月上旬に調査票をお
送りしますので、ご記入の上、同封の返信用封筒
で必ずご返送ください。
[問合せ]高齢者福祉課支援係☎5608－6168

ぜひ、ご利用ください
家具転倒防止器具等の取付
支援

大規模地震による家具等の転倒事故を防ぐた
め、対象となる方に家具転倒防止器具・ガラス飛
散防止フィルムの取付支援を行っています。詳細
は、各問合せ先にご連絡いただくか、区ホームペー
ジをご覧ください。
[対象／問合せ先]区内在住で ▼65歳以上の方
がいる世帯／高齢者福祉課支援係（区役所4階）
☎5608－6168　 ▼身体障害者手帳1級・2級、
愛の手帳1度～3度を持つ方がいる世帯／障害
者福祉課障害者給付係（区役所3階）☎5608－
6163　 ▼未就学児がいるひとり親世帯／防災
課防災係（区役所5階）☎5608－6206[助成上
限額] ▼家具転倒防止器具＝1万4500円　 ▼ガ
ラス飛散防止フィルム＝1万7500円 [申込み]
詳細は各問合せ先へ　＊受け付けは令和2年2
月28日まで

ご注意ください
緑化相談の一時休止

緑と花の学習園(文花2－12－17)で、毎週土
曜日の午前9時半～午後3時半(正午～午後1時を
除く)に実施している緑化相談を、12月と令和2
年1月はお休みしますので、ご注意ください。
[問合せ ]環境保全課緑化推進担当☎5608－
6208

ご存じですか
障害基礎年金

事故や病気等で、日常生活に著しく支障をき
たす障害の状態になったときに受けられます。
[ 対象 ]障害の状態が国民年金法の障害等級
1･2級に該当し、次のいずれかに当てはまる
方 ▼国民年金に加入中、または60歳以上65歳
未満で国内在住中に初診日があり、保険料の
納付要件（加入期間のうち、納付済期間が2/3
以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がな
いこと）を満たしている　 ▼ 20歳前に初診日
がある　＊国民年金法の障害等級と障害者手
帳の障害等級は異なる [支給額（月額）] ▼ 1級
＝8万1260円　 ▼ 2級＝6万5008円　＊初診
日が20歳前の場合は、所得による受給制限あ
り [ 問合せ ]国保年金課国民年金係☎5608－
6130

ぜひ、ご活用ください
子育て世帯定住促進支援事業

制度名 対象 助成内容 助成金額等
三世代同居・
近居住宅取得
支援

中学生以下の子
どもを扶養する
世帯

区内在住の親世帯と新たに同居または近
居するために、区内に住宅を取得した場
合の購入費の一部　＊この支援を受けた
場合、区と独立行政法人住宅金融支援機
構との事業協力連携により「フラット35
子育て支援型」の利用が可能

▼新築住宅購入＝50万円　 ▼中
古住宅購入＝30万円　＊「フラッ
ト35子育て支援型」を利用した
場合、借入開始後5年間、フラッ
ト35の借入金利から0.25%（年
利）引下げ

民間賃貸住宅
転居・転入支
援

未就学児を扶養
する世帯

区内で転居する場合や、区内在住の親世
帯と同居または近居するために、区外か
ら転入した場合の転居費の一部

▼引越し費用　 ▼賃貸借契約に
伴う仲介手数料　 ▼賃貸借契約
に伴う礼金　のいずれも12万円
を限度とし、最大36万円

注  上記のほかにも要件があります（詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照）。

子育て世帯の方が墨田区に長く住み続けられるよう、住宅の購入費や民間賃貸住宅への転居費を助
成しています。利用する場合は、転居・転入後3か月以内(転居・転入時点で第一子妊娠中の場合は1年
以内)の申請が必要となるなど、要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
[問合せ]住宅課計画担当☎5608－6215

【区長から】
このたびは、墨田区の緑化について貴重な
ご意見をいただき、誠にありがとうございます。
本区は、昭和47年の「緑化宣言」以来、緑化
を推進しています。また、平成22年に策定した
「墨田区緑の基本計画」では、緑を増やすだけで
なく、守ることも施策の一つに挙げています。
緑地を増やす事業としては、公共施設の壁
面緑化や屋上緑化を推進し、民有地に関して
は条例・要綱に基づいて一定の緑地確保を指
導しています。

