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◆2面以降の主な内容
2・3面 ･･･ 墨田区シェアサイクル社

会実験事業
3～6面 ･･･講座・教室・催し・募集
7面 ･･････すこやかライフ
8面 ･･････つながる すみだ人

毎月 1日・11日・21日発行
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↓2桁月の発行日はここから
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東京2020オリンピック
開催まで あと 日

あと 日
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開催まで

「すみつる」ではがきを作ってみよう！

①薄く伸ばす ②形を整える

折り鶴再生紙粘土「すみつる」
　鶴を折っていただいた方に紙粘土「すみつる」
を進呈しています。「すみつる」は過去の平和の
オブジェに使用された折り鶴を再生して作られ
ています。折り鶴コーナーで鶴を折ったら、こ
の「すみつる」をお持ち帰りください。

実際のはがきを用意
して、大きさを確認
しながら伸ばす

定規や下敷きを使っ
て四辺をまっすぐに
整える

完成！

▲ 2日程度で乾燥します。
送るときは郵送料を確
認しましょう！

祈りを込めて鶴を折ろう
　区役所1階アトリウム、各出張所・児童館・図
書館などに、折り鶴コーナーを2月10日まで設置
しています。

ボランティアとして制作しよう
　集まった折り鶴を「平和のオブジェ」のデザインに合うよう、台
紙に貼り付けます。2月17日～28日の午前10時～午後4時（土・日
曜日を除く）のうち、ご都合の良い時間に活動できます。

2月10日までに問合せ先へ　申込み

　平和への思いを絵、詩、エッセイ、短歌、俳句
などでお寄せください。

平和メッセージを寄せよう

　　　　はがきで2月27日（消
印有効）までに問合せ先へ　
＊宛名面に氏名・年齢を明記

申込み

完成！完成！「すみつる」ではがきを作ってみよう！「すみつる」ではがきを作ってみよう！

　区役所1階アトリウム、各出張所・児童館・図
設置

　平和への思いを絵、詩、エッセイ、短歌、俳句　平和への思いを絵、詩、エッセイ、短歌、俳句
平和メッセージを寄せよう平和メッセージを寄せよう

「すみつる」で作った
はがきも使えます。

すみだ子どもPR大使
島田絢太さん

すみだ子どもPR大使　松岡愛莉さん

平和祈念コンサート

[とき]3月10日（火）正午～
[ところ]区役所1階アトリウム

[費用]無料 [申込み]当日直接会場へ

　「平和のオブジェ」のお披露目と、
新日本フィルハーモニー交響楽団員に
よるコンサートを行います。

あなたの折った鶴が
「平和のオブジェ」に

私も以前、鶴を折りに行ったことがあります。今年も折
りました。平和のために、皆さんも友だちや家族と一緒
に鶴を折りに行きませんか。

1墨田区のお知らせ

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

2020年（令和2年）2月1日

27万人の平和への祈り
　区では、平成元年の「墨田区平和福祉都市づくり宣言」に基づき、毎年3月に平和祈念行事を
行っています。今年もまた、区役所１階アトリウムの壁面を飾る「平和のオブジェ」に用いる折
り鶴とオブジェを制作してくださるボランティア、平和への思いを綴

つづ

った「平和メッセージ」
を募集しています。この機会に、改めて平和について考え、思いを深めましょう。
　　　 〒130－8640文化芸術振興課文化行事担当（区役所14階）☎5608－6181

平和メッセージ展（今年は3月10日～22日に区役所1階アトリウムで開催）

平和のオブジェ制作ボランティア 平和祈念コンサート 折り鶴を貼り合わせて作った平成30年度（第28回）「平和のオブジェ」

問合せ



放映日 午前9時 正午 午後4時 午後8時
2月2日（日）～
8日（土）

ス1月の「SUKI SUMI」投稿について紹介
レ竪川中学校ソフトテニス部

2月9日（日）～
15日（土）

特 外国人旅行者
のみなさん すみ
だへいらっしゃー
い

ス1月の「SUKI SUMI」
投稿について紹介
レ竪川中学校ソフトテ
ニス部

特 外国人旅行者
のみなさん すみ
だへいらっしゃー
い

ス1月の「SUKI SUMI」
投稿について紹介
レ竪川中学校ソフトテ
ニス部

2月16日（日）～
22日（土）

区シティプロモーション振り返り2019
知27万人の平和メッセージ

2月23日（祝）～
29日（土）

区シティプロモー
ション振り返り
2019
知 27万人の平和
メッセージ

特外国人旅行者のみな
さん すみだへいらっ
しゃーい

区シティプロモー
ション振り返り
2019
知 27万人の平和
メッセージ

特外国人旅行者のみな
さん すみだへいらっ
しゃーい

＊内容が一部変更になる場合があります。ご了承ください。
＊ケーブルテレビへの加入・問合せは、株式会社J: COM東京すみだ・台東☎0120－999－000へ

区＝こんにちは区長です　レ＝レッツスポーツ in すみだ 特＝特集 ス＝スキスミニュース
知＝すみだのそこが知りたい

毎日、午前9時、正午、午後4時・8時か
ら地上デジタル11チャンネルで放送し
ています（各15分間）。なお、放送終了後、
区ホームページでもご覧いただけます。
［問合せ］広報広聴担当☎5608－6220

2月の番組表

区政情報番組

キャスター
大久保 涼香さん

鷲尾麻衣

購入・使用がお済みでない方へ
すみだプレミアム付商品券

すみだプレミアム付商品券の販売・使用期限
は2月29日です。期限を過ぎても払い戻しはでき
ませんので、必ず期限内にご利用ください。なお、
すみだプレミアム付商品券購入引換券の交付申
請の受け付けは終了しました。
[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　＊購入方法等の詳細は、区
ホームページを参照

自転車を利用できます
墨田区シェアサイクル社会
実験事業

　区ではOpenStreet株式会社と協定を締結し、
「墨田区シェアサイクル社会実験事業」を開始しま
した。この事業は、区が区管理用地(下表のとおり)
の一部をシェアサイクルのポートとして同社に提
供し、区内でのシェアサイクルの活用状況の変化
や、今後の定着の見通しを検証するものです。同
社が提供するサイクルポートであれば、区内外問
わず自転車の利用・返却が可能です。通勤通学や
買物などにぜひ、ご活用ください。
[実施期間]令和4年3月31日まで [利用方法]
App StoreまたはGoogle Playからアプリ
「HELLO CYCLING」をダウンロード　＊ユーザー
登録が必要　＊利用料金・方法等の詳細は、
HELLO CYCLINGのホームページを参照 [問合
せ]土木管理課交通安全担当☎5608－6203
■サイクルポートを設置する自転車駐車場

自転車駐車場名 所在地
鐘ヶ淵北 墨田5－50
鐘ヶ淵南 墨田3－31
東向島高架下 東向島4－35、43
押上駅前 押上1－8－25(外周)
小村井第二 文花2－19
錦糸町駅北口地下 錦糸2－2－2
錦糸町駅牡丹橋 江東橋3－1
両国駅東口臨時 両国4－36－16
注順次、設置場所を拡充する予定です。

