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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

美顔塾「季節に合わせたスキン
ケア＆メイクレッスン基本編」

3月13日（金）午前10時半～
午後0時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

対女性　定先着10人　費500円（材料費）　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

健
康
・
福
祉

ダイエットプログラム体験（超音
波の体脂肪厚測定２か所付き）

3月31日（火）までの午前9
時～午後9時　＊60分程度

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内6週間ダイエットの１回体験　対18歳以上の方　費1100円　申事
前にスポーツプラザ梅若☎5630－8880へ　＊内容等の詳細は申込先へ

楽しく踊って介護予防「レクリ
エーションダンス講習会」

2月25日(火)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)

対区内在住の60歳以上で老人クラブ未加入の方　＊老人クラブ加入者
の参加募集は別途実施　定先着50人　費無料　申事前に電話で墨田
区老人クラブ連合会事務局☎5608－6167へ　＊受け付けは月曜日～
金曜日の午前10時～午後4時　＊動きやすい服装で参加

男性介護者教室 ケアMENすみ
だ「高齢者に多い病気とフレイ
ル予防〝３大疾病を予防して健や
かな老後を〞」

３月５日（木）午後1時半～3
時半

なりひらホーム(業平
5－6－2)

対区内在住の男性　費無料　申事前に教室名・住所・氏名・年齢を、
直接または電話、ファクスで、むこうじま高齢者支援総合センター(東向
島2－36－11・ベレール向島内)☎3618－6541・℻  3618－6549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）

3月7日（土）午後１時半～3
時半

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

高齢者体験講座「小筆
習字」「ペン習字」

3月9日（月） ▼小筆習字＝午
前10時～正午　 ▼ペン習字
＝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　定各講座先着5人　費無料　持 ▼小筆
習字＝小筆、すずり（小皿も可）、墨汁、文鎮　 ▼ペン習字＝使い慣れた
ボールペン　申事前に梅若ゆうゆう館☎5630－8630へ　＊受け付け
は3月7日までの午前9時～午後5時

認知症サポーター養成講座 3月17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

認知症サポーターフォローアッ
プ講座「認知症の予防について」

3月17日 (火 )午後2時45
分～3時45分

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

介護予防「筋トレ・ストレッチ
体操」〝あなたも一年間頑張って
みませんか？〞（全2コース）

4月6日～令和3年3月29日
の月曜日 ▼午前10時半～
11時半　 ▼午後1時半～2
時半　＊祝日を除く

立花ゆうゆう館(立花
6－8－1－102)

対区内在住在勤の60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35人（抽選）　費無料　申2月27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

子
育
て
・
教
育

子ども水泳教室「水慣れ・水遊び
教室」「クロール基礎教室」（各教室
全3回）

3月1日～19日の ▼水慣れ・
水遊び教室＝毎週木曜日午
後3時～　 ▼クロール基礎
教室＝毎週日曜日午前11
時～

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 ▼水慣れ・水遊び教室＝4歳以上の未就学児　 ▼クロール基礎教室
＝小学生以上　定各教室先着15人　費各教室3300円　申2月23日
午前9時から両国屋内プール☎5610－0050へ　＊内容等の詳細は申
込先へ

STEAM人材育成事業「カード
ゲームでスミダをスクエ！」カー
ドゲーム発表会

3月8日（日)午後2時半～4
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の発表会、優秀作品の決定　
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

LEGO®でつくろう！ミライのと
んこま「こんな児童室・図書室
あったらいいな！」

3月21日（土）午後１時半～
3時半　＊発表は午後3時
10分～

東駒形コミュニティ会
館（東駒形4－14－1）

内ブロックで理想の施設を作る　＊保護者は発表のみ観覧可　対小学生　
定先着24人　費無料　申事前に東駒形コミュニティ会館☎3623－
1141へ

〝分かりやすく学べる！〞小学生
対象「キッズ・プログラミング
教室」

3月22日（日） ▼午前10時～
11時半　 ▼午後0時半～2
時　 ▼午後2時半～4時

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

内プログラミングの基礎を学ぶ　対小学生　＊小学校3年生以下は保
護者の同伴が必要　定各先着15人　費無料　申2月21日午前9時か
ら電話で、すみだ産業会館☎3635－4351へ

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

特集展示「資料館
で雛
ひな
まつり」

2月22日(土)～3月29日(日)
の午前9時～午後5時　＊入
館は午後4時半まで　＊休
館日は毎週月曜日(祝日のと
きは翌日)・第4火曜日

すみだ郷土文化資料館
（向島2－3－5）

内歴史的・美術的に価値の高い江戸時代の雛人形や、芥川 龍之介ゆか
りの「芥川家旧蔵雛人形」などの展示　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