地域の皆さんと緑を守り育てる事業として
は、「まちなか緑化事業」を実施しています。こ
れは、町会や自治会の皆さんと緑と花のサポー
ター（緑化ボランティア）の皆さんが協力し、
区が助成する花苗やプランターなどを使って
地域の緑化を進めていく事業です。現在は、区
内16か所で実施しています。
今後とも、区民・事業者の皆さんと連携し

ながら、さらに緑化推進に努めていきますので、
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
［問合せ］広報広聴担当☎5608－6221

区に寄せられたご意見から

両国に40年以上住んでいますが、まちに木々
や緑がとても少なく寂しいです。近隣区から来
た友人にも緑の少なさを指摘されました。そこ
で、緑化推進に取り組んでいただき、墨田区を
緑豊かなまちにしていただけないでしょうか。

冬はノロウイルスによる食中毒が増
える季節です
食品の衛生歳末一斉事業

■一斉監視指導の実施
年末には、贈答用などの多種多様な食品が大量
に流通し、宴会など会食の機会も増えます。保健
所では食中毒や食品による事故を防ぐため、12
月2日から年末まで、飲食店・スーパーマーケッ
ト等に対する一斉監視指導を実施します。
■ノロウイルスによる食中毒の予防
冬はノロウイルスによる食中毒が増加する季
節です。この食中毒は、ウイルスに汚染された二
枚貝を生や生に近い状態で食べた場合や、ウイル
スに感染した食品取扱者を介して汚染された食
品を食べた場合などに起こります。また、患者の
糞
ふん
便
べん
や嘔

おう
吐
と
物などからウイルスに感染すること

もあります。次の予防ポイントを守り、ノロウイ
ルスによる食中毒を防ぎましょう。
[予防ポイント] ▼ 石

せっ
鹸
けん
を使って十分に手洗いを

する　 ▼下痢や嘔吐等の症状がある場合は、食
品を直接取り扱う作業をしない　 ▼ノロウイル
スは熱に弱いので、二枚貝は中心部までよく加熱
する　 ▼牡

か
蠣
き
を生で食べるときは「生食用」の表

示があることを確認する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

広告 J：COMサービスにガスと電力まとめておトク！詳しくは専用ダイヤルまで☎0120－848－816（9:00～18:00）
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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 　　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）11月21日



教育支援資金をお貸しします
生活福祉資金貸付制度

所得が少ない世帯の学生で、対象となる方に
教育支援費(授業料等)と就学支度費(入学金)
をお貸しします。また、貸付けから返済完了ま
での間に、民生委員による相談援助活動が行わ
れます。
なお、令和2年4月に実施される大学等の修学
を支援する「高等教育の修学支援新制度（授業料
等減免と給付型奨学金）」または日本学生支援機
構の給付型・第一種奨学金が利用できる場合は、
その利用が優先です。詳細はお問い合わせくだ
さい。
[対象]所得の少ない世帯の学生で、高等学校・
高等専門学校・専修学校 (高等課程・専門課
程)・短期大学・大学に在学中、または進学予定
の方　＊東京都社会福祉協議会の審査あり [貸
付限度額] ▼教育支援費＝月3万5000円～6万
5000円(通常の貸付限度額で学費が不足する
場合は、貸付限度額の1.5倍の額まで貸付可)　

▼就学支度費＝50万円以内　＊いずれも学校
の種類により変動　＊支払済みの学費は対象外
[利子]無利子 [償還期間]卒業後6か月据置き・
14年以内に償還 [償還方法]均等月賦償還 [申
込み]随時、墨田区社会福祉協議会(東向島2－
17－14)☎3614－3902へ　＊申請受け付け
から貸付けまでは1か月程度必要

視覚に障害のある方に発行しています
墨田区のお知らせ「すみだ」
（区報）点字版・録音版

区では、ボランティア団体のご協力をいただき、
視覚に障害のある方へ、本紙、墨田区のお知らせ
「すみだ」（区報）の点字版と録音版（カセットテー
プ版、デイジー版）を発行しています。
いずれも、発行日の1日・11日・21日に、ご自
宅へ無料で郵送しています。点字版・録音版を希
望される場合は、お問い合わせください。
[問合せ ] ▼点字版＝広報広聴担
当（区役所６階）☎5608－6223　