取扱事業者を募集します
生ごみ処理機・生ごみ処理
容器

　区では、家庭から出る生ごみのリサイクルと減
量を目的として、生ごみ処理機・生ごみ処理容器
(コンポスト化容器等)をあっせんしています。
この生ごみ処理機等を低価格で提供する事業者
を募集します。詳細はお問い合わせください。
[申込み]2月12日までに、すみだ清掃事務所分室
(東向島5－9－11)☎3613－2229へ

ご注意ください
にせ税理士・にせ税理士法人

　税理士資格のない者が税務相談や税務書類の
作成、税務代理をすることは、法律で禁じられて
います。さらに、専門的知識が欠けている等の理
由から、納税者が不測の損害を被るおそれもあり
ます。税理士は税理士証票を携帯し、税理士バッ
ジを着用しています。「にせ税理士」「にせ税理士
法人」にはご注意ください。
　税理士の制度および業務については東京税理
士会のホームページをご覧ください。
[問合せ ] ▼ 東京税理士会本所支部☎3626－
1148　 ▼ 東京税理士会向島支部☎3614－
8528　 ▼税務課税務係☎5608－6008

3月29日(日)で終了します
粗大ごみ日曜持込回収事業

　ご家庭で不要になった粗大ごみを、事前申込み
によりご自身で持ち込む「日曜持込回収事業」は、
3月29日(日)で終了します。
　なお、区が直接回収に伺う「粗大ごみ収集運搬
事業」は引き続き行いますので、ご利用ください。
[問合せ]すみだ清掃事務所☎5608－6922

最新号を発行しました
墨田区男女共同参画情報誌
「すずかけ」

　男女共同参画情報誌「すずかけ」の最新号の特
集は、パラリンピックについてです。無料で配布
していますので、ぜひ、ご
覧ください。 
[配布場所]すみだ女性セ
ンター(押上2－12－7－
111)、区民情報コーナー
(区役所１階)、各出張所・
図書館ほか [問合せ]すみ
だ女性センター☎5608－
1771

今号の巻頭インタビュー
は、大久保 嘉人氏

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、新しい印鑑登録証と無
料で交換しますので、受け付け窓口までお持ちく
ださい。
[受け付け窓口]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

加入団体へ申請してください
家内労働者労災保険特別加
入促進補助金

　区では、特定の作業に従事する家内労働者に対
し、労災保険への特別加入に必要な保険料の一部
を補助しています。対象となる家内労働者の特別
加入団体に、一括して必要書類を送付しています
ので、2月20日(木)までに直接、加入団体へ申請
してください。
[対象]区内在住の家内労働者で労災保険に特別
加入している方 [補助率]保険料の1/10[問合せ]
経営支援課経営支援担当☎5608－6184

資源の有効活用にご協力を
古着・金属製調理器具など
の回収とフードドライブ

　ご家庭で不要になった古着や金属製調理器具、
水銀体温計などを回収します。同時に、ご家庭で
余っている食料品等を回収するフードドライブ
を実施します。
[回収日時／回収場所] ▼ 2月15日(土)＝東あず
ま公園(立花2－32－12)　 ▼2月16日(日)＝す
みだ清掃事務所(業平5－6－2) ＊2月15日は水
銀製品の回収は不可　＊両日とも午前9時～午後
2時［回収品目］古着、靴、ぬいぐるみ、金属製調
理器具、食料品、水銀製品　＊詳細は問い合わせ
るか、区ホームページを参照(右下のコードを読
み取ることでも接続可)[持込方法]それぞれ別の
袋に入れて当日直接会場へ　＊水銀製品は破損
しないよう、ケースに入れるか新聞紙等
で包む　＊車での来場は不可 [問合せ]
すみだ清掃事務所分室☎3613－2228 コード

区分 期間 場所
相談・転
入者の購
入引換券
交換等

2月21日(金)
まで

区役所会議室62(6階)

2月25日(火)～
28日(金)

産業振興課(区役所14階)

販売 2月28日(金)
まで

区内郵便局

2月29日（土）
まで

墨田区商店街振興組合連
合会事務局（区役所1階）

利用 墨田区商店街振興組合連
合会のホームページを参照

注 販売時間は、月曜日～金曜日（祝日を除く）の午前9時～
午後5時です（一部の郵便局で例外あり）。

注 2月9日（日）・29日(土)は区役所１階区民相談コーナー
で臨時販売を行います。

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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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）

2020年（令和2年）2月1日
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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

男性のレシピ〝ゼロからのクッキ
ング〞

2月9日（日）午前10時～
午後2時

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内パスタやサラダ、おつまみを作る　対 20歳以上の男性　定先着16
人　費 1500円（材料費込み）　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

花育講座「バレンタインのリー
ス型ハンギングバスケットづく
り」講習会

2月12日（水）
午後1時～3時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

対区内在住在勤在学の方　定 先着20人　費 3000円（容器代込み）　
持エプロン、薄手の手袋、作品を持ち帰るための袋　申 2月3日午前9
時から電話で環境保全課緑化推進担当☎5608－6208へ

第6回フラワーアレンジメント
教室「フレグランスハーバリウム」

2月16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2月14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

すみだ耐震化フォーラム2020 2月22日（土）午前10時～
午後3時半

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

対昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の耐震化を専門家に相
談する　費無料　申 当日直接会場へ　問 防災まちづくり課不燃化・
耐震化担当☎5608－6269

出前寄席「消費者問題に役立つ
情報を落語・漫才で…」

2月22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）

内落語・漫才を通して、消費者問題について楽しく学ぶ　定先着
30人程度　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

みどりコミュニティカフェ 2月
テーマ「製品事故から身を守る」

2月14日 ( 金 ) 午前10時
半～正午

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

認知症サポーター養成講座 2月18日(火)午後1時～2
時半

同愛記念病院管理棟4
階大会議室（横網2－
1－11）

内 認知症についての正しい知識や認知症の方への接し方を学ぶ　
対区内在住在勤の方　定先着40人　費無料　申事前に同愛高齢者
みまもり相談室（亀沢2－23－7塚越ビル1階）☎3625－6421へ

むこうじま認知症サポーターフォ
ローアップ講座「音楽や踊り、料
理や園芸、もの作りなどは脳機
能の改善に役立つか」

2月18日(火)午後1時半～
3時

ベレール向島(東向島
2－36－11)

対区内在住在勤の認知症サポーター養成講座修了者　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

認知症サポーターフォローアッ
プ講座「認知症の方が利用でき
る施設サービスを学ぼう！」

2月18日 (火 )午後2時45
分～3時45分

同愛記念病院管理棟4
階大会議室（横網2－
1－11）

対区内在住在勤の認知症サポーター養成講座修了者　定先着40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

令和元年度第6回生きがい講座
「エンディングノートやお墓のこ
と…終活の秘

ひけつ
訣！」

2月19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)