日曜成人水泳教室「平泳ぎマス
ター教室」（全3回）

3月1日～15日の毎週日曜
日午後0時5分～0時55分

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対クロールで泳げる16歳以上の方　定先着10人　費3300円　申2
月23日午前9時から両国屋内プール☎5610－0050へ　＊内容等の詳
細は申込先へ

スプリング・テニス・スクール（全
12回）

3月24日～5月8日の火・金
曜日午後1時15分～3時45
分　＊4月10日、5月5日を
除く

錦糸公園テニスコート
（錦糸4－15－1）

種初心者、初級、中級、上級　対区内在住在勤在学の方　定60人（抽
選）　費9000円　＊子どもが春休み中のみ（4月7日まで）参加する場
合は4000円　申種別・住所・氏名・年齢・電話番号を、直接または
はがき、ファクス、Ｅメールで3月15日（必着）までに墨田区庭球協会事
務局　相沢宗良（〒130－0013錦糸1－4－13）☎3622－7454・
℻  3623－0574・ sumida-tennis-ass@snow.ocn.ne.jpへ

イ
ベ
ン
ト

人権啓発行事｢希望の義足〝ルワ
ンダの復興とパラリンピックへ
の道〞｣

3月14日（土）午後6時半～8
時半

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

内義肢装具士によるトークイベント、アフリカ音楽の演奏　【出演】ル
ダシングワ 真美氏（義肢装具士）、椎名 誠氏（作家）　定先着500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、
手話通訳希望の有無、一時保育希望の有無を、電話またはファクス、E
メールで東京都人権啓発センター☎6722－0085・℻  6722－0084・
fukyu3102＠tokyo-jinken.or.jpへ　＊受け付けは3月9日まで　

問人権同和・男女共同参画課人権同和担当☎5608－6322

ニッポンクラフ
トビアフェスティ
バルinすみだ

3月28日（土）・29日（日）午
前11時～午後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）　＊車・
自転車での来場は不可

内音楽演奏等を楽しみながら、すみだのビールを含む全国のクラフト
ビールを試飲する　対20歳以上の方　定各日先着700人　費各日
3980円　申事前にニッポンクラフトビアフェスティバルのホームペー
ジから申込み　問産業振興課産業振興担当☎5608－1437

区内在住在勤の60歳以上で医師から運動を制限されてい

でに立花ゆうゆう館☎3613－3911へ　＊受け付けは午前

＝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　ぬらすだけ　手洗いならば　不十分　［問合せ］生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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アスリートが先生となって各競技を教える
「アスリートレッスン」や、アスリートと一緒
にチームを組んで競い合う「運動会」、オリン
ピック・パラリンピックの「競技体験コーナー」
など、東京2020大会を身近に感じるイベント
を開催します。
[とき]4月11日（土）午前９時～午後３時半 [と
ころ]区総合体育館・錦糸公園（錦糸4－15－1）
[出演]山本 篤氏（パラ陸上競技）、木村沙織氏
（バレーボール）、根木慎志氏（車いすバスケッ
トボール）、松本 薫氏（柔道）、藤井瑞希氏（バド
ミントン）、大畑大介氏（ラグビー）、平澤奈古
氏（パラアーチェリー）など [対象]小学生以上
[定員] ▼ アスリートレッスン＝各10人～50
人　 ▼運動会＝300人　＊いずれも抽選（詳細は

ブリヂストン×オリンピック×パラリンピック 
a GO GO！のホームページを参照）[費用]無料
[持ち物]室内用の運動靴　＊動きやすい服装で
参加[申込み] ▼アスリートレッスン・運動会＝
事前にブリヂストン×オリンピック×パラリン
ピック a GO GO！のホームページから申込み
（右のコードを読み取ることでも接続可）　＊受

カラダで感じよう。いっしょに楽しもう。
ブリヂストン×オリンピック×パラリンピック a GO GO！ in TOKYO withすみだ　開催

PICKUP! 2020
東京2020大会をもっと身近に感じる注目情報

け付けは3月22日まで　 ▼競技体験コーナー＝
当日直接会場へ[問合せ] ▼ブリヂストン×オリ
ンピック×パラリンピック a GO GO！事務局
☎6264－1319　＊受け付けは午前
10時～午後5時（土・日曜日、祝日を
除く）　 ▼オリンピック・パラリンピッ
ク準備室☎5608－1445 コード