▼録音版＝すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）☎5608－
3711

ご利用ください
墨田区のお知らせ「すみだ」
(区報)スマートフォンページ

墨田区のお知らせ「すみだ」(区報)は、スマー
トフォン向けにデザインしたページでもご覧に
なれます。特集ページのほか、「暮らし」、「健康・
福祉」、「子育て・教育」など、お好みのカテゴリー
ごとに記事を読むことができます。ぜひ、ご活用
ください。
[利用方法]スマートフォン版の区ホームペー
ジで「墨田区のお知
らせ」のアイコンを
タップ　＊下のコー
ドを読み取ることで
も区報のスマート
フォンページに接続
可 [問合せ]広報広聴
担当☎5608－6223

お早めにご相談ください
私立高等学校等入学資金

以下の対象となる方に、私立高等学校等への入
学時に必要な資金をお貸しします。
[対象]学校教育法に規定する私立高等学校等の
入学資金について、金融機関等からの調達が困難
で、次の全ての要件を満たす方 ▼進学予定者を
養育している　 ▼区内に1年以上居住している　

▼要件を満たす連帯保証人を付けられる　 ▼所
得が基準以下である(世帯によって異なるため、
詳細は問合せ先へ)[貸付限度額]50万円以内
(1000円単位)[利子]無利子 [償還期間]次のい
ずれかの期間 ▼貸付後6か月据置き・6年償還　

▼卒業後6か月据置き・3年償還 [償還方法]均等
月賦償還 [申込み]令和2年3月19日までに直接、
厚生課厚生係(区役所3階 )☎5608－6150へ　
＊申請受け付けから貸付けまでは10日程度必要

被害者への理解を深めましょう
犯罪被害者週間

11月25日～12月1日（犯罪被害者等基本法が
成立した12月1日以前の1週間）は犯罪被害者週
間です。犯罪の被害に遭うと、身体的被害のほか、
捜査や裁判に伴う負担、噂

うわさ
や中傷による精神的苦

痛など、多くの困難な問題に直面し、被害者とそ
の家族の生活は一変します。これを機に、犯罪の
被害に遭った方への理解を深めましょう。
■犯罪被害者やご家族・ご遺族のための電話相談
[とき]月曜日～金曜日の午前9時半～午後5時
半　＊火・水曜日は午後７時まで　＊祝日・年
末年始を除く [費用]無料 [相談窓口 ]公益社団
法人被害者支援都民センター☎5287－3336
■令和元年度犯罪被害者週間行事講演会「闇サイ　
　ト殺人事件の被害者遺族となって」＆コンサート
区では、犯罪被害者遺族による講演会および
新日本フィルハーモニー交響楽団によるコンサー
トを実施します。ぜひ、ご参加ください。
[ とき ]12月12日（木）午後1時半～3時50分　
＊開場は午後1時 [ところ]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)[内
容 ]磯谷 富美子氏（NPO法人犯罪被害当事者
ネットワーク緒あしす殺人事件被害者遺族の会
「宙の会」会員）による講演会、新日本フィルハー
モニー交響楽団員による弦楽四重奏　＊手話通
訳あり [定員]先着300人 [費用]無料 [申込み]
当日直接会場へ　＊事前申込みによる未就学児
の一時保育あり [問合せ]人権同和・男女共同
参画課人権同和担当☎5608－6322

ぜひ、ご登録ください
すみだ安全・安心メール

お持ちのスマートフォンやパソコン等のメー
ルアドレスに、区内で発生した気象・地震等の災
害情報や、犯罪・不審者等の防犯情報などを配信
しています。ご自身やご家族の安全対策にお役立
てください。
なお、登録の際は「sumidaku.mobi」のドメイ
ンからのメールを受信できるよう設定してくだ
さい。
[費用 ]無料　＊通信にかかる費用は自己負担
[利用方法]s@sumidaku.mobiへ空メールを
送信するか、区ホームページからメールアドレ
スを登録（右下のコードを読み取ることでも接
続可）[問合せ]安全支援課安全支援
係☎5608－6199　 ＊詳細 は 区
ホームページを参照

つながりささえあうみんなの地域づ
くり
歳末たすけあい運動

12月1日(日)～27日（金)に、歳末たすけあい
運動が行われます。皆さんからお寄せいただいた
募金は、その全額が高齢者や障害のある方への福
祉活動のほか、ボランティア活動、町会・自治会
の福祉活動、小地域福祉活動・ふれあいサロン活
動等、地域の様々な福祉活動に活用されます。皆
さんのご理解とご協力をお願いします。
[受付場所] ▼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分館（亀
沢3－20－11関根ビル4階）　 ▼地域活動推進課
（区役所14階）　 ▼お近くの民生委員・児童委員
[問合せ]墨田区社会福祉協議会☎3614－3900