【講師】武藤頼胡氏（一般社団法人終活カウンセラー協会代表理事） 対お
おむね55歳以上の方　＊家族の同伴可　定先着60人　費無料　申事前
に講座名・開催日・住所・氏名・電話番号・ファクス番号を、電話また
はファクスで、てーねん・どすこい倶楽部事務局☎5631－2577・
℻  5631－2578へ　＊受け付けは午前10時～午後4時（土・日曜日、祝
日を除く）　問高齢者福祉課支援係☎5608－6168・℻  5608－6404

健康づくり教室「初心者向けス
トレッチ教室」(全4回)

2月19日～3月11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 2月10日
までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3729へ

脳と体のトレーニング「いきい
き元気塾スペシャル」

2月20日（木）午前11時～正
午

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対 60歳以上の方　定先着30人　費 500円　申事前に八広地域プラ
ザ☎6657－0471へ　＊受け付けは2月19日までの午前9時～午後8
時（2月17日は休館）　＊動きやすい服装で参加

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

ご注意ください
スポーツプラザ梅若の臨時
休館

　スポーツプラザ梅若(墨田1－4－4)は、工事の
ため、2月6日(木)～19日(水)の間、休館します。
[ 問合せ ]スポーツ振興課スポーツ施設担当
☎5608－6588

毎月1日は
墨田区防災の日
2月1日の点検項目
必需品
　　身近なところに
　　　　　　　　用意して

ビジネスに役立つ情報が満載！

すみだ産業情報ナビ

コード

すみだ産業情報ナビ
いますぐ

検索！

毎月5日は
すみだ環境の日
2月のエコしぐさ
怖いのは
　　　地震・台風
　　　　　　　温暖化

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

ご加入ください　令和2年度区民交通傷害保険
　区民交通傷害保険は、区が窓口となり、車両
による交通事故でケガをしたときに、入院や
通院の治療期間・治療実日数に応じて保険金
をお支払いする制度です。
[保険料(年間)]1000円・1700円・2900円
の3コース　＊自転車または身体障害者用車い
すの所有・使用・管理において法律上の損害
賠償責任を負った場合に補償される特約「自転
車賠償責任プラン」は各コースの保険料に400
円を加算 [保険期間]4月1日午前0時～令和3
年3月31日午後12時 [対象]区内在住在勤の方
[受け付け場所等]右表のとおり [引受保険会
社]損害保険ジャパン日本興亜株式会社東京公
務開発部営業開発課(新宿区西新宿1－26－1)
☎3349－9666(月曜日～金曜日の午前9時～
午後5時)　＊損害保険ジャパン日本興亜株式
会社は、関係当局の許可等を前提として、4月1

日に商号を変更し、「損害保険ジャパン株式会
社」になります [問合せ]地域活動推進課地域
活動推進担当☎5608－6196　＊保険内容等
の詳細は問い合わせるか、区ホームページを
参照
区分 申込書の配布・受け付

け場所
申込期限

団体 地域活動推進課(区役
所14階)

3月13日(金)まで

個人 郵便局・金融機関
＊申込書の配布は区内の
み、 申込みは区外でも可

3月24日(火)まで

地域活動推進課(区役
所14階)、各出張所

3月31日(火)まで

注 加入は１人１コースのみで、保険料は掛け捨てです。
注 申込期限以降の中途加入はできません。
注  今回から個人加入申込書が統一され、いずれの受け付
け場所でも申し込むことができるようになりました。

（募集文書承認番号SJNK19-10365・2020年1月15日承認）

台風第15号・第19号により被害を受けた方へ
住宅補修緊急支援事業 (り災証明書が必要)
区では、令和元年台風第15号・第19号に

より、屋根・壁等に被害を受けた住宅を補修
するための工事に係る費用を一部補助します。
詳細は区ホームページをご覧ください（右下
のコードを読み取ることでも接続可）。
[問合せ]防災まちづくり課不燃化・
耐震化担当☎5608－1338 コード

広告

墨田区のお知らせ

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス
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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

健
康
・
福
祉

初心者向け「スマホ教
室」〝スマートフォンの
使い方を学ぶ〞

2月21日（金）午前10時半～
11時半

立花ゆうゆう館(立花
6－8－1－102)

対区内在住で60歳以上の方　定16人（抽選）　費無料　持ス
マートフォン　＊貸出可　申 2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

ひな祭りのアレンジメント教室 2月25日(火 )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 2000円　持エプロ
ン、はさみ　申2月11日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

こころの病のある方の家族会〝家
族同士で情報交換しませんか〞

2月27日（木）午後1時半～3
時半

向島保健センター（東
向島5－16－2）

内日頃の悩みの共有、病気や福祉制度などについての情報交換　対区内
在住で、こころの病をもつ方の家族　定先着20人　費無料　申事前に
電話で向島保健センター☎3611－6193へ　＊受け付けは午前8時半～

第3回健康教室「まだ続く乾燥の
時期。めざせ！傷付きにくいお
肌！！」

2月27日（木）午後2時～3時 八広地域プラザ(八広
4－35－17)

定先着60人　費無料　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　
＊受け付けは2月26日までの午前9時～午後8時（2月17日は休館）　
＊当日空きがあれば会場でも申込可

ゲートキーパー養成講座「聞く
力を育てる〝大切な人の悩みに気
づいて、受け止める〞（中級編）」

3月1日(日)午後2時～4時 区役所会議室131(区
役所13階)

【講師】西村由紀氏(NPO法人メンタルケア協議会理事・精神保健福祉士)　
対区内在住在勤の方　定先着50人　費無料　申2月3日から講座名・氏
名・電話番号を、電話またはファクス、Ｅメールで保健予防課精神保健係
☎5608－6506 ・℻  5608－6507・ HOKENYOBOU@city.sumida.lg.jpへ

認知症講演会「認知症予防のラ
イフスタイル　なっても安心の
墨田区」　

3月3日（火）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)

内認知症を予防する生活や認知症についてのポジティブな考え方を学
ぶ　【講師】山口晴保氏（認知症介護研究・研修東京センター センター長）　
対区内在住在勤の方　定先着200人　費無料　申事前に講演会名・
住所・氏名・年齢・電話番号を、電話またはファクスで高齢者福祉課
地域支援係☎5608－6502・℻  5608－6404へ

子
育
て
・
教
育

区立小・中学校の特別支援学級
合同送別会

2月7日(金)午前9時～11
時45分

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

内特別支援学級卒業生の決意の発表や全員参加の合唱など　費無料　
申当日直接会場へ　問学務課給食保健・就学相談担当☎5608－6304

STEAM人材育成事業「カード
ゲームでスミダをスクエ！」カー
ドゲーム試遊会

2月11日(祝)午前
9時半～11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)

内区内の小学生が自主制作したカードゲームで遊び、改善点等をフィー
ドバックする　＊詳細はproject SUMIDAのホームページを参照　費無
料　申当日直接会場へ　問経営支援課経営支援担当☎5608－6184

