
   新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口と中小企業や商店への緊急対応策は今号2面下部に掲載しています

教育の3つの大きな柱

キャンパスエリア

１墨田区のお知らせ

に掲載しています

2020年（令和2年）4月1日

　区では、文花地域の旧すみだ中小企業センターや学校
跡地全体をキャンパスエリアとし、大学間交流・地域交
流の場として利用できるまちづくりを進めています。今
号1面では、4月に区内初の大学として開学した情報経営
イノベーション専門職大学（以下、「i

アイユー
U」）を紹介します。

[問合せ]行政経営担当☎5608－6230

　平成29年5月から新たに設けら
れた職業大学のことです。特定の
職業のプロフェッショナルになる
ために必要な知識・理論や、実践
的なスキルを身に付けることがで
きます。教員の多くが、その分野で
豊富な実務経験を持つ「実務家教
員」であることも特色の一つです。

　1期生として全国各地から約
200人が入学し、中には社会人
経験がある学生もいます。海外
からの留学生も1割ほど在籍し、
多様な学生が集まります。
　3年後には、全学年の生徒が
揃
そろ
い、約800人の学生が在籍す

る予定です。

　本学の教育の柱である「ICT・ビジネス・英語」は、
地域や企業が抱える課題に対し直接アプローチで
きる力です。例えば、ICTを活用した子どもたちへ
のプログラミング教育や事業所等の販売促進の支
援、英語力を生かした観光客への通訳等ができます。
　ものづくりのまちであり、国際観光都市をめざ
す墨田区は、学生が大いに活躍できる、まさに「生
きた学びのフィールド」だと思います。

情報経営イノベーション専門職大学
　　　　文花1－18－13

　校舎の周りには塀がなく、誰で
も気軽に訪れることができます。
今後、大学の食堂や図書館を開放し、
夏休み期間中などには地域の方を
対象とした
公開講座
も実施する
予定です。

所在地

令和3年4月に開設予定。

▲校舎完成予想図

　「iU」は、情報通信技術（ＩＣＴ）
力やビジネス力、グローバルコ
ミュニケーション力を養うこと
を教育の柱としています。そし
て、「全学生が卒業するまでの4
年間に最低1度は起業にチャレ
ンジする」という点が大きな特
徴です。

　地域の代表として、これまで区や大学と協議を続
けてきました。地域の輪に大学が加わることで、放
課後学習や文化活動を通じた子どもたちの学力の向
上や、いきいきとした成長、高齢化の進む町会・自治
会、商店街などの地域活性化につながると思います。
学生には、地域のイベント等にも積極的に参加し

て、すみだを「わがまち」として、愛着を持って地域
に関わってもらえたら嬉

うれ
しいですね。

文花地
域

にでき
ます !

  

専門職大学って？

＊ iUと千葉大学デザイン建築スクー
ル（仮称）の両大学の周辺地域を
「キャンパスエリア」としています。

大学のあるまち すみだ
本格始動！

千葉大学
デザイン建築スクール (仮称 )

愛称は「アイユー」

新・文花子育て広場
（12月移転予定）

あずま百花園

テニスコート

宮島徹雄さん
情報経営イノベーション専門職大学設立準備室室長

田口武司さん
墨田区青少年育成委員会連絡協議会会長

お話を伺った方

多様性に富んだ学生 地域に開かれた大学教育の3つの大きな柱

は、こんな大学です！iU

があるまちの良さとは？大学

広い芝生！

の学生がすみだで活躍します！iU

iU 情報経営
イノベーション専門職大学

お話を伺った方
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◆2面以降の主な内容
2～4面 ･･･ 新型コロナウイルス感染

症の電話相談窓口 
4～6面 ･･･ 講座・教室・催し・募集
7面 ･･････ すこやかライフ
6～8面 ･･･つながる すみだ人
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一般的な相談窓口

墨田区新型コロナウイルス
感染症に関する電話相談窓口

　新型コロナウイルス感染症の特徴・予
防方法、心配な症状が出た時の対応など

☎0570－666－329（ナビダイヤル）
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時

＊祝日を除く

都「新型コロナウイルス感染症に
関する電話相談窓口」

☎0570－550－571（ナビダイヤル）
午前9時～午後9時

＊土・日曜日、祝日を含む

厚生労働省「新型コロナウイルス
感染症に関する電話相談窓口」

☎0120－565－653（フリーダイヤル）
午前9時～午後9時

＊土・日曜日、祝日を含む

新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口 新型コロナウイルス感染症の影響等で経営に困ったら
すみだビジネスサポートセンターへかぜの症状や37.5℃以上の発熱が4

