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健康
・福祉

仕事
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スポーツ
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 トンベイ保国・

区政
その他

子育て ぽけっと
（区主催以外）

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

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ)。なお、参加に当たっては、手洗いや、せきエチケットを心掛け、発熱等の症状がある方は参加をお控えください。

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

絵手紙教室（全6回） 4月19日、5月17日、6月21
日、7月19日、8月16日、9
月20日いずれも日曜日午後
1時半～3時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内 季節の花などの絵手紙を描く　対 中学生以上　定 先着20人　
費 3000円　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付
けは4月12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

健
康
・
福
祉

男性介護者教室 ケアMENすみ
だ「墨田区の認知症施策につい
て」

４月２日（木）午後1時半～3
時半

なりひらホーム(業平
5－6－2)

内講話、意見交換・座談会 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、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・ ℻  3624－6501へ　 問 高齢者福祉課相談係☎5608－
6174・℻  5608－6404

パソコン講師ボランティア養成
講座(全4回)

4月3日～24日の毎週金曜
日午後1時半～3時

いきいきプラザ（文花
1－32－2）

内パソコンボランティアとして活動するために必要な知識を身に付
ける 対区内在住で、次の全ての要件を満たす方 ▼全日程参加でき
る　 ▼パソコンの基本操作ができる　 ▼講座修了後、ボランティア活
動に参加できる　定先着5人　費 500円　申事前に、いきいきプラ
ザ☎3618－0961へ

ふくの会（なりひら認知症家族
会）

4月4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

ひきこもりの当事者とその家
族を応援する「すみだみんなの
カフェ（居場所）」

4月16日（木）、5月21日
（木）、6月18日（木）午前
10時半～正午

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】 ▼4月16日＝ひきこもりとは？　

▼5月21日＝親子のコミュニケーション　 ▼6月18日＝ひきこもりと
医療のつながり　対区内在住在勤在学で、ひきこもり状態の方やその
家族　定各日先着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

シニアのためのいきいきトレー
ニング教室(第1期・各部全24
回）

5月7日～7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　＊祝日を除
く

いきいきプラザ（文花
1－32－2）

内機器を使った介護予防のための筋力向上トレーニング　対区内在
住の60歳以上で、これから運動を始めたい方　＊4月6日(月)午前9
時15分または4月9日(木)午後3時半から開催する説明会への参加が
必要　定各部8人(選考)　費無料　申電話で各説明会の前日までに、
いきいきプラザ☎3618－0961へ　＊受講には主治医の意見書が必要
(意見書の作成費用は自己負担)

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）

▼ 水慣れ・水遊び教室＝4
月9日～23日の毎週木曜日
午後3時～3時50分　 ▼ク
ロール基礎教室＝4月12
日～26日の毎週日曜日午
前11時10分～正午

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 3月22日
午前9時から両国屋内プール☎5610－0050へ

赤ちゃんからOK！月イチひろば
「こみかんたいむ」「おれんじたいむ」
〝こみかんたいむの終了時間が
正午から午後3時までに延びま
した〞

▼ こみかんたいむ＝4月13
日(月)午前10時～午後3時　
＊原則毎月第2月曜日(8月
は第1月曜日)に開催　 ▼お
れんじたいむ＝4月27日
(月 )午前10時～午後3時　
＊原則毎月第4月曜日(11
月は第3月曜日、12月は第1
月曜日)に開催

子育て支援総合セン
ター ( 京島1－35－
9－103)

内親同士の交流や情報交換、保育士等による子育て相談　対 ▼こみか
んたいむ＝歩けるようになるまでの乳児とその保護者　 ▼おれんじた
いむ＝おおむね4歳までの子どもとその保護者　費無料　申当日直
接会場へ　問子育て支援総合センター☎5630－6351

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

たのしい運動教室 4月1日（水）～6月30日（火）　
＊各教室の日程の詳細は申
込先へ

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内▶大人クラス＝ヨガ、背骨コンディショニング（腰痛、坐
ざこつ
骨神経痛改

善プログラム）、大人のカンフーなど全18教室　▶子どもクラス＝カン
フー、おやこ運動教室、こども運動教室、チアダンス、ヒップホップダン
スなど全10教室　定各教室先着10人～15人　費各教室1100円×回
数　＊体験は1回1100円　申事前にスポーツプラザ梅若☎5630－
8880へ　＊内容や対象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

日曜成人水泳教室「バタフライ
マスター教室」（全3回）

4月12日～26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 3
月22日午前9時から両国屋内プール☎5610－0050へ

ラジオ体操指導者講習会 (全
10回)

4月16日、5月21日、6月18
日、8月27日、9月17日、10
月15日、11月26日、令和3
年1月21日、3年2月18日、
3年3月18日いずれも木曜
日午後6時半～8時