運動会 車いすバスケットボール

　3月1日（日）、東京マラソン2020が開催されます。区の一部が
コースとなることから、交通規制や区内循環バスのルート変更等
がコース周辺で実施されますので、ご注意ください。
［問合せ］スポーツ振興課スポーツ振興担当☎5608－6312

▼車いすマラソン・車いす10km＝午前9時5分

▼マラソン・10km＝午前9時10分
往路区内通過予想時刻

▼車いす先頭＝午前9時40分頃

▼マラソン先頭＝午前10時頃

▼マラソン最終＝正午頃

復路区内通過予想時刻

▼車いす先頭＝午前9時50分頃

▼マラソン先頭＝午前10時15分頃

▼マラソン最終＝午後1時頃
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東京博物館前

本所松坂
町公園

第一ホテル両国前
刀剣博物館

交通規制区域と時間
(いずれも午前 9時～） 午後2時 10分まで

午後 1時 40分まで

午後 2時まで
午後 1時半まで
午後 1時 25分まで

マラソン祭り会場
区内の観光名所等
区内循環バス
う回ルート

　大会中は、区内循環バス南部ルート（両国・
錦糸町ルート）のすみだ北斎美術館前（津軽
家上屋敷跡）を午前8時44分～午後1時29分
に発車するバスは、⑪都営両国駅（江戸東京
博物館前）～⑱弥勒寺前には止まりませんの
で、ご注意ください。

　音楽演奏やダンスなどの様々な
パフォーマンスでランナーを応援
する「マラソン祭り」を右図の2会
場で開催します。ぜひ、お越しくだ
さい。
[実施時間]午前10時20分～午後1時

©東京マラソン財団

東京マラソン20203月1日（日）

区内循環バスのルート変更 マラソン祭り

スタート時刻

　　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

＝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 内容・対象等 申込み・問合せ等

健

康
・
福
祉

「たちばな作品展」展示作品（絵、
写真、書道作品など）の募集

【展示期間／展示場所】3月12日（木）～15日（日）の開館時間中　
＊最終日は午後2時まで／たちばなホーム(立花3－10－1)

費無料　申作品を持って直接2月25日～3月6日に、たちばな
ホーム（立花3－10－1）☎3613－8718へ

仕
事
・

産
業

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（事務）

内墨田区体育協会に関する事務　対パソコンの基本操作
（ワード、エクセル）ができる方　【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

申採用選考受験申込書と、志望動機・自己PR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3月6日（必着）ま
でに〒130－8640スポーツ振興課スポーツ振興担当（区役所14
階）☎5608－6312へ　＊採用選考受験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

区
政
そ
の
他

都市計画公園・緑地の整備方針
（改定案）のパブリックコメント
（意見募集）

【改定案の閲覧期間／閲覧場所】3月19日(木)まで／都市
整備課（区役所9階）、区民情報コーナー（区役所1階）、東京
都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課（新宿区西新宿
2－8－1東京都庁第二本庁舎12階）、都民情報ルーム（東
京都庁第一本庁舎3階）　＊東京都都市整備局・区ホーム
ページでも閲覧可

【ご意見の提出方法】ご意見（書式自由）を郵送またはEメールで3
月19日（消印有効）までに東京都都市整備局都市づくり政策部緑
地景観課（〒163－8001新宿区西新宿2－8－1） S0000169@
section.metro.tokyo.jpへ　問 ▼改定案全般に関すること＝東京
都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課☎5388－3315　 ▼区
に関すること＝都市整備課都市整備・河川担当☎5608－6581

緑確保の総合的な方針（改定案）
のパブリックコメント（意見募集）

【改定案の閲覧期間／閲覧場所】3月19日（木）まで／環境
保全課（区役所12階）、区民情報コーナー（区役所1階）、東
京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課（新宿区西新
宿2－8－1東京都庁第二本庁舎12階）、都民情報ルーム（東
京都庁第一本庁舎3階）　＊東京都都市整備局・区ホーム
ページでも閲覧可

【ご意見の提出方法】ご意見（書式自由）を郵送またはEメールで3
月19日（消印有効）までに東京都都市整備局都市づくり政策部緑
地景観課（〒163－8001新宿区西新宿2－8－1） S0000169@
section.metro.tokyo.jpへ　問 ▼改定案全般に関すること＝東
京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課☎5388－3315　

▼区に関すること＝環境保全課緑化推進担当☎5608－6208

4 墨田区のお知らせ 2020年（令和2年）2月21日




