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＝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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健
康
・
福
祉

今こそストップ！薬物乱用「令
和元年度薬物乱用防止ポスター・
標語作品展」

12 月 16 日 ( 月 ) ～ 19 日
(木)の午前10時～午後4時　
＊最終日は午後3時まで

区役所1階アトリウム 内薬物乱用防止をテーマに中学生が作成したポスターと標語の展示　
＊全ての応募作品が展示できない場合あり　費無料　申期間中、直接
会場へ　問保健計画課保健計画担当☎5608－6189

ローズティーの会（同愛認知症家
族会）

12月20日（金）午後1時～3
時

同愛記念ホーム（横網
2－1－11）

内悩みの共有、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、認知症や介護に関心がある方　定先着10人　費無料　
申事前に同愛高齢者支援総合センター（亀沢2－23－7塚越ビル1階）
☎3624－6541へ

こうめ会（認知症家族介護者教
室）

12月24日（火）午後1時半～
3時半

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内介護している中で起こる、「怒り」のコントロール方法について学ぶ　
定先着15人程度　費無料　申事前に、こうめ高齢者支援総合センター
（すみだ福祉保健センター内）☎3625－6541へ

第5回さくらんぼの会（認知症家
族介護者教室）「知っています
か？お口の働き〝食べること・話
すこと〞」

12月27日（金）午後1時～2
時半

シルバープラザ梅若（墨
田1－4－4）

内言語聴覚士から、口
こうくう
腔機能について学ぶ　対認知症の方を介護して

いる方や認知症に興味がある方　定先着20人　費無料　申事前に、う
めわか高齢者支援総合センター（シルバープラザ梅若内）☎5630－
6541へ

健康づくり教室「初心者向けリ
ズム体操教室」(全6回)

令和2年1月8日～2月12日
の毎週水曜日 ▼1時半コー
ス＝午後1時半～2時50分　

▼3時コース＝午後3時～4
時20分

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

対区内在住在勤の20歳以上で、医師から運動を
制限されていない方　定各コース15人(抽選)
費無料　申 12月21日までに、すみだ福祉保健
センター☎5608－3729へ

こころの病のある方の家族の会
〝家族同士で情報交換しません
か〞

令和2年1月15日（水）午前
10時～正午

本所保健センター（東
駒形1－6－4）

内参加者同士で、日頃の悩みを話し合い、病気や福祉制度などについて
情報交換する　対区内在住で、こころの病のある方の家族　定先着20
人　費無料　申事前に電話で本所保健センター☎3622－9137へ

楽チン体操脳活アップ
教室（全5回）

令和2年1月16日 ～2月
13日の毎週木曜日午後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 20人（抽選）　費無料　申 12月18日
までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

新春 生バンドコンサート「ダウ
ンタウンブギウギバンドのギタ
リストとドラマーがやって来
る！」

令和2年1月23日（木）午後2
時～4時

対区内在住で、60歳以上の方または身体に障害のある方　定 60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12月18日までに、すみだ福祉保健センター
☎5608－3721・℻  5608－3720へ

お酒のたしなみ講座「長く飲め
る人と飲めなくなる人」

令和2年1月30日(木)午後
2時～4時

区役所会議室122（12
階）

内アルコールが及ぼす影響と依存症への理解を深め、どんな飲み方が
危険なのかを考える　【講師】石久保 亮氏（精神保健福祉士）　対区内
在住在勤の方　定先着30人　費無料　申 12月12日午前8時半から電
話で向島保健センター☎3611－6193へ

子
育
て
・
教
育

こども将棋教室体験 12月24日（火） ▼初心者＝
午後4時～5時　 ▼初級者＝
午後5時15分～6時15分

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対小・中学生　定各教室先着10人　費各教室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

すみだキラキラママのつどい 12月25日(水)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)

対親子　＊妊婦・母親のみの参加も可　定 ▼ ベビーヨガママヨガ＝
先着6人　 ▼幼児教室体験＝先着6人　 ▼英国式リフレクソロジー＝
先着7人　 ▼肩痛ケア＝先着7人　費各プログラム800円(材料費込み)　
申事前にプログラム名・氏名・子どもの年齢を、Eメールで、すみだ
キラキラママのつどい kirakiramamasumida2010@gmail.com
へ　問みどりコミュニティセンター☎5600－5811

やひろ街かど食堂 令和2年1月7日（火）午前10
時～午後3時

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内おせちのアレンジ料理と七
ななくさがゆ
草粥を「地域のおかあさん」と一緒に作っ

て食べる　定先着30人　費 ▼中学生以下＝200円　 ▼高校生以上＝
300円　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは
12月28日までの午前9時～午後8時（12月16日は休館）