地域の教育力の向上をめざして
地域育成者講習会

2月19日（水）午後6時45
分～8時半

【テーマ】地域で子どもの育ちを支える！〝吾嬬二中地区青少年育成委員
会の事例をヒントに語り合おう！〞　対地域で子どもに関わる活動を行っ
ている方・行いたい方　定先着100人　費無料　申事前に氏名・団体
名・電話番号を、電話またはファクスで地域教育支援課地域教育支援
担当☎5608－6503・℻  5608－6411へ　＊受け付けは2月14日まで

星空観察出張講座　すみだの星
空「すみだ北斎美術館から見る
冬の星たち」夜空と環境・北斎
との関係とは？

2月22日（土）午後6時～8時　
＊10分前に集合　＊雨天の
場合は室内での解説のみ

すみだ北斎美術館(亀
沢2－7－2)

対区内在住在勤在学の小学生以上　＊小・中学生は保護者の同伴が必要　
定40人(抽選)　費無料　持双眼鏡(お持ちの方のみ)、防寒具　申講座
名・住所・氏名・年齢・電話番号・ファクス番号・Ｅメールアドレスを、
ファクスまたはＥメールで2月11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

親子料理×科学教室「科学の力
でお絵描きホットケーキづくり」

2月23日（祝）午後2時～4時 八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対小学生とその保護者　定先着10組20人　費 1人500円　持エプロ
ン、三角巾（バンダナ）、布巾、手拭きタオル　申事前に八広地域プラザ
☎6657－0471へ　＊受け付けは2月16日までの午前9時～午後8時

「守りたいね！子どもが未来を創
るから」子どもを取り巻く社会の
状況・子どもやその親へのサポー
ト方法についての講義、参加者
同士の意見交換

2月29日(土)午後2時～4
時

区役所会議室131(13
階)

【講師】伊藤 美知香氏(臨床心理士)　＊内容の詳細は区ホームページを参
照(左のコードを読み取ることでも接続可)　対区内在住在勤在学の方　
定先着30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メールで人権同和・男女共同参画課男女共同
参画担当(区役所14階)☎5608－6512・℻  5608－6934・ JINKEN@
city.sumida.lg.jpへ　＊事前申込みによる未就学児の一時保育あり

仕
事
・
産
業

合同就職面接会「すみだ就職面
接会」

2月7日 (金 )午後1時半～
4時　＊受け付けは午後1
時～3時半

ハローワーク墨田（江
東橋2－19－12）

費無料　持ハローワークからの紹介状、履歴書　＊面接希望者のみ　
申当日直接会場へ　問▶ハローワーク墨田☎5669－8609　＊音声
案内の「42＃」を選択　▶経営支援課経営支援担当☎5608－6185　
＊参加企業の求人情報はハローワーク墨田のホームページを参照

すみだ介護のおしごと合同説明
会

2月13日（木）午後１時半～
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)

内区内の介護事業者18社による会社説明会　対介護の仕事に関心
がある方、介護の現場で働きたい方　費無料　申当日直接会場へ　
問介護保険課給付・事業者担当☎5608－6544

大学生・高校生による商店街
をテーマとしたプレゼン大会
「商店街×学生ド
リームプランコン
テスト」

2月15日（土）午後１時～4
時45分　＊開場は午後0時
半

東京東信用金庫両国
本部ビル10階大ホー
ル（両国4－35－9）

定先着100人　費無料　申事前に代表者名・参加人数を、Eメールま
たはアプリ「LINE」で商店街×学生ドリームプランコンテスト事務局
contact@ludius.co.jpへ　＊Eメールの件名は「ド リームプ ラン観覧申

込み」　＊LINEの友達登録は左のコードを読み取ることでも接続可　＊詳
細は商店街×学生ドリームプランコンテストのホームページを参照　＊受
け付けは2月14日まで　 問産業振興課産業振興担当☎5608－6187

パワハラ厳禁時代の叱り方「パ
ワハラをしないさせない知識と
方法〝問題社員対応のスペシャリ
ストである社労士と元パワハラ
社長が語る〞」

2月21日（金）
午後6時半～
8時

区役所会議室121（12
階）

【講師】村田 淳氏(社会保険労務士、産業カウンセラー)、鮏川嘉文氏(組
織改革コンサルタント)　定先着50人　費無料　申事前に講座名・住
所・氏名(ふりがな)・電話番号・ファクス番号・勤務先の名称を、電話
またはファクス、Ｅメールで人権同和・男女共同参画課男女共同参画担
当☎5608－6512・℻  5608－6934・ JINKEN@city.sumida.lg.jpへ

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

海外友好諸都市紹介パネル展 2月4日（火）～10日（月）の
午前8時半～午後5時

区役所1階アトリウム 内墨田区と交流関係にある海外都市（北京市石景山区・ソウル特別市
西大門区・パリ市7区）の紹介パネル展　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

古民家で見る雛
ひな
人形 2月6日(木)～3月3日(火)

の午後0時半～4時半
立花大正民家園旧小山
家住宅(立花6－13－
17)

内大正時代の古民家で墨田区指定文化財である「旧
小山家住宅」で実際に飾られていた雛人形などの展
示　費無料　申期間中、直接会場へ　問すみだ郷
土文化資料館☎5619－7034

子どもの権利条約採択30周年記
念 特集展示「コドモとマナビ〝く
らべてみよう、今むかし〞」

2月8日（土）～4月12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火曜日は休館

すみだ郷土文化資料館
(向島2－3－5)

内時代ごとの子どもの様子や教育などについての展示　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

コード

をテーマとしたプレゼン大会

コード

＝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　割り置きの 卵で料理 しないこと！　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

伝統芸の落語を楽しむ
三遊亭 ふう丈出演の
第35回「隅田川寄席」

2月22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

ボート教室 2月 23日 ( 祝 )、3月 1日
(日 )・8日 (日 )▶午前10
時～正午　▶午後1時～3
時

平井橋艇庫（立花3－
29－10）および平井橋
船着場（立花3－29地
先）付近の旧中川

対区内在住在勤在学の小学校４年生以上　＊中学生以下は保護者の
同意が必要　定各日各回先着9人　費各日各回50円（保険料）　申事
前に住所・氏名・年齢・電話番号を、電話またはＥメールでＮＰＯ法
人スポーツドアあずま☎3617－9002・ info@sd-azuma.comへ　
＊受け付けは各開催日の前日まで

人生・生きがい、青春、恋愛・結
婚、社会・歴史を考える読書会　

2月23日(祝)午後2時～4
時半

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

【課題図書】ドナルド・キーン自伝(ドナルド・キーン著・角地幸男訳／
中公文庫) 定先着20人　費無料　持課題図書　申事前に、ひきふね
図書館☎5655－2350へ　＊詳細は墨田区立図書館のホームページを
参照（申込みも可)

すみだ文化講座「スカイツリー
から見渡す江戸の街」〝デジタル
アーカイブで江戸の街を見てみ
よう！〞

2月29日（土）午後2時～4時　
＊開場は午後1時半

内「江戸一目図屏風」を使い、江戸時代の風俗や地理情報などを学ぶ　
定先着50人　費無料　申事前に講座名・氏名・電話番号を、直接ま
たは電話、ファクスで、ひきふね図書館☎5655－2350・℻  5655－
2351へ　＊手話通訳を希望する方は2月19日までに申込みが必要　
＊詳細は墨田区立図書館のホームページを参照(申込みも可)