情報をお寄せください
すみだの魅力発信サイト
「SUKI SUMI」

　区の魅力を区内外に広く発信するため、すみ
だの魅力発信サイト「SUKI SUMI」を開設して
います。区のイベント情報やまちの話題などを
動画や写真、文章などでお届けしていますので、
ぜひ、ご覧ください。
また、「このお店のランチがおいしい」や「こん

な素
す
敵
てき
な場所がありました」など、区内の魅力あ

ふれる場所の紹介のほか、サークル会員やイベン
ト参加者の募集等をすることができる「すみ
DIARY(自由投稿掲示板)」もあります。
ぜひ、皆さんの地域の情報をお寄せください。

[問合せ]広報広聴担当☎5608－6220　＊詳細
は、すみだの魅力発信サイト「SUKI SUMI」を参
照(右下のコードを読み取ることでも接続可)

区の世帯と人口（11月1日現在）

世帯 15万3627（+309）
人口 27万4687（+391）
男 13万5941（+205） ＊住民基本台帳による

女 13万8746（+186） ＊（　）内は前月比

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　＊写

真は ▼直接・郵送＝A4以下の紙に印刷する
か、jpeg形式でCD－Rに保存 ▼ Eメール
＝jpeg形式で添付（1通あたり3MB以内）
［注意事項］ ▼ 人物が含まれる写真は、肖像
権侵害等の防止のため、本人（未成年の場合
は親権者）の承諾が必要　 ▼ 氏名も掲載

▼応募写真は他媒体で使用する場合あり　

▼応募写真は一部手直しをする場合あり

コード

コード

コード

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
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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

暮
ら
し

平成31年度すずかけ大学後期講
座（全3回）

12月4日～18日の毎週水曜
日午前10時～正午

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

【テーマ】 ▼12月4日＝女帝の歴史　 ▼12月11日＝「婦選は鍵なり」
市川房枝が拓

ひら
いた世界　 ▼12月18日＝皇女たちの歴史　定先着30人　

費無料　申事前に電話で、すみだ女性センター☎5608－1771へ　
＊全日程参加できる方を優先　＊ 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11月25日までに申込先へ

クリスマスを彩
る「ハンギングバ
スケットづくり
講習会」

12月6日(金)午前10時～
正午

区役所1階アトリウム 対区内在住在勤の方　定先着15人　費3500円（5スリットのバスケッ
ト代・花代込み）　＊バスケットをお持ちで花代のみの場合は2500円　
持エプロン、薄手の手袋、作品を持ち帰るための袋　申11月21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

第4回フラワーアレンジメント
教室「クリスマスリース」〝幸運・
幸福を呼び込むお守り（リース）
を作ろう！〞

12月8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12月6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

花育講座「リース型ハンギング
バスケット作り」講習会

12月13日（金）午後1時半～
3時半　＊受け付けは午後1
時10分～

区役所1階アトリウム 内リース型の容器に冬の花を植え込む　対区内在住在勤在学の方　
定先着25人　費3300円（容器代・花代込み）　持エプロン、薄手の手
袋、作品を持ち帰るための袋　申11月21日午前9時から電話で環境保
全課緑化推進担当☎5608－6208へ

マンション管理士による無料相
談会

12月14日(土)午後1時～4
時　＊毎月第2土曜日に開
催

区役所1階区民相談
コーナー

内マンションの管理や修繕などについて、マンション管理士に相談する　
対区内マンション管理組合・居住者等　申当日直接会場へ　問 ▼住宅
課計画担当☎5608－6215　 ▼一般社団法人東京都マンション管理士
会墨田支部☎6413－8727

スーパーマーケットのしくみ 令和2年１月18日（土）午後
1時半～3時

西友錦糸町店(江東橋
4－27－14）　【集合場
所】東駒形コミュニティ
会館(東駒形4－14－1)

内店舗の裏側を見学し、スーパーマーケットの仕組みを学ぶ　対小学生
以上　＊小学校2年生以下は保護者の同伴が必要　定先着20人　費無
料　申事前に東駒形コミュニティ会館☎3623－1141へ

健
康
・
福
祉

シニアのためのいきいきトレー
ニング教室（第3期）

いきいきプラザ(文花
1－32－2)