幼児ダンス（ヒップホップ）教室
（全10回）

令和2年1月11日～3月14
日の毎週土曜日午後6時～6
時45分

対 3歳以上の未就学児　定先着25人　費 5000円　持飲物、タオル　
申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは2年1月5
日までの午前9時～午後8時（12月16日、12月29日～2年1月3日は休
館）

母と子のリラックスタイム 令和2年1月14日(火)、2月
18日(火)、3月10日(火)午
前10時～11時半　＊受け
付けは午前９時半～

本所保健センター(東
駒形1－6－4)

内子育てについて語り合い、リフレッシュする　対区内在住で未就
学児の母親　定各日先着10人　費無料　申事前に本所保健センター
☎3622－9137へ　＊事前申込みによる未就学児の一時保育あり

赤ちゃんとお手てで話そうベビー
サイン

令和2年１月14日（火）午前
10時半～正午

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内言葉を話せるようになる前の赤ちゃんと、手話やジェスチャーを使っ
てコミュニケーションを取る方法を学ぶ　対6か月（お座りができる程
度）～１歳6か月の乳児とその保護者　定先着12人　費 500円　申事
前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは2年1月8日まで
の午前9時～午後8時（12月16日、12月29日～2年1月3日は休館）

人形劇団ピコット 令和2年1月25日(土)午後
1時半～2時半

東駒形コミュニティ会
館(東駒形4－14－1)

内人形劇「ジャックとまめの木」「はらっぱのダンス」「おなかのへる
うた」「おもちゃのチャチャチャ」の上演　定先着150人程度　＊未
就学児は保護者の同伴が必要　費無料　申事前に東駒形コミュニティ
会館☎3623－1141へ

4－35－17)
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  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
☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

＝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 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

いよいよオリンピックイヤー
新しいこと始めませんか？「コー
ス型教室」

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対16歳以上の方　申12月11日午前9時から両国屋内プール☎5610－
0050へ　＊詳細は問い合わせるか、両国屋内プールのホームページを
参照

▼初心者ヨガ（月曜日A・
Bコース、水曜日C・D・
Hコース、金曜日Eコー
ス～Gコース）各コース
全11回

令和2年1月6日（月）～3月
30日（月）　＊祝日を除く　

定各コース先着30人　費各コース1万2100円　＊体験は1回1100円　
＊各コースの詳細は申込先へ

▼成人水泳教室(初級、中・
上級）各教室全11回

令和2年1月6日～3月30
日の ▼ 初級＝月曜日午後
2時～または金曜日午後7
時～ ▼中・上級＝木曜日
午後2時～ ＊祝日を除く

定各教室先着10人　費各教室1万2100円
＊体験は1回1100円　＊各教室の詳細は申込先へ

Ｂリーグ「サンロッカーズ渋谷　
対 アルバルク東京」観戦ご招待

令和2年1月22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　費無料　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12月26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2人まで申込可）　＊中
学生～18歳の方は保護者の同意を往復はがきに記載

区民体育祭「少年サッカー大会」令和2年2月2日（日）・9日
（日）・11日（祝）・16日（日）
午前8時～午後4時

荒川四ツ木橋緑地少年
サッカー場（東墨田二
丁目地先）ほか

費１チーム4000円　＊2年1月19日（日）午前9時から、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）で行われる代表者会
議で支払　申電話で12月20日までに、スポーツ振興課スポーツ振興
担当☎5608－6312へ　問墨田区サッカー協会 小林雄二☎090－
2240－9409

イ
ベ
ン
ト

すみだ観光ガイドが案内する
「隅田川七福神めぐり」

令和2年1月4日（土）・5日
（日）午前10時～午後１時　
＊集合 は 午前9時50分　
＊荒天中止

【集合場所】吾妻橋観光
案内所（区役所2階）　
【解散場所】東武鉄道伊
勢崎線鐘ヶ淵駅

内観光ガイドとともに、三囲神社や長命寺などの隅田川七福神をめ
ぐる　定各日先着45人程度　費各日1500円（資料代・保険料込み）　
＊向島百花園の入園料が別途必要　申事前に催し名、希望日、代表者
の住所・氏名・電話番号、参加人数を、はがきまたはファクス、Eメー
ルで墨田区観光協会（〒130－0001吾妻橋3－4－5）☎5608－
6951・℻  5608－7130・ guidetour@visit-sumida.jpへ　＊墨田
区観光協会のホームページからも申込可　問 ▼墨田区観光協会　 ▼観
光課観光担当☎5608－6500

みどりコメディナイト 令和2年1月24日 (金 )、2
月 21 日 ( 金 )、3 月 20 日
(祝)午後7時～8時半

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内区を盛り上げたい芸人が大集合するお笑いライブ　定各日先着25
人　費各日500円　＊18歳以下の方は無料　申当日直接会場へ　
問みどりコミュニティセンター☎5600－5811