日以上続いている
強いだるさ（倦

けんたい
怠感）や息苦しさ（呼

吸困難）がある
高齢者や基礎疾患がある方は、
上記の症状が2日程度続く場合

墨田区帰国者・接触者
電話相談センター
☎5608－1443

月曜日～金曜日の午前9時～午後5時
＊祝日を除く

都・特別区・八王子市・町
田市合同電話相談センター
☎5320－4592
午後5時～翌日午前9時
＊土・日曜日、祝日は終日

✓
✓

休日・夜間
の電話相談

[問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191　＊新型コロナウイルス感染症に関する
最新情報は区ホームページを参照（右のコードを読み取ることでも接続可）

■資金繰りが心配な方へ
　多数ある融資メニューから、事業所に最適
なものをご案内します。
[相談時にあると便利なもの]前年度の経営状
況がわかるもの（帳簿、決算書など）

■従業員への補償が心配な方へ
　従業員の休業や時短勤務などに対する助成
金をご案内します。
[相談時にあると便利なもの]勤務実態がわか
るもの（タイムカード、給与明細など）

■使える補助金を知りたい方へ
　区や都、国などの補助金をご案内します。
[相談時にあると便利なもの]自社の現況がわ
かるもの

コード

すみだビジネスサポートセンター
☎5608－6360

月曜日～金曜日の午前9時～午後5時

まずはご連絡ください

世界一の交通安全都市TOKYOをめ
ざして
春の全国交通安全運動

4月6日～15日に、春の全国交通安全運動が実
施されます。今年は ▼子どもをはじめとする歩行
者の安全確保　 ▼高齢運転者等の安全運転の励
行　 ▼自転車の安全利用の促進　 ▼二輪車の交
通事故防止　 ▼放置自転車・放置二輪車の撲滅　
に重点を置き、運動を展開します。
また、4月10日は「交通事故死ゼロをめざす日」
です。交通ルールを守り、交通事故のない社会を
築きましょう。
[問合せ] ▼ 土木管理課交通安全担当☎5608－
6203　 ▼本所警察署☎5637－0110　 ▼向島
警察署☎3616－0110

対象児童 令和2年4月分からの手当月額
1人目 [全部支給]4万3160円

[ 一部支給 ]4万3150円 ～1万
180円

2人目加算額 [全部支給]1万190円
[一部支給]1万180円～5100円

3人目以降加算
額 (1人につき)

[全部支給]6110円
[一部支給]6100円～3060円

ご注意ください
すみだ女性センターの一時
休館

すみだ女性センター（押上2－12－7－111）は
大規模修繕工事のため、休館します。休館期間中
は、施設貸出および情報資料コーナー業務を休止
しますので、ご注意ください。なお、「女性のため
のカウンセリング・DV相談」は、通常どおり行

ご活用ください
地域活動ガイドブック

ボランティア活動などの地域活動に役立つ情
報や、主に区が主催する講座などの学習情報をま
とめた「地域活動ガイドブック」を無料で配布し
ています。ぜひ、ご活用ください。
[配布場所]地域活動推進課（区役所14階）、区民情
報コーナー（区役所1階）、すみだ生涯学習センター
（東向島2－38－７）、各図書館・出張所・コミュ
ニティ会館・児童館・保健センター、子育て支援
総合センター（京島1－35－9－103）、社会福祉会
館（東墨田2－7－1）、区総合体育館（錦糸4－15－
1）、いきいきプラザ（文花1－32－2）等 [問合せ]
地域活動推進課まなび担当☎5608－6202

ぜひ、ご覧ください
動画「すみここ」

墨田区商店街連合会と区では、墨田区に住んで
いる方や、墨田区で働いている方だからこそ知っ
ているお店や気になるお店の情報を、冊子「すみ
ここ」で紹介しています。今回、お店の雰囲気を
もっと身近に感じていただけるよう、動画「すみ
ここ」を制作しました。ぜひ、ご覧ください。
[費用]無料　＊通信料は自己負担[閲覧方法]ユー
チューブまたはイン
スタグラムで「すみ
ここ」と検索　＊右
下のコードを読み取
ることでもユーチュー
ブに接続可 [問合せ]
産業振興課産業振興
担当☎5608－6187