対区内在住の60歳以上でこれから運動を始めたい方　費無料　問い
きいきプラザ☎3618－0961

▼説明会 12月2日 (月 )午後1時～、
12月5日(木)午前10時～　
＊いずれも同一内容で1時
間程度

内シニア向け機器を使った無理のない筋力向上トレーニング教室の詳
細や申込方法の説明会　定各日先着10人　申事前に電話で問合せ先
へ

▼本教室（各部全24回） 令和2年1月6日～3月30日
の月・木曜日 ▼午前の部＝
午前10時～正午　 ▼午後の
部＝午後1時～3時 ＊2年1
月13日を除く

申説明会への参加と、説明会で配布する主治医の意見書の提出が必要
（意見書の作成費用は自己負担）

男性介護者教室 ケアＭＥＮすみ
だ「アンガーマネジメント②〝心
穏やかな日々のために〞」

12月5日(木)午後1時半～
3時半

区役所会議室122(12
階)

内演習を交えながら怒りのコントロール方法について学ぶ　対区内在
住の男性　定先着20人　費無料　申事前に教室名・住所・氏名・年齢を、
電話またはファクスで、みどり高齢者支援総合センター☎5625－6541・
℻  5625－6501へ　問高齢者福祉課相談係☎5608－6174・℻  5608－6404

ふくの会（なりひら認知症家族
会）

12月7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

みどり認知症サポーターフォロー
アップ講座

12月7日(土)午後2時～3
時半

オウトピアみどり苑
(緑2－5－12)

内4大認知症の理解と対応について学ぶ　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

歌声喫茶〝アコーディオン演奏で
懐かしい唄を歌いましょう〞

12月10日(火)午後1時半～
4時

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、身体に障害のある方　定50人(抽選)　
費無料　申催し名・住所・氏名・年齢・ファクス番号を、直接または
電話、ファクスで11月28日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－
3721・℻  5608－3720へ

高齢者「プリザーブドフラワー
と造花で作るお正月飾り教室」
〝お正月を素

すてき
敵に飾りましょう〞

12月12日(木 )
午後1時半～3
時半

梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内)

対区内在住で60歳以上の方　定16人(抽選)　費2000円(材料費)　持ワ
イヤーが切れるはさみ、木工用ボンド、作品を持ち帰るための袋　申11
月25日までの午前9時～午後5時に梅若ゆうゆう館☎5630－8630へ

認知症を知ろう「からだを動かし、
認知症を予防しよう」

12月13日（金）午後1時半～
3時

ベレール向島(東向島
2－36－11)

内理学療法士から正しい体の動かし方を学ぶ　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

高齢者ふれあい交流会 12月13日(金)午後１時半～
3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)

内おしゃべり、歌、レクリエーションダンス等　対区内で一人暮らし
をしている75歳以上で老人クラブ未加入の方　＊老人クラブ加入者の
募集は別途実施　定先着20人　費無料　申11月22日から電話で墨
田区老人クラブ連合会事務局(高齢者福祉課内)☎5608－6167へ　
＊受け付けは月曜日～金曜日の午前10時～午後4時

令和元年度墨田区高齢者見守り
活動報告会「意思と遺志の再確
認〝高齢者みまもり相談室の活動
から〞」

12月16日(月)午後1時半～
3時半　＊受け付けは午後1
時～

内高齢者みまもり相談室の活動報告、講演会「今すぐ始める生前整理」
【講師】石見良教氏(アールキューブ株式会社あんしんネット事業部長)　
＊参加者にはエンディングノートを配布　定先着150人　費無料　
申当日直接会場へ　問高齢者福祉課地域支援係☎5608－6170

フラワーアレンジメント教室〝ク
リスマス、お正月に使える２
wayアレンジメント〞

12月16日（月）午
後1時半～3時半

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2500円　申11月
28日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

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

食中毒予防　手洗いは食中毒を防ぐ基本です　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943お知らせ

4 墨田区のお知らせ 2019年（令和元年）11月21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

健
康
・
福
祉

「すみだハート・ライン21事業」
「ミニサポート事業」説明会

12月16日（月）午後2時～3
時半、12月17日（火）午前
10時～11時半

▼ 12月16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）　 ▼12月
17日＝地域福祉プラッ
トフォーム キラキラ茶
家(京島3－49－18）

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 ▼ 12月16日＝先着20人　 ▼ 12月17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