区
政
そ
の
他

〝日曜日に2会場で開会！〞墨田
区議会議会改革特別委員会の
傍聴

12月22日（日）午後1時～2
時半　＊開場は午後0時半

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）　

定各会場先着190人　費無料　申当日直接会場へ　問区議会事務
局☎5608－6352

12月22日（日）午後4時～5
時半　＊開場は午後3時半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－7)

介護保険事業運営協議会の傍
聴

12月24日 ( 火 ) 午後1時
半～

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)

定先着5人　費無料　申事前に介護保険課管理・計画担当(区役所4
階)☎5608－6924へ　＊協議会の議事録は後日、区民情報コーナー
(区役所１階)、区ホームページで閲覧可

すみだ景観フォーラム主催講
座「名所江戸百景から見るす
みだの景観の今と昔」

令和2年１月29日（水）午後
7時～8時半

内歌川広重が描いた「名所江戸百景」の風景から現在のすみだの風景
への変遷を学ぶ　【講師】渡部良雄氏（NPO法人江戸百景と東京の風景
の会代表）　定先着30人　費無料　申事前に催し名、代表者の住所・
氏名・電話番号、参加人数を、直接または電話、ファクス、Ｅメールで
都市計画課景観・まちづくり担当（区役所９階）☎5608－6266・
℻  5608－6409・ TOSHIKEIKAKU@city.sumida.lg.jpへ　＊受け
付けは2年1月15日午後5時まで

ぽ
け
っ
と

劇団桟敷童子
新作公演「獣唄」

▼ 12月12日(木)午後7時～

▼12月13日(金)午後2時~　

▼12月14日(土)午後1時～・
午後6時～　 ▼ 12月15日
(日)午後1時～　＊受け付
けは開演の1時間前～

すみだパークスタジオ
倉(横川1－1－10鈴
木興産敷地内)

【出演】村井國夫氏ほか　費 ▼指定席＝3800円　 ▼前売り自由席(学
生・区内在住の方)＝3300円　 ▼当日自由席＝3800円　＊自由席
は予約番号順に入場　申 ▼ 当日自由席＝当日電話連絡の上、直接会
場へ　 ▼その他＝事前に代表者の住所・氏名・電話番号、観劇人数を、
電話またはファクス、Eメールで、劇団桟敷童子☎5637－8902・
℻  5637－8547・ s-douji@imail.plala.or.jpへ

第27回市民公開講座「役に立
つ放射線治療〝その基本から
最新治療まで〞」

令和2年1月11日（土）午後2
時～4時

都立駒込病院別館1階
講堂（文京区本駒込3－
18－22）

【講師】清水口 卓也氏・待鳥 裕美子氏（都立駒込病院放射線診療科医
師）　定 150人（抽選）　費無料　申代表者の郵便番号・住所・氏名
(ふりがな)・電話番号、参加者全員の氏名(ふりがな)を、往復はが
きまたはEメールで12月13日（消印有効）までに、都立駒込病院がん
拠点事務局（〒113－8677文京区本駒込3－18－22）☎4346－
0041・ koukaikouza@cick.jpへ

うた！うた！歌のこころIL DEVU
とともに

令和2年１月16日（木）午後
7時～　＊約2時間　＊開場
は午後6時

東京オペラシティコン
サートホール（新宿区
西新宿3－20－2）

内 ▼第1部＝第28回〝明日のTOKYO〞作文コンクール表彰式　 ▼第2
部＝都民コンサート「うた！うた！歌のこころIL DEVUとともに」　
対都内在住在勤在学の小学生以上　＊未就学児の入場不可(3か月以
上の未就学児の一時保育あり)　定 1500人（抽選）　費無料　申代表
者の郵便番号・住所・氏名・電話番号、参加者全員の人数（4人まで)・
年齢、一時保育の希望の有無（有の場合は子どもの人数・年齢も）、車
いす席希望の有無(有の場合は席数も）を、往復はがきで12月16日(必
着)までに、「東京都人材支援事業団コンサート」公演窓口(〒150－
0047渋谷区神山町5－5NRビル5階)☎6271－8520へ　＊都内在勤
の方は、勤務先の名称・所在地も明記　＊東京都人材支援事業団のホー
ムページからも申込可

令和2年1月22日（水） 区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

上級）各教室全11回

村井國夫

IL DEVU
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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

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

子
育
て
・
教
育

「(仮称)墨田区子ども・子育て
支援総合計画」(案)のパブリッ
クコメント(意見募集)

【案の閲覧期間】12月27日(金)まで　【閲覧場所】子
育て支援課(区役所4階)、子育て支援総合センター
(京島1－35－9－103)、区民情報コーナー(区役所
1階)　＊土・日曜日、祝日は区民情報コーナーのみ　
＊区ホームページでも閲覧可