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！

ひとりで悩まずご相談を
ＡＶ出演強要・「ＪＫビジ
ネス」等被害防止月間

近年、モデルの勧誘と思わせてアダルトビデオ
への出演を強要する「AV出演強要」や、簡単・高
収入をうたうアルバイトで女子高校生（JK）を誘
い出し性的な行為を強要する「JKビジネス」など、
若年層の女性を狙う犯罪が社会問題となってい
ます。最近では、SNSでのやり取りが発端となる
被害や、薬物（レイプドラッグ）、飲酒等に起因す
る被害も確認されています。４月は進学や就職に
伴い生活環境が大きく変わる時期ですので、被害
に遭わないよう気を付けましょう。なお、性的な
暴力で悩んでいる方やその家族・友人などは、ぜ
ひ、ご相談ください。
■警視庁ヤング・テレホン・コーナー
[相談時間]24時間受け付け[電話番号]☎3580－
4970
■すみだ女性センター
[相談日時]月曜日～水曜日・金曜日、毎月第2土
曜日の午前10時～午後4時　＊祝日・年末年始
を除く　＊要予約 [ところ]押上2－12－7－
111[電話番号]☎5608－1771
■各専用ダイヤル

▼「AV出演強要」「JKビジネス」被害＝警察相談専
用電話☎＃9110　 ▼性犯罪・性暴力被害＝性犯罪
被害相談電話☎＃8103　 ▼法的トラブル＝日本司
法支援センター（法テラス）☎0570－078374　

▼性的画像を含むインターネット上の問題＝女性
の人権ホットライン（法務局）☎0570－070－810
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]人権同和・男女共同参画課男女共同参
画担当☎5608－6512

毎月1日は
墨田区防災の日
4月1日の点検項目
日頃から
　　家庭で職場で　
　　　　　　　防災会議

手当額が改定されました
児童扶養手当

全国消費者物価指数の変動により、4月分から
の児童扶養手当額が改定され、0.5％引き上げら
れました。
[問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係
☎5608－6376

います（事前予約が必要）。
[休館期間]10月1日（木）～12月24日（木）[問合
せ]すみだ女性センター☎5608－1771

コード

広告 あなたの見たい!がひろがるテレビ「J:COM LINK」4K放送ネット動画も、これ一台で音声操作! ☎0120－989－989（9：00～18：00）
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暮らし
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・福祉
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税金
 トンベイ保国・
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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）
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種目 学校名 利用期間 区分
卓球 曳舟小学校(京島1－28－2) ▼4月7日～12月8日　 ▼令和3年1月5日～3

月2日　の毎週火曜日
個人

バレーボール（9人制・
ソフトバレー）

錦糸中学校(石原4－33－14) ▼ 4月8日～7月8日　 ▼ 9月2日～12月9日　

▼令和3年1月6日～3月3日　の毎週水曜日
軽運動（ビーチボール
バレー・ボッチャ等）

墨田中学校(向島4－25－22) ▼4月8日～12月9日　 ▼令和3年1月6日～3
月3日　の毎週水曜日

バドミントン 竪川中学校(亀沢4－11－15)、吾
嬬第二中学校(八広4－4－4)、吾
嬬立花中学校(立花5－48－2)
旧向島中学校(東向島4－18－
9)

▼4月8日～12月23日　 ▼令和3年1月6日～
3月31日　の毎週水曜日

バスケットボール 寺島中学校(八広1－17－15) ▼4月8日～12月9日　 ▼令和3年1月6日～3
月3日　の毎週水曜日硬式テニス

ソフトテニス ▼4月5日～7月5日　 ▼9月6日～12月13日　

▼令和3年1月10日～3月7日　の毎週日曜日
4月2日～10月30日の毎週木・金曜日 団体

利用時間は ▼火～金曜日＝午後7時～9時　 ▼日曜日＝午後1時～4時　です。学校行事等により、利用できない場合があります。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、利用開始時期が延期となる場合があります（詳細は区ホームページを参照）。