ひきこもりの若者とその家族を
応援する「すみだみんなのカフェ
（居場所）」（全４回）

▼第1回＝12月18日　 ▼第
2回＝令和2年1月15日　

▼第3回＝令和2年2月19
日　 ▼第4回＝令和2年3月
18日　＊いずれも水曜日
午後1時半～3時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内ミニ講座とグループワーク　【テーマ】 ▼第1回＝「ひきこもりを考
える〝病気や障害を視野に入れて〞」　 ▼第2回＝「コミュニケーション
のコツ」　 ▼第3回＝「家族関係をみつめなおす」　 ▼第4回＝「焦らな
い社会参加」　対区内在住在勤在学で、自身がひきこもり状態である
方やその家族　定先着20人　費無料　申事前に電話で保健予防課精
神保健係☎5608－6506へ

「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）

▼金曜日コース＝令和2年1
月17日～2月28日の金曜日
（1月31日を除く）　 ▼火曜
日コース＝令和2年1月21
日～3月3日の火曜日（2月
11日を除く）　＊いずれも
午後1時～2時45分

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

内介護予防の基礎知識と高齢者向けのトレーニング方法を学ぶ　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12月17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　＊受け付けは午前10時～午後6時（土・日曜日、
祝日を除く）　問高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

ぜん息児のための音楽療法教室
「腹式呼吸を学びませんか」（全４
回）

令和2年1月18日（土）・19
日（日）、2月1日（土）・2日
（日）午前10時～正午

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

内発作時の息苦しさを楽にする腹式呼吸について音楽を通して学ぶ
対区内在住で、気管支ぜん息等の症状がある3歳～小学校１年生の子
どもとその保護者　定先着20組　＊1日のみの参加も可　費無料　
申12月2日から保健計画課保健計画担当（区役所5階）☎5608－6190
へ　＊事前申込みによる子ども（参加児童の兄弟姉妹）の一時保育あり

子
育
て
・
教
育

青少年健全育成区民大会 11月23日(祝)午後2時～4
時半

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

内式典、青少年健全育成作文入賞者の表彰、受賞作品の朗読、アトラク
ション「みんなの知らないすみだくのおはなし」　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☎5608－6503

冬のおたのしみ会 費無料　

▼ひきふね図書館 12月7日（土）午前10時半～
11時半　＊整理券の配布は
午前10時～

ひきふね図書館（京島
1－36－5）

内おはなし会、人形劇等　対3歳～小学生　＊子ども1人につき保護
者1人の同伴可　定先着30人　申当日直接会場へ　問ひきふね図書
館☎5655－2350

▼ 立花図書館「今年もあの人
がやってくる！」

12月14日（土）午後2時～3
時

立花図書館(立花6－
8－1－101)

内手遊び、ブックトーク、絵本の読み聞かせなど　対幼児～小学生　
＊保護者の同伴可　申当日直接会場へ　問立花図書館☎3618－2620

▼ 緑図書館「うごくサンタを
つくろう！」

12月14日（土）午後3時～4
時

緑図書館（緑
2－24－5）

内読み聞かせとミニこうさく会　対幼児～小学生　＊保護者の同伴可
定 ▼ミニこうさく会＝先着20人　申当日直接会場へ　＊午後2時から
ミニこうさく会の整理券を配布　問緑図書館☎3631－4621

みんなで楽しもう「冬のおたの
しみ会」

12月14日（土）午後2時～3
時

横川コミュニティ会館
(横川5－9－1)

内手遊び、読み聞かせ、わらべうた　対乳幼児・小学生とその保護者　
費無料　申当日直接会場へ　問横川コミュニティ会館☎5608－4500

仕
事
・
産
業

「干
え と ね
支子」江戸木目

込人形作り
12月8日（日）午前10時～午
後4時　＊途中1時間の休憩
あり

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

内すみだを代表する製品をつくる職人「すみだマイスター」から直接
教わりながら来年の干支「子」の人形を作る　対中学生以上　定先着
20人　費2000円(材料代)　申11月21日午前9時から電話で、す
みだ産業会館☎3635－4351へ

令和元年度23区合同説明会 令和2年1月12日（日）午前
10時～午後4時（予定）

立教大学池袋キャンパ
ス（豊島区西池袋3－
34－1）

内 ▼各区・組合の概要・特色・魅力・求める人材などの説明　 ▼技
術職・専門職の個別相談等　対令和2年度以降の特別区職員採用試験・
選考受験希望者　＊受験資格等の詳細は、特別区人事委員会のホーム
ページを参照　定先着7000人程度　費無料　申当日直接会場へ　
問 ▼職員課人事担当☎5608－6244　 ▼特別区人事委員会事務局任
用課採用係☎5210－9787