【ご意見の提出方法】ご意見(A4用紙1枚程度で書式自由）と、住所・
氏名(団体名)・年齢・性別・電話番号を、直接または郵送、ファクス、
Ｅメールで12月27日(必着)までに、〒130－8640子育て支援課
子育て計画担当(区役所4階)☎5608－6084・℻  5608－6404・
KOSODATE＠city.sumida.lg.jpへ

「墨田区子ども読書活動推進計画
(第４次)」(案)のパブリックコ
メント(意見募集)

【案の閲覧期間】令和2年1月10日(金)まで　【閲覧場
所】 ▼区民情報コーナー(区役所１階)　＊年末年始
を除く　＊区ホームページでも閲覧可　 ▼ひきふね
図書館　＊12月19日～2年1月4日は休館　＊開館
期間は墨田区立図書館ホームページでも閲覧可

【ご意見の提出方法】ご意見(A4用紙1枚程度で書式自由）と、住所・氏
名(団体名)・電話番号を、直接または郵送、ファクス、Ｅメールで2年
1月10日(必着)までに、ひきふね図書館 (〒131－0046京島1－36－
5)☎5655－2350・℻  5655－2351・ HIKIFUNE@city.sumida.
lg.jpへ

仕
事
・
産
業

令和２年度墨田区社会福祉事業
団の常勤職員募集

対社会福祉士、介護福祉士、保育士、主任介護支援
専門員、介護支援専門員、看護師、保健師、理学療
法士、作業療法士、臨床心理士、臨床発達心理士の
いずれかの資格・免許をお持ちの方　【採用数】若
干名　選書類選考、筆記選考、面接　【筆記選考・
面接の実施日】令和2年１月18日（土）・19日（日）  
ほか　＊日程の詳細は、書類選考合格者に後日通知

申事前に電話連絡の上、履歴書と、「応募動機や仕事に対する考え方」
をまとめた作文（1200字程度で書式自由）を、直接または郵送で2年
1月4日（必着）までに墨田区社会福祉事業団（〒131－0033墨田区向
島3－36－7）☎5608－3719へ　＊業務内容や応募要件等の詳細は
問い合わせるか、墨田区社会福祉事業団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＝選考方法

[問合せ]文化芸術振興課文化芸術・国際担当 ☎5608－6115      https://hokusai-museum.jp

一部展示替えを行い後期展示スタート！
北斎没後170年記念 北斎 視覚のマジック 小布施北斎館名品展
　11月19日から始まった本展は、一部展示替えを
行い、12月17日から後期展示が始まります。後期に
は「柳下傘持美人」や『肉筆画帖』などの北斎の傑作
をご覧いただくことができます。ぜひ、ご来館くだ
さい。
　なお、右の「北斎名品コレクション㉙」でご紹介す
る祭屋台天井絵「鳳凰」「男浪」は前期後期を通じ展
示しています。
[とき] ▼後期＝12月17日(火)～令和２年１月19日
（日）の午前9時半~午後5時半 ＊入館は午後5時まで　
＊休館日を除く[ところ]すみだ北斎美術館(亀沢2－
7－2)［入館料］ ▼一般＝1200円　 ▼高校生・大学生・
65歳以上の方＝900円 ▼中学生・障害のある方＝

400円　＊団体等各種
割引あり　＊観覧日当
日に限り、常設展も観
覧可能 ＊詳細は、す
みだ北斎美術館のホー
ムページを参照［問合
せ］すみだ北斎美術館
☎6658－8936

▲ 『肉筆画帖』より「塩鮭と白鼠」北斎
館所蔵 ▲「柳下傘持美人」北斎館所蔵

　天保15年(1844年)、北斎が85歳の
時に小布施町を来遊し、約半年を費やし
て東町祭屋台の天井絵として描いたとい
われています。屋台の天井には、この「鳳
凰」と「龍」がはめ込まれました。

　東町祭屋台天井絵を描いた後の弘化2
年(1845年)から翌年にかけて、上町祭
屋台の天井絵として描いたといわれて
います。天井にはめ込まれたのは、この
「男浪」に加え「女浪」の2図で、合わせて
「怒涛図」と呼ばれています。

「上町祭屋台天井絵 男浪」
小布施町上町自治会所蔵 北斎館寄託

北斎名品コレクション㉙
「北斎 視覚のマジック 小布施北斎館名品展」に展示される北斎の作品を
2点ご紹介します

「東町祭屋台天井絵 鳳凰」
小布施町東町自治会所蔵 北斎館寄託

　皆さんが撮影した写真を区報に掲載します。どしど
しお寄せください。
［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）の了承が必要　

▲

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

あなたの好きな、すみだの風景を教えてください！

1日号に掲載中！
次回は2月1日号

スマートフォンで
撮影した写真もOK!

どんどん送ってください。
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