身近なスポーツの場としてご利用ください
区内小・中学校体育施設の開放

[対象]区内在住在勤在学でスポーツ安全保険等
に加入している中学生以上　＊中学生は保護者
または20歳以上の方の同伴が必要 [費用]無料　
＊用品代等が必要な場合あり [申込み]利用期間

中、直接会場へ　＊ソフトテニスの団体利用は、
利用希望日が属する月の前月の第2水曜日午後７
時に会場で申込みが必要 [問合せ]スポーツ振興
課スポーツ振興担当☎5608－6312

保険料等についてお知らせします
後期高齢者医療制度

■令和２年度・３年度の保険料の内容の決定
２年度・３年度は、均等割額が4万4100円、
所得割率が8.72％、賦課限度額が64万円にな
ります。具体的な保険料額は7月にお送りする
決定通知書でお知らせする予定です。
■保険料額の通知書等の送付
普通徴収（納付書・口座振替で納付）の方
今月中旬に「暫定保険料額決定通知書」をお送
りします。今回お送りする保険料額は、平成31
年度の保険料額を基に計算した金額です。納付書
払いの方は、同封の4月分～6月分の納付書で各
納期限までに納めてください。
特別徴収（年金天引き）の方
４月から特別徴収が始まる方と、すでに特別徴
収されていて、６月から保険料額が変わる方に、
「特別徴収（仮徴収）開始通知書」を今月中旬にお
送りします。
■キャッシュカードによる口座振替の受け付け
保険料の支払方法は、口座振替に変更すること
ができます。書面での申請をしなくても、区役
所にキャッシュカードを持参いただくことで、
その場で手続ができます。要件等の詳細はお問
い合わせください。
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]国保年金課長寿医療（後期高齢者医療）
保険料担当☎5608－8100

戦没者等の遺族の方へ
慰霊巡拝

厚生労働省による旧主要戦域などへの慰霊巡
拝への参加を受け付けています。
[実施予定時期］8月～令和3年2月 [派遣地域]
カザフスタン共和国／イルクーツク州・ブリヤー
ト共和国／ハバロフスク地方・ユダヤ自治州／
沿海地方／中国東北地方（旧満州地域全域）／東
部ニューギニア（ニューギニア島東部）／インド
ネシア（ニューギニア島西部含む）／ビスマーク
諸島／ミャンマー／トラック諸島／フィリピ
ン／硫黄島 [問合せ] ▼ 都福祉保健局生活福祉
部計画課援護恩給担当☎5320－4076　 ▼厚
生課厚生係☎5608－6151　＊参加要件・申
込方法等の詳細は、都福祉保健局のホームペー
ジを参照

請求を受け付けています
戦没者等の遺族に対する特
別弔慰金

戦没者の死亡当時の遺族で、令和２年４月１
日現在、遺族年金等を受ける方がいない場合に、
最先順位の方１人が「第十一回特別弔慰金」を
受給することができます。対象や受給内容、請
求方法等の詳細は、事前に電話でお問い合わせ
ください。
[請求期間]令和5年3月31日まで [問合せ]厚生
課厚生係☎5608－6151

ご活用ください
地球温暖化防止設備導入助成制度

区では、地球温暖化防止に効果的な太陽光発電
システムや、ペアガラスなどの省エネ設備を区内
の建物に導入する際、所有者に助成金を交付して

います。助成を受けるには、着工前の申請が必要
です。詳細はお問い合わせください。
［問合せ］環境保全課環境管理担当☎5608－6207

助成対象設備 助成率 助成限度額
太陽光発電システム 1kwあたり5万円または工事費

用の50％のいずれか少ない額
25万円　＊分譲集合住宅は50万円

太陽熱利用システム 工事費用の10％ 10万円　＊分譲集合住宅は25万円
遮熱塗装 20万円　＊分譲集合住宅は50万円
建築物断熱改修 40万円　＊分譲集合住宅は100万円
燃料電池発電給湯器（エネファーム） 5万円
家庭用蓄電システム 10万円
事業用小規模燃焼機器・空調機器・
照明機器