墨田区特定創業支援等事業「す
みだ起業ゼミ2020」（全５回）

令和2年1月18日、2月1日・
15日・29日、3月14日い
ずれも土曜日午後1時～5
時10分　＊最終日は午前9
時～午後5時

区役所会議室122（12
階）

内経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身に付け、ビジネスアイ
ディアの発想や、ビジネスプランの作成等について学ぶ　＊カリキュ
ラムの詳細は区ホームページを参照　対原則、すべての講義に出席で
きる15歳以上（中学生・高校生を除く）で、区内で起業・創業意思があ
る方、または起業・創業して5年未満の方　＊新規事業を立ち上げる
方も可　定30人（選考）　費3000円　＊懇親会参加者は別途、会費が
必要　申住所、氏名（ふりがな）、電話番号、メールアドレス、年齢、性別、
創業（予定）業種・時期、応募理由を、ファクスまたはEメールで12月
20日までに経営支援課経営支援担当☎5608－6185・℻  5608－
6934・ KEIEI@city.sumida.lg.jpへ　＊件名は「起業ゼミ2020」と
明記

税
金
・
国

保

決算説明会「青色申告決算書・
収支内訳書の作成方法、e-Tax
の概要、消費税の概要など」

▼不動産所得者＝12月5日
（木）午前10時～正午、12
月6日（金）午後2時～4時　

▼ 事業所得者＝12月5日
（木)午後2時～4時、12月6
日(金)午前10時～正午

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)　＊車で
の来場は不可

費無料　持筆記用具　申当日直接会場へ　＊年末調整の仕方や給
与支払報告書の作成方法に関する資料等も配布　問 ▼税務課課税
係☎5608－6135　 ▼本所税務署☎3623－5171　 ▼向島税務署
☎3614－5231　 ▼台東都税事務所個人事業税係☎3841－1683

文
化
・

ス
ポ
ー
ツ

うめわか文化祭（コース型教室発
表会）

11月23日（祝）午前10時～
正午　＊開場は午前9時半～

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内チアダンス・ヒップホップ・フラダンス・太極拳・カンフー教室の発表
会　費無料　申当日直接会場へ　問スポーツプラザ梅若☎5630－8880

第66回墨田区文化祭「さくら
フェスティバル〝dance〞」

11月30日(土)午前10時～
午後4時

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

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

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お知らせ
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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 ☎ ＝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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

点字用紙で作るクリスマスグッ
ズ

12月1日(日)午後1時半～
3時半　＊時間内であれば、
自由に入退場可

緑図書館（緑2－24－
5）

内点字で自分の名前を書いたクリスマスカードを作る　費無料　申当
日直接会場へ　問緑図書館☎3631－4621

子ども水泳教室(各教室全3回) 両国屋内プール(横網
1－8－1)

定各先着15人　＊クロール教室・平泳ぎ教室は合計で15人　費各教室
3300円　申11月21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　＊詳細は申込先へ

▼水慣れ・水遊び教室 12月5日～19日の毎週木曜
日午後3時～3時50分

対4歳以上の未就学児

▼クロール教室・平泳ぎ教室 12月21日(土)～23日(月)
の午前10時～10時50分

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以上泳げる小学生

区総合体育館公開講座〝勝つカラ
ダを作る食〞スポーツ栄養学講座

12月5日(木)午後7時～9
時

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

内柔道日本代表チーム帯同の栄養士から、試合前の効果的な食事や日
常の栄養の摂取法について学ぶ　【講師】上村 香久子氏　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12月2日まで

特集展示「赤穂義士の物語」 12月7日（土）～令和2年1月
26日（日）の午前9時～午後
5時　＊入館は午後4時半ま
で　＊毎週月曜日（祝日の
ときは翌日）・毎月第4火曜
日、12月29日（日）～2年1
月2日（木）は休館

すみだ郷土文化資料館
（向島2－3－5）

内物語本「夕ひばり」や浮世絵など赤穂義士の物語に関する資料の展
示　＊期間中、展示リーフレット（カレンダー付き）を進呈（１人１部・
なくなり次第配布終了）　費 ▼個人＝100円　 ▼団体（20人以上）＝80
円　＊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　申期間中、直接会場へ　問すみ
だ郷土文化資料館☎5619－7034