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

費 3000円　持室内用の運動靴　＊靴底が黒色のものは不可　申当日
直接会場へ　問 NPO法人東京都ラジオ体操連盟 佐藤幸一☎3625－
0565

区民体育大会「卓球大会」 4月18日(土)午前9時～午
後6時

種男女別シングルス(一般の部・年代別の部)　費 1種目1000円(高
校生以下は700円)　＊当日支払　申種別・住所・氏名・年齢・電話
番号を、郵送またはファクスで4月2日(必着)までに墨田区卓球連盟
事務局 庄司道子(〒130－0014亀沢1－19－7)☎・℻  3626－5070
へ　＊一般の部、年代別の部の2種目申込みも可

区民体育大会「区民ハイキング
琴平丘陵～羊山公園ハイキング」　

4月19日 (日 )午前7時45
分～　＊歩程は約3時間　

大渕寺、護国観音、岩
井堂、大山祇神社、羊
山公園　【集合場所】西
武池袋線池袋駅の改札
前　＊秩父鉄道影森駅
からハイキング開始、
西武秩父駅で解散

定先着30人　費 500円(保険料込み)　＊別途、交通費等は自己負担　
持弁当、水筒、山歩きに適した靴、雨具兼用の防寒着等　申事前に
費用を持って直接、スポーツ振興課スポーツ振興担当(区役所14階)
☎5608－6312へ　＊受け付けは4月10日午後4時まで　問墨田区
野外活動連盟 小林正克☎090－2411－0296 

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お知らせ
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☎ ＝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

知的障害のある方が仲間を作り、
社会生活のルールを学ぶ「すみ
だ教室」

【活動期間】5月17日～令和3年2月7日の原則毎月第1・3
日曜日午前9時半～午後3時　＊ボランティアは午後3時
半まで　【活動場所】本所中学校（東駒形3－１－10）ほか

選面接　＊面接日は後日通知　申申込書を直接または郵送で4
月2日（必着）までに〒130－8640地域教育支援課地域教育支援
担当（区役所11階）☎5608－6503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

▼  受講生の募集 対区内在住在勤の65歳以下で知的障害のある、次の全て
の要件を満たす方 ▼義務教育課程を修了した（高校等に
在学中の方を除く）　 ▼医療管理や介護を必要としない　

▼団体行動ができる　 ▼自宅と会場を1人で往復できる　

▼愛の手帳３度～４度に相当する　

【募集数】若干名　費無料　＊教材費等は別途自己負担

▼  ボランティア(指導補助)の
募集

対18歳以上で障害者教育に関心がある方　＊高校生を除
く

＊謝礼あり

仕
事
・
産
業

特別区職員Ⅰ類(大学卒程度)
【一般方式】の募集

＊下記以外の資格でも受験できる場合あり　＊資格・免
許は令和3年3月31日までに取得・登録見込みも可　＊募
集内容の詳細は採用試験案内を参照

【一般方式における採用予定数】 ▼事務＝906人程度　 ▼土木造
園(土木)＝48人程度　 ▼土木造園(造園)＝6人程度　 ▼建築
＝50人程度　 ▼機械＝16人程度　 ▼電気＝21人程度　 ▼福祉
＝87人程度　 ▼心理＝26人程度　 ▼衛生監視(衛生)＝33人程
度　 ▼衛生監視(化学)＝5人程度　 ▼保健師＝78人程度　【土
木・建築新方式における採用予定数】 ▼土木造園(土木)＝8人
程度　 ▼建築＝6人程度　【第１次試験日】5月3日(祝)　【採用
試験案内の配布場所】各区役所、特別区人事委員会事務局　＊墨
田区では、職員課(区役所8階)、区民情報コーナー(区役所1階)、
各出張所・図書館・コミュニティ会館等で配布　【申込書の配
布場所】各区役所、特別区人事委員会事務局　＊インターネッ
トでの申込みが困難な方にのみ配布　＊墨田区では職員課(区
役所8階)で配布　申 4月6日午後5時（受信有効）までに特別区
人事委員会採用試験情報のホームページから申込み　＊郵送で
の申込みは、申込書を4月2日(消印有効)までに特別区人事委員
会事務局任用課(〒102－0072千代田区飯田橋3－5－1)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　＊事務については、点字
による受験も可　＊詳細は特別区人事委員会採用試験情報の
ホームページを参照

▼事務、土木造園(土木)、土
木造園(造園)、建築、機械、
電気

対日本国籍を有し、平成元年4月2日～平成11年4月1日
に生まれた方

▼福祉 対平成3年4月2日～平成11年4月1日生まれで、社会福祉
士もしくは児童指導員の資格を有する方、または保育士の
資格を有し、都道府県知事の登録を受けている方　＊国
籍は不問　