各20万円

住宅エネルギー管理システム（HEMS） 工事費用の20％ 2万円
直管型LED照明器具 工事費用の50％ 5万円　＊分譲集合住宅は20万円
工事費用は、設備およびその設置（施工）に係る経費等を合計した税抜金額です。
見積りは、複数の事業者に依頼することをお勧めします。また、契約を急がせる事業者には、十分ご注意ください。
 建物を新築する場合は、「太陽光発電システム」「太陽熱利用システム」「燃料電池発電給湯器（エネファーム）」「家庭用蓄電システム」
「住宅エネルギー管理システム（HEMS）」のみ対象となります。
 原則、10万円以上の工事費用のものが対象です。ただし、「住宅エネルギー管理システム（HEMS）」は5万円以上、「直管型LED照
明器具」は1万円以上が対象となります。

70歳になる誕生月の初日から申し込むことができます
東京都シルバーパス

[利用できる交通機関]都営交通（日暮里・舎人ラ
イナーを含む）、都内民営バス [対象]都内に住民
登録がある70歳以上の方 [有効期間]発行日～9
月30日 [申込み]随時、必要書類を直接、最寄り

のバス営業所・都営地下鉄定期券発売所等の発
行窓口へ [問合せ] ▼東京バス協会シルバーパス
専用電話☎5308－6950　 ▼高齢者福祉課支援
係☎5608－6168・℻5608－6404

対象区分／費用 必要書類
全区分で必要なもの 対象区分ごとに必要なもの

令和2年度住民税が課
税の方／1万255円

本人確認ができるも
の（健康保険証、運転
免許証、顔写真付き
の住民基本台帳カー
ド、マイナンバーカー
ド、生活保護受給証
明書等）

－

2年度住民税が非課税
の方／1000円

次のいずれかの書類 ▼  2年度介護保険料納入（決定）通知書（所
得段階区分欄に「1」～「6」のいずれかが記載されているか、
合計所得金額欄が125万円以下となっているもの）　 ▼  2年度
住民税非課税証明書　 ▼  2年度住民税課税証明書（合計所得金
額欄が125万円以下となっているもの）　 ▼  生活保護受給証
明書（2年4月以降に発行された「生活扶助」の記載があるもの）

2年度住民税が課税の
方のうち、元年の合計
所得額が125万円以下
の方／1000円　＊経
過措置
注  「2年度介護保険料納入（決定）通知書」は再発行できません。紛失等により、お手元にない方は「2年度住民税課税・非課税証明書」
（手数料 ▼  窓口での交付＝300円　 ▼  マイナンバーカードを利用したコンビニ交付＝200円）が必要です。
注  「介護保険料納入（決定）通知書」「住民税課税・非課税証明書」は、住民税等の賦課決定が行われるまでの期間（4月～6月頃）
は前年度の書類を代用できます。

注  住民税課税の方で、10月～3月に申し込む方は2万510円ですが、4月～9月に申し込む方は有効期間が短いため、半額の1
万255 円になります。

毎月5日は
すみだ環境の日
4月のエコしぐさ
道路脇
　　まちなか緑化で
　　　　　　　　春爛

らんまん
漫

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

広告 「畳を通して長～いお付き合い」　気軽にお電話下さい。HPでも・・・。あなたの町の（有）たたみ工房さいとう 緑四 ☎03－3631－9591
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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
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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

気力・体力パワーアップ 4月8日～22日の毎週水曜
日 ▼男性教室＝午前10時～
11時　 ▼一般教室＝午前
11時10分～午後0時10分

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内トレーナーから、年齢に合わせた運動を学ぶ　対高校生以上　＊男
性教室は男性のみ　定各先着20人　費各500円　持運動着、室内用
の運動靴、飲物　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

マンション管理士による無料相
談会

4月11日（土）午後1時～4時　
＊原則、毎月第2土曜日に
開催

区役所1階区民相談
コーナー

対区内の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

第1回フラワーアレンジ
メント教室「多肉植物の
寄せ植え」

4月19日（日） ▼1回目＝午
前9時～10時半　 ▼ 2回目
＝午前11時～午後0時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対小学生以上　定各回先着10人　費各回2000円　申事前に八広地
域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは4月18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　

吾嬬の里料理教室（全6回） 4月23日、5月28日、6月25
日、7月30日、8月27日、9
月24日いずれも木曜日午前
10時～午後1時

内季節感を取り入れた料理を作る　対 16歳以上の方　定先着15人　
費 6000円（材料費込み）　持布巾、エプロン、三角巾（バンダナも可）、
ハンドタオル　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け
付けは4月16日までの午前9時～午後8時