墨田区交響楽団　クリスマスコ
ンサート

12月8日（日）午後2時～　
＊開場は午後1時半～

緑コミュニティセン
ター(緑3－7－3)

【出演】蛯澤 亮(指揮)　【曲目】おもちゃのシンフォニー、アイネ・クラ
イネ・ナハトムジーク、「くるみ割り人形」より花のワルツなど　定先
着150人　費1000円(全席自由)　＊中学生以下は無料　申事前に住
所・氏名・電話番号・チケット枚数を、電話またはEメールで墨田区交
響楽団　粟井雅俊☎3626－4187・ info@sumikyo.comへ　問文
化芸術振興課文化芸術・国際担当☎5608－6212

すみだランフェスタ〝墨田区総合
運動場開場記念〞

令和2年2月9日（日）　＊詳
細は区ホームページを参照

区総合運動場（堤通2－
11－1）、東白鬚公園
（堤通2－２－１）

種／対 ▼はじめてのラン（63.4ｍ）／3歳以上の未就学児　 ▼ファミ
リーラン（1.5km）／小学校1年生～3年生とその保護者　 ▼小学校4
年生以上(1.5km）　 ▼中学生（3km）　 ▼一般（５km）／高校生以上　

▼一般（10km）／高校生以上　定・費・申各種目先着順　＊詳細
は問い合わせるか、区ホームページを参照　問スポーツ振興課スポー
ツ振興担当☎5608－6312

イ
ベ

ン
ト

BIG SHIPクリスマスJAZZコ
ンサート

12月21日（土）午
後6時～　＊開場
は午後5時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内ディキシ―ランドなどのジャズコンサート　【出演】深澤芳美
氏とキャロライナシャウト　定先着120人　費 ▼前売り券＝2800円　

▼当日券＝3000円　＊全席自由　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

区
政
そ
の
他

すみだタウンミーティング「産
業振興を通したまちづくり」

12月12日（木）午後7時～8
時半

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

内産業振興を通した、すみだの将来像について、区長を交えて話し合う　
定先着40人　費無料　申事前に催し名・住所・氏名・電話番号・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　＊電子申請も可（左のコードを読み取ることでも
電子申請のページに接続可）　＊受け付けは12月6日まで（手話通訳を希
望する場合は12月2日まで）　問地域活動推進課まなび担当☎5608－
6202

ぽ
け
っ
と

令和元年度通信制大学院合同入
学説明会

11月30日（土）午前11時～
午後4時

日本大学通信教育部3号
館地下多目的ホール（千
代田区五番町12－5）

費無料　申当日直接会場へ　問公益財団法人私立大学通信教育
協会☎3818－3870

相続寺子屋区民講座「もめない
ための相続の基礎」

12月3日（火）・19日（木）午
前10時～正午

▼12月3日＝みどりコ
ミュニティセンター(緑
3－7－3)　 ▼12月19
日＝曳舟文化センター
(京島1－38－11)

定各日先着15人　費無料　申当日直接会場へ　問相続寺子屋東京事
務局☎090－9014－8106

＝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

仕
事
・
産
業

臨時職員の募集 内事務補助　【賃金】時給1080円　【雇用期間】最長で令和
2年3月31日まで　＊配属先によって異なる　【採用数】若
干名　選書類選考

申履歴書を直接または郵送で12月4日（必着）までに、〒130－8640
職員課人事担当（区役所8階）☎5608－6244へ

文
化
・

ス
ポ
ー
ツ

令和2年度「すみだ文化芸術活動
助成金」の募集

内広く区民等に公開され、区の文化芸術振興に寄与する
公益性の高い文化芸術事業への助成　対区内を活動拠点
とする文化芸術団体　【助成限度額】100万円　＊助成の
可否・金額は選考会での検討に基づき、公益財団法人墨田
区文化振興財団が決定

申応募用紙を郵送で12月13日（必着）までに、公益財団法人墨
田区文化振興財団助成事業担当（〒130－0013錦糸1－2－3）
☎5608ー5446へ　＊応募方法等の詳細は募集要項を参照（募
集要項と応募用紙は申込先で配布しているほか、すみだ文化芸
術情報サイトからも出力可）

＝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

ター(緑3－7－3)

コード
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