▼心理 対昭和56年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大
学(短期大学を除く)の心理学科を卒業した方、またはこれ
に相当する方　＊国籍は不問

▼衛生監視(衛生)、衛生監視
(化学)

対日本国籍を有し、平成3年4月2日～平成11年4月1日に
生まれた方　＊衛生監視（衛生）は食品衛生監視員および
環境衛生監視員の両資格を有する方

▼保健師 対昭和56年4月2日～平成11年4月1日生まれで、保健師
の免許を有する方　＊国籍は不問

特別区職員Ⅰ類（大学卒程度）【土
木・建築新方式】の募集

種土木造園(土木)、建築　対日本国籍を有し、平成元年
4月2日～平成11年4月1日に生まれた方

墨田区育児休業代替任期付職員
「事務(Ⅲ類)」の募集

対日本国籍を有し、平成14年6月1日までに生まれた方　
選作文および面接　＊募集内容の詳細は採用選考案内を
参照

【採用数】若干名　【選考日】4月19日(日)　＊時間は受験者に後
日通知　【採用選考案内・申込書の配布場所】職員課(区役所8
階)、区民情報コーナー(区役所1階)、各出張所　ほか　＊区ホー
ムページからも出力可　申申込書等を直接または郵送で4月8
日(消印有効)までに〒130－8640職員課人事担当(区役所8
階)☎5608－6244へ

イ
ベ

ン
ト

にぎわい広場「フリーマーケット」
の出店者募集

内リユース可能な家庭用品等の出店者の募集　＊食品は不
可　【開催日時／開催場所】5月3日(祝)午前10時～午後3
時／八広地域プラザ(八広4－35－17)　対20歳以上の方

定先着20区画　費 1区画1000円　申事前に八広地域プラザ
☎6657－0471へ　＊受け付けは4月30日までの午前9時～午
後8時(4月20日は休館)

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

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ)。なお、参加に当たっては、手洗いや、せきエチケットを心掛け、発熱等の症状がある方は参加をお控えください。

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

区民体育大会「弓道大会」 4月19日(日)午前9時～午
後5時　＊受け付けは午前8
時半～　

弓道場(江東橋4－1－
3)

種個人 (男女別 )　対区内在住在勤在学の方　＊東京都学生弓道
連盟の加入者を除く　費無料　持弓道衣、弓具　申住所・氏名・
性別・電話番号を、郵送で4月18日（必着）までに墨田区弓道連盟 
武井省吾 (〒130－0014亀沢3－12－4)へ　問墨田区弓道連盟 
村川利夫☎3612－7887

区民体育大会「アーチェリー大
会」

4月19日(日)午後1時～5時
＊受け付けは午後0時半～

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

種 30ｍ・20ｍダブル(男女別)　費無料　申種別・住所・氏名・年齢・
電話番号を、ファクスまたはEメールで3月29日までに墨田区アーチェ
リ ー 協会事務局☎3625－1874・ ℻  3625－1860・ active-
okayasu@lily.ocn.ne.jpへ　＊Eメールでの申込みの場合は件名に大
会名を記入

ちょっと楽しいスポーツ教室（各
会場全20回程度）

4月～令和3年3月の土曜日
午後2時～4時　＊日程は
今後の新型コロナウイルス
感染症の影響を考慮の上、
後日決定し、申込者へ通知

▼第四吾嬬小学校(京
島3－64－9)　 ▼外手
小学校 (本所2－1－
16)　＊学校行事等で
変更になる場合あり

内バドミントン、ミニテニス、ラージボール卓球、ビーチボールバレー
等の体験　対区内在住在勤の20歳以上の方　定各会場40人(抽選)　
費各会場 ▼64歳以下=4000円　 ▼65歳以上=3350円　＊いずれも
保険料込み　申電話で3月30日までに ▼第四吾嬬小学校の希望者＝ス
ポーツドアあずま事務局☎3617－9002へ　 ▼外手小学校の希望者＝
両国倶楽部事務局☎3622－5181へ　問スポーツ振興課スポーツ振
興担当☎5608－6312

区民体育大会「ハンドボール大
会」

5月5日(祝)午前9時～午後
6時　＊受け付けは午前8
時～　＊雨天の場合は5月
6日(振休)に延期

都立両国高校(江東橋
1－7－14)

種一般(男女別)、高校男子、中学男子　対区内在住在勤在学の方で構
成し、区内で活動している団体　費無料　申種別、参加者全員の住所・
氏名・年齢(学年)・電話番号、代表者のファクス番号、チーム名を、郵
送またはファクス、Eメールで4月4日～20日(必着)に墨田区ハンドボー
ル協会事務局 鈴木愼二(〒133－0056江戸川区南小岩7－22－1－
2805)℻  3650－4466・ sumida.handball@gmail.comへ　問ス
ポーツ振興課スポーツ振興担当☎5608－6312

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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