区民企画提案・プロデュース講
座

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

対区内在住在勤在学の方　申講座名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号を、往復はがきで各申込期限（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・
℻  5247－2005へ　＊すみだ生涯学習センターのホームページからも
申込可　＊締切後も空きがあれば直接または電話での申込可

▶ 634（東京スカイツリー®）
のある街ってこんな街だっ
た

3月1日（日）午後1時半～3
時半

内すみだの歴史などを学ぶ 定 80人（抽選）　費 500円　【申込期限】
2月17日

▶墨東長屋文化ザワールド 3月14日（土）午後2時～4時 内長屋を知る講座とワークショップ　定 20人（抽選）　費無料　【申
込期限】3月1日

▶ バリアフリーヨガ「すみだ
のみんなでヨガしよう」

3月22日（日）午前10時～正
午

内障害や年齢に関係なく誰もができるヨガ　定 30人（抽選）　費 500
円　【申込期限】3月9日　＊ファクスでの申込みも可

ハープコンサート
【出演】吉田 みちこ
（ハープ奏者）

3月１日（日）午後2時～3時　
＊開場は午後1時20分(午
後1時50分までに入場)

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

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50
人　費無料　持すみだ区立図書館・図書室共通利用カード（かしだし券）　
申事前に、ひきふね図書館☎5655－2350へ　＊詳細は申込先で配布
するチラシまたは墨田区立図書館のホームページを参照

「東京大空襲とすみだ」上映会 3月1日（日）午後2時～4時 緑図書館（緑2－24－
5）

定先着40人　費無料　申事前に催し名・氏名・電話番号・ファクス
番号を、直接または電話、ファクスで緑図書館☎3631－4621・
℻  3631－4660へ　＊詳細は墨田区立図書館のホームページを参照(申
込みも可)

Ｂリーグ「サンロッカーズ渋谷　
対 秋田ノーザンハピネッツ」観
戦ご招待

3月4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100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2月14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　＊1通
につき2人まで申込可(重複申込不可)　＊中学生～18歳の方は保護者
の同意を往復はがきに記載

史跡めぐり「すみだ伝説の地を
めぐる〝隅田宿周辺の歴史を探
る〞」

3月6日(金)午前9時半～正
午

正福寺、木母寺、隅田
宿跡、隅田川神社など　
＊バスで移動　＊すみ
だ郷土文化資料館(向
島2－3－5)で解散

内中世の伝説が残る区内北部地域の歴史や文化を学ぶ　対都内在住
在勤の方　定 20人(抽選)　費 50円(保険料)　申催し名、代表者の
住所、参加者全員の氏名・年齢・電話番号を、往復はがきで2月14日
(必着)までに〒130－8640地域教育支援課文化財担当「史跡めぐり」
係☎5608－6310へ　＊1通につき2人まで申込可(重複申込不可)　
＊歩きやすい服装で参加

絵本の絵に貼り絵をつけた、誰
でも楽しめる絵本を作ろう「大
人のための工作会」

3月6日(金)午前10時～正
午

ひきふね図書館（京島
1－36－5）

対高校生以上　定先着15人　費無料　申事前に、ひきふね図書館
☎5655－2350へ　＊詳細は申込先で配布するチラシ、または墨
田区立図書館のホームページを参照(申込みも可)

〝大人も歓迎〞点字用紙を活用し
た「ハニカムフルーツのかべか
け作り」

3月21日(土)午後1時半～
3時半

内フルーツをモチーフにした紙の壁掛けを作る　対小学生以上　定先
着10人　費無料　申事前に、ひきふね図書館☎5655－2350へ　＊詳
細は墨田区立図書館のホームページを参照(申込みも可)

区民体育大会「軟式野球大会」 4月5日～6月21日の日曜日　
＊5月3日を除く　＊代表者
会議を3月12日(木)午後6
時半から曳舟文化センター
(京島1－38－11)で開催

墨田野球場（墨田四丁
目地先）ほか

対区内在住在勤者で構成するチーム　費 1チーム2万2000円　申費
用を持って直接、2月14日午後4時までに次のいずれかの申込先へ▶福
禄スポーツ(石原1－31－7）　▶ヤナギスポーツ(錦糸3－4－8)　▶コ
カンスポーツ（墨田1－9－14）　▶スポーツ振興課スポーツ振興担当(区
役所14階）　問墨田区軟式野球連盟☎090－8809－0322

区民体育大会「ゴルフ大会」 4月14日（火）午前8時～午
後3時半　＊受け付けは午
前7時～

京葉カントリー倶楽部
（千葉県千葉市若葉区
多部田町802）

種男女別▶スクラッチの部　▶アンダーハンディキャップの部　＊女
子の参加人数が7人以下の場合はいずれも男女混合　対区内在住在勤
在学の方　費 1万7000円程度（参加費・プレー費）　申種別・住所・
氏名・年齢・性別・生年月日・電話番号（在勤者は勤務先の電話番号も）・
ハンディキャップを、はがきで2月15日～3月14日（必着）に墨田区ゴ
ルフ連盟事務局（〒130－0026両国2－17－17両国STビル9階シス
テム計画株式会社内）☎5825－4386へ

イ

ベ
ン
ト

すみだランフェスタにキッチン
カーがやってくる！

2月9日（日）午前9時半～午
後2時　＊荒天中止

区総合運動場駐車場
（堤通2－11－1）

内キッチンカー、観光PRブースほか　＊「すみだランフェスタ」同日
開催　費無料　＊飲食代は自己負担　申当日直接会場へ　問観光課
観光担当 ☎5608－6931

ハープコンサート
【出演】吉田 みちこ

＝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 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
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じむたんとう
務担当☎5608－6303

都営住宅(ポイント方式と抽選
方式)入居者の募集

【募集案内等と申込用紙の配布期間／配布場所】2月3日
(月)～12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　＊土・日曜日、祝日は区民情報
コーナーのみ　＊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)

申申込用紙を郵送で2月17日(必着)までに東京都住宅供給公社
都営住宅募集センターまたは渋谷郵便局へ　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　＊詳細は募集案内を参照(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)

仕
事
・
産
業

すみだの魅力あふれる地域ブラ
ンド商品・メニューを体験して
みませんか？「すみだモダン」モ
ニターの募集

内「すみだモダン ブランド認証事業」において、「すみだモ
ダン2018」に認証された商品・飲食店メニューのモニター　
対区内在住在勤在学の20歳以上で、無償で提供する商品
等を使用(試食)したうえで、期限までにアンケートに回答
できる方　費無料　＊店舗等までの交通費は自己負担