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。

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

ご協力ください
歯ブラシとペットボトル
キャップの回収

プラスチックごみの抑制のため、使用済みの歯
ブラシとペットボトルキャップの回収を開始し
ました。ぜひ、ご協力ください。
[歯ブラシ回収場所]下表のとおり [ペットボト
ルキャップ回収場所]区役所1階正面玄関入口、
すみだ清掃事務所（業平5－6－2）、すみだ清掃
事務所分室（東向島5－9－11）[対象]区内在住
の方　＊事業者を除く [回収方法]歯ブラシと
ペットボトルキャップを直接、各回収場所に備
え付けの回収ボックスへ　＊袋などは取り除い
て入れる [ 問合せ ]すみだ清掃事務所分室☎
3613－2228　＊詳細は問い合わせるか、区
ホームページを参照
■歯ブラシ回収場所

歯ブラシ回収場所 住所
区役所1階正面玄関入口 吾妻橋1－23－20
すみだ清掃事務所 業平5－６－2
すみだ清掃事務所分室 東向島5－9－11
梅若橋コミュニティ会館 堤通2－9－1
横川コミュニティ会館 横川5－9－1
地域福祉プラットフォーム 
ガランドール

石原4－11－12

すみだ福祉保健センター 向島3－36－7
子育て支援総合センター 京島1－35－9－103
シルバープラザ梅若 墨田1－4－4
立花ゆうゆう館 立花6－8－1－102
いきいきプラザ 文花1－32－2
向島保健センター 東向島5－16－2
すみだボランティアセン
ター

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

八広児童館 八広2－38－14
江東橋児童館 江東橋1－15－4
東向島児童館 東向島6－6－12
立花児童館 立花1－27－9
立川児童館 立川1－5－2
文花児童館 文花1－32－11
中川児童館 立花5－18－9
外手児童館 本所2－6－9
八広はなみずき児童館 八広4－27－8
 区立の保育園、小・中学校でも回収を行っていますが、施設
利用者以外は持込みができませんのでご注意ください。

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

4月の番組表

区政情報番組

新キャスター
大山美佳さん

レ＝レッツスポーツ in すみだ 熱＝2020目前！熱血オールすみだ 特＝特集　ス＝スキスミニュース　
知＝すみだのそこが知りたい

放映日 午前9時 正午 午後4時 午後8時
4月1日（水）～
4日（土）

熱ボクシング＆ゴールボール

4月5日（日）～
11日（土）

知ベストオブすみだモダン
ス「SUKI SUMI」の投稿などについて紹介

4月12日（日）～
18日（土）

特あなたのまちの消
火隊（再放送）

知ベストオブすみだ
モダン
ス「SUKI SUMI」の投
稿などについて紹介

特あなたのまちの
消火隊（再放送）

知ベストオブすみだ
モダン
ス「SUKI SUMI」の投
稿などについて紹介

4月19日（日）～
25日（土）

知すみここムービー
レフウガドールすみだレディース

4月26日（日）～
5月2日（土）

知すみここムービー
レフウガドールすみ
だレディース

特あなたのまちの消
火隊（再放送）

知すみここムービー
レフウガドールす
みだレディース

特あなたのまちの消
火隊（再放送）

＊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

4月からキャス
ターが変更にな
りました。

帰宅呼びかけメロディー
  午後５時半に放送（4月1日から）

遅くまで遊んでいる
　子には家に帰るよう 
　　ひと声かけて

資源の有効活用にご協力を
古着・金属製調理器具等の
回収とフードドライブ

ご家庭で不用になった古着や金属製調理器具
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] ▼ 4月18日(土)／業平公
園(業平2－3－2)　 ▼４月19日（日）／白鬚公園
(墨田1－4－42)　＊両日とも午前9時～午後2
時 [対象]区内在住の方　＊事業者を除く [回収
品目] ▼ 洗濯済で汚損していない古着や布製品
(ぬれているものは不可)　 ▼靴(泥・シミ等の汚
れがあるもの、穴が開いているもの、長靴・ブー
ツ・下

げ た

駄等の回収は不可)　 ▼ぬいぐるみ(着ぐ
るみ、ビニール製・プラスチック製の人形、壊れ
ているものなどは不可)　 ▼柄の長さを除いた直
径・一辺の長さが30cm未満の鍋・やかん・フ
ライパンなどの金属製調理器具(土鍋、ホーロー