申応募用紙を直接または郵送、ファクス、Eメールで2月14日(必
着)までに〒130－8640産業振興課産業振興担当(区役所14階)
☎5608－6188・℻  5608－6934・ BRAND@city.sumida.
lg.jpへ　＊募集要項・応募用紙は申込先で配布しているほか、
区ホームページまたは、すみだ地域ブランド戦略のホームページ
からも出力可

会計年度任用職員(地方公務員法
上の一般職の非常勤職員)の募集
ごみ収集作業員

内区内ごみ集積所のごみ収集・清掃車両への積み込み　
＊勤務場所・時間等の詳細は、区ホームページを参照　
対 18歳以上の方(高校生は不可)　【募集数】若干名

選面接　＊面接日は後日通知　申事前に電話で、すみだ清掃事
務所分室☎3613－2228へ　＊受け付けは月曜日～土曜日の午
前7時40分～午後4時25分

会計年度任用職員(地方公務員法
上の一般職の非常勤職員)の募集

【勤務場所】特に記載のない場合は各問合せ先　【募集数】
いずれも若干名　＊業務内容や応募要件等の詳細は区ホー
ムページを参照

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　
申必要書類(採用選考受験申込書など)を直接または郵送で各申
込期限までに各問合せ先へ　＊採用選考受験申込書は各問合せ
先で配布しているほか、区ホームページからも出力可　＊いず
れも応募職種を明記

▶事務 内国民健康保険料または長寿医療(後期高齢者医療)保険
料の徴収および収納等の業務　対パソコンの基本操作が
でき、保険料の滞納整理業務に意欲的に取り組める方

【必要書類】採用選考受験申込書　【申込期限】2月10日 (必
着 )　問〒130－8640国保年金課こくほ保険料係(区役所2
階)☎5608－6126

▶ 保育士・保育補助・保育園
用務・用務補助

内区立保育園・認定こども園の▶保育士　▶保育補助　
▶用務　▶用務補助　対▶保育士＝保育士の資格を有す
る方

【必要書類】採用選考受験申込書　【申込期限】2月14日(必着)　
問〒130－8640子ども施設課保育係(区役所4階)☎5608－
6161

▶納付指導員 内特別区民税等の滞納者に対する納付指導　対国または
地方公共団体の滞納税徴収業務に10年以上従事した経験
があり、パソコンの基本操作ができる方

【必要書類】採用選考受験申込書、滞納整理業務の実務経歴・仕
事内容等を記載した経歴書(A4用紙1枚で書式自由)　【申込期
限】2月14日(必着)　問〒130－8640税務課納税係(区役所2
階)☎5608－6146

▶事務 内問合せ先の事務および区立中学校の学校図書館の学校
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、または図書館での勤務経験がある方

【必要書類】採用選考受験申込書、志望動機(800字以内で書式自
由)　【申込期限】2月14日(必着)　問ひきふね図書館(〒131－
0046京島１－36－5)☎5655－2350　＊詳細は墨田区立図書
館のホームページでも閲覧可

▶事務・事務補助 内特別区民税等の収納および滞納整理の▶事務　▶事務
補助　＊詳細は問合せ先で配布する採用選考案内または区
ホームページを参照　対パソコンの基本操作ができる方

【必要書類】採用選考受験申込書　＊事務を志望する場合は志望
動機(800字以内で書式自由)も　【申込期限】2月14日(必着) 
問〒130－8640税務課税務係(区役所2階)☎5608－6008

▶事務 内介護保険に関する資料作成、窓口応対等　対パソコン
の基本操作ができる方

【必要書類】採用選考受験申込書　【申込期限】2月14日 (必
着 )　問 〒130－8640介護保険課管理計画担当 (区役所4
階)☎5608－6924

＝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

イ
ベ
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ト

みどりコメディナイト 2月21日(金)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　定先着25人　
費 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

すみだ観光ガイドが案内する「梅
見まち歩きツアー」

2月22日（土）午前10時～　
＊2時間程度　＊荒天中止

香取神社、境橋、伏見
稲荷神社など　＊す
みだ産業会館(江東橋
3－9－10)に午前9時
50分に集合

定先着20人程度　費1000円(保険料込み)　申事前に催し名、開催日、
代表者の住所・氏名・電話番号、参加人数を、ファクスまたはEメール
で墨田区観光協会☎5608－6951・℻  5608－7130・ guidetour@
visit-sumida.jpへ　問▶墨田区観光協会　▶観光課観光担当☎5608－
6500

すみだBeer Festival「ビアワン
グランプリ」

2月23日（祝）午後2時～6時 すみだ産業会館(江東
橋3－9－10) 　＊車・
自転車での来場は不可

内区内企業をはじめとする全国のクラフトビールの試飲・投票　
対 20歳以上の方　定先着800人　費 4800円　申事前にビアワン
グランプリのホームページから申込み　問産業振興課産業振興担
当☎5608－1437

区
政
そ
の
他

東京2020公認プログラム　東
京都共催「外国人おもてなし語
学ボランティア育成講座 3月お
もてなしコース」　＊講座修了者
を都「外国人おもてなし語学ボ
ランティア」に登録

3月14日（土）午後1時～4時
半

区役所会議室131（13
階）

対区内在住在勤在学で15歳以上（中学生不可）の本講座未受講者　
＊語学力は不問　＊未成年者は受講決定後に保護者の同意書が必要　
定 60人(抽選)　費無料　持筆記用具　申講座名・コース名・住所
（区内在勤在学者は勤務先または学校の名称・所在地も）・氏名（漢字・
ひらがな・ローマ字）・年齢・性別・電話番号・託児サービス希望の
有無（希望有の場合は子どもの人数と年齢）を、はがきまたはファクス、
Ｅメールで2月25日（必着）までに〒130－8640オリンピック・パ
ラリンピック準備室☎5608－1445・℻  5608－6934・ OLY-
PARA2020＠city.sumida.lg.jpへ　＊抽選結果は3月5日までに通
知　＊個人情報は、都および個人情報に関する契約を締結した運営
事業者へ提供予定　＊詳細は区ホームページを参照（左のコードを読
み取ることでも接続可）

すみだBeer Festival「ビアワン

コード

＝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 住民票の写し、印鑑登録証明書等、区に本籍がある方の一部の戸籍証明書はコンビニ交付で！(マイナンバーカードが必要)　窓口課証明係☎5608－6104
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☎＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

■健康診査・骨密度検診・がん検診等

健康診査・検診名 とき・受付時間 ところ 内容・対象・定員・費用
申込み

＊一部を除き、区ホームページから
電子申請も可

若年区民健康診査
（16歳から39歳の
方の健康診査）

3月28日(土)午前9
時～11時

本所保健セン
ター

［内容］身体・血圧測定、胸部エックス線・尿・血液・心電図検査等［対
象］区内在住で16歳～39歳の方　＊治療中の方、勤務先・学校等で受
ける機会がある方は受診不可［定員］先着100人　＊事前申込みによる
一時保育あり（先着30人）［費用］無料

事前に電話で、すみだ けんしんダイ
ヤル☎6667－1127へ　＊受け付
けは ▼若年区民健康診査(16歳か
ら39歳の方の健康診査)＝3月6日
まで　 ▼骨密度検診＝2月12日ま
で　 ▼胃がん検診(胃部エックス
線検査・検診車実施分)＝3月12
日まで（日程の選択可）　 ▼乳がん
検診（検診車実施分）＝3月13日ま
で（検診会場および日程の選択可）　

▼大腸がん検診・肺がん検診＝3
月15日まで　 ＊詳細は、すみだ 
けんしんダイヤルへ　＊骨密度検
診および肝炎ウイルス検診は電子
申請不可

骨密度検診 2月19日(水)午前9
時～10時　

向島保健セン
ター

［内容］超音波検査［対象］区内在住で、30・35・40・45・50・55・
60・65・70歳の女性［定員］先着80人［費用］無料　＊骨粗しょう症で
治療中・経過観察中の方は受診不可

胃がん検診（胃部
エックス線検査・
検診車実施分）

毎月1回～3回（午前
中）

すみだ福祉保
健センター

[内容]バリウムによる胃部エックス線検査 [対象]区内在住で40歳以
上の方 [費用]無料

子宮頸
けい
がん・乳が

んセット検診
東京都予防医学協会
検診実施日　＊両方
の検診を同日に実施

東京都予防医
学協会（新宿区
市谷砂土原町）

［内容］ ▼子宮頸がん検診＝視診、頸部細胞診　 ▼乳がん検診＝視触診、
マンモグラフィ［対象］区内在住で40歳以上の女性［費用］無料

子宮頸
けい
が ん 検診

（医療機関実施分）
実施医療機関診療日 区内実施医療

機関等
［内容］視診、頸部細胞診［対象］区内在住で20歳以上の女性　＊妊娠中ま
たは出産後の方は受診の可否を主治医に相談［費用］無料

乳がん検診（医療
機関実施分）

［内容］視触診、マンモグラフィ［対象］区内在住で40歳以上の女性［費用］
無料

乳がん検診（検診
車実施分）

3月まで（毎月1回～
3回）

区内施設3か所

大腸がん検診 3月31日（火）までの
実施医療機関診療日

区内実施医療
機関

［内容］便潜血検査（検便）［対象］区内在住で40歳以上の方［費用］400円　
＊生活保護受給者等は無料

肺がん検診 ［内容］胸部エックス線検査、喀
かく
痰
たん
細胞診　＊喀痰細胞診は、50歳以上で、

喫煙指数（1日の喫煙本数×年数）が600以上の方にのみ実施［対象］区内
在住で40歳以上の方［費用］無料

肝炎ウイルス検診 実施医療機関診療日 ［内容］血液検査［対象］区内在住の16歳以上で、原則、過去に肝炎ウイ
ルス検診を受診したことがない方［費用］無料

注「子宮頸がん・乳がんセット検診」は、東京都予防医学協会が受診日時を指定して、受診日の2週間前～1週間前に受診票を送付します。なお、申込状況により、受診日が3か月以上先になる場合が
あります。体調その他やむを得ない理由により、指定日時での受診が困難な場合は、受診日時を変更できますので、直接、東京都予防医学協会☎3269－1134にお申し出ください。
乳がん検診は、授乳中の方、卒乳後6か月を経過していない方、豊胸手術を受けた方、ペースメーカーを装着している方は、受診できません。

注各種がん検診は、検診の対象部位において、手術後の方、治療中または経過観察中の方は、原則、受診できません。「胃がん検診」、「乳がん検診」、「肺がん検診」は、妊娠中または妊娠の
可能性がある方も受診できません。また、問診結果等により、受診できない場合があります。なお、自覚症状がある方は、検診を待たずに、すぐに医療機関で診察を受けてください。

注電子申請のページには、右のコードをスマートフォン等で読み取ることでも接続できます（「墨田区」を選択し、健康診査・検診名で検索）。
注検査の結果、精密検査が必要と判定された場合は、必ず精密検査を受けましょう。なお、精密検査等の二次検査は保険診療（有料）になります。 コード

注

＊対象はいずれも平成31年度（平成31年4月1日～令和2年3月31日）中に誕生日を迎え、対象年齢となる方
＊子宮頸

けい
がん検診・乳がん検診は2年度に各1回（その他は年度内に各1回）のみ受診可

■歯科・整形外科応急診療医院（2月）　　　　 ＊整形外科は医院名の後ろに整と記載
とき 医院名 ところ・電話番号

2日(日) 曳舟デンタルクリニック 東向島2－16－14ナンカイⅡ201　☎6657－3221
みどり整形外科 緑1－14－2　☎5638－8181

9日(日) 蛭間歯科クリニック 両国2－20－12－Aライオンズステーションプラザ両
国　 ☎3634－6480

同愛記念病院 横網2－1－11　☎3625－6381
11日(祝) 熊谷歯科医院 八広 3－39－5－102　☎3616－6488
16日(日) かほる歯科クリニック 菊川3－14－8アトゥール・ケイ1階　☎3635－5520

鈴木整形外科 業平4－13－5　☎3625－6637
23日(祝) 黒田歯科医院 京島 3－20－14長島ビル2階　☎3616－4181

墨田中央病院 京島3－67－1　☎3617－1414
24日(振休) ほり川デンタルクリニック 太平4－6－17シェグランほり川104　☎3623－6483
注いずれも診療時間は午前9時～午後5時です。健康保険証や医療証等を必ずお持ちください。
注歯科の受診については、事前に電話で予約のうえ、ご来院ください。

整

■墨田区休日応急診療所
受け付け ところ・電話番号 診療科目
午前9時～
午後9時半

すみだ福祉保健センター（向島3－
36－7）内☎5608－3700

内科、小児科

注診療日は、日曜日・祝日・年末年始です。健康保険証や医療証等を必ずお持
ちください。

■すみだ平日夜間救急こどもクリニック
受け付け ところ・電話番号 診療科目
午後7時～
9時45分

同愛記念病院（横網2－1－11）救急
外来内☎3625－1231

小児科（15歳以
下の急病患者）

注診療日は月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）です。健康保険証や医療証
等を必ずお持ちください。なお、駐車場は有料です。

簡単！便利！すみだ けんしんダイヤルのご利用を
●がん検診・骨密度検診・肝炎ウイルス検診の申込み・受診票再発行・問合せ
●40歳以上の健康診査・成人歯科健康診査の受診票再発行・問合せ
●若年区民健康診査・小規模事業所健診の申込み・問合せ

☎6667－1127
［受付時間］月曜日～金曜日の午前9時～午後6時(祝日・年末年始を除く）
＊番号をお確かめの上、かけ間違いのないようご注意ください。
＊午前9時～10時半頃、休み明け、月初めは大変混み合います。
＊聴覚障害のある方等は、 5690－9661へ

午後6時まで受け付けています

休日等の急病のときには

都内の医療機関情報案内（24時間案内）
●都医療機関案内サービス「ひまわり」☎5272－0303・℻  5285－8080 
＊同ホームページからも医療機関の検索可

●東京消防庁「救急相談センター」 ▼携帯・PHS・プッシュ回線☎＃7119　

▼23区ダイヤル回線☎3212－2323

整

整

整

健康・福祉のページ    https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/

墨田区の医療・健康情報

健康・福祉のページ    https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/

墨田区の医療・健康情報

健康・福祉のページ    https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/

墨田区の医療・健康情報

■2月の健康相談窓口 ＊育児相談以外は要予約

種別 向島保健センター (東向島
5－16－2)☎3611－6135

本所保健センター (東駒形
1－6－4)☎3622－9137

健康相談 月曜日～金曜日 ＊電話での相談も可
＊保健師・栄養士・歯科衛生士等が対応

育児相談 【受付日時】3日(月 )・17日
(月)午前9時～10時

【受付日時】3日（月）午前9時～
10時

心の健康相談 12日（水） 26日（水）
依存症相談 3日（月） －
思春期相談 － 12日（水）



墨田区長

山 本　亨夢
1月13日、本区では2131人の皆さんが晴

れて成人としての門出を迎えました。新成人
自らが企画・運営を担う「成人を祝うつどい」
の今年のテーマは、「開幕 twenty-twenty 
I'm twenty」。これには、「2020年という歴史
的な年を迎えた今、新たな時代を切り拓

ひら
いて

いこう。私にしかできないこと、私だからで
きることがある。」という想

おも
いが込められ、そ

のテーマにふさわしく、会場には将来への希
望と熱意に満ちた多くの新成人の姿がありま
した。皆さんには、これまで支えてくれた全
ての方々への感謝を忘れず、夢や目標を持ち、
力強く歩んでいってほしいと思います。また、
その柔軟な発想と行動力で、本区のまちづく
りに積極的に参画していただくことを期待し

ています。
さて、今年は東京2020オリンピック・パラ
リンピックの開催、情報経営イノベーション
専門職大学の開学、北十間川・隅田公園観光
回遊路の竣工、両国リバーセンターのオープ
ンなど、本区のさらなる発展に向けて歴史的
とも言える大変重要な年となります。また、葛
飾北斎の生誕260年でもあり、間もなく冨嶽
三十六景をデザインした新しいパスポートが
発行されることから、すみだ北斎美術館にも
これまで以上に注目が集まるものと思います。
スポーツ・教育・産業・観光・文化等あら
ゆる面において、墨田区が国内外から脚光を
浴びる2020年は、シティプロモーションをさ
らに推進する好機でもあります。多くの人々

に訪れてもらい、本区が持つ多彩な地域資源
や人の温かさに触れていただきたいと思います。
区民の皆さんと力を合わせて、誰もが憧れる、
どこよりも素

す
敵
てき
で魅力的なまちの実現に向け

て、引き続き全力で取り組んでいきます。

墨田区長

山 本　亨夢

令和初の成人を祝うつどい実行委員の皆さんとともに

「訪れたいまち」のさらなる発展に向けて

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス
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　　ホームページを参照する場合は、「墨田区　〝記事のタイトル〞」で検索HP

つながる

すみだ人
びと

すみだを愛し、すみだで活躍する人をリレー形式で紹介する「つながる す
みだ人」。お話を伺った方に次の方を紹介していただき、すみだを愛する人を
つないでいきます。第19回は、生まれも育ちもすみだで、小・中学校での
PTA活動に12年も携わっているという小川政美さんです。これまでの印象
深いエピソードと、PTA活動に秘めた想

おも

いをお伺いしました。

60年以上続く家業の箔
はく
押加工会社を手伝

いながら、PTA活動として中川小学校の顧
問と吾嬬立花中学校の会長を務めています。
　4人の娘を育てながらの活動は、時間との
戦いでしたが、両親、家族、PTA役員さんたち
の支援があって続けてくることができました。
　特に、6年前に中川小学校で「絵本の読み
聞かせ会」を立ち上げたことを嬉

うれ
しく思っ

Q. すみだでどのような活動をされていますか？

自ら率先してやる。困っている人を放っておかない。
強い絆

きずな
で一つのものを成し遂げる。そんな義理人情が

あるところが好きですね。普段は穏やかでも、いざとなっ
たら団結する熱い心を持っている人がすみだには多
いと、これまでのPTA活動から実感しました。子どもは

家庭だけでなく、学校や地域、皆で育てていくもの。
大人が頑張る姿は、子どもの希望や自信につながります。
人と人との絆や空気感…肌で感じた「すみだの思い出」
がいつまでも子どもたちの心の支えになれば。そん
な想いで、今後もPTA活動に取り組んでいきます。

Q. 小川さんは、すみだのどんなところが好きですか？

◀ 吾嬬立花中地区
青少年育成委員
会主催のソフト
ボール大会にて
（後列一番左が
小川さん）

▶ 吾嬬立花中学校
の運動会で PTA
本部役員の皆さ
んと(最前列中
央が小川さん)

　小川さんと同じく中
学校のPTA活動をさ
れ、墨田区立中学校
PTA連合会会長でもあ
る、廣田晃久さんです。
［問合せ］広報広聴担当
☎5608－6223

Q. すみだで現在の活動を始めたきっかけは何ですか？
　他のPTA会員の方からお声掛けいただいたこと
です。私自身もPTA活動で成長させていただきました。
　思い出深いのは、中川小学校の児童と夏休みに明け
暮れたソフトボールですね。親御さんたちは、早朝の
ラジオ体操後から仕事までの時間も惜しまずに指導
しました。頑張って練習を続けるうちに、初心者の子
も難しい球を捕れるようになったり、ヒットを打てる
ようになったりと、日ごとに上達していきました。そ
の結果、夏休みの最終日曜日に行われた大会で優勝！
子どもたちの勇姿に感動し、先生も保護者も、皆が何

物にも代え難い達成感を味わうことができました。
　そのほか、中川小学校、東吾嬬小学校、立花吾嬬の
森小学校のバザーやフェスタへの出店にも力を入れ
ていました。会場では、駄菓子つかみやヨーヨー釣
りの出店、中学生のヒップホップダンスショー、制
服を着たミニチュアマネキンの展示等を行い、多く
の方が集まってくださいました。小学生にとっては
中学校への興味を持ってくれるきっかけに、保護者
の方々にとっては、PTA活動の楽しさを間近に見て
いただく機会になったと思っています。

小川政美さん（立花在住）

次回登場してくださるのは・・・

私の好きな すみだ

　本コーナーへの写真を随
時募集しています。詳細は区
ホームページをご覧ください。
［問合せ］広報広聴担当
☎5608－6223

今月の1枚
「向島百花園にて」
【撮影】小久保 徳子さん

ています。これは、月2回、保護者が朝の授
業前に各クラスに入って、自ら選んだ本を
子どもたちの前で読み聞かせるものです。
この経験を活

い
かし、今は中学校での実現も

めざしています。中学生は自分でも十分に本
を読めますが、気持ちがこもった保護者の朗
読を聴く時間も、多感な時期に心を落ち着か
せるために、有意義なことだと思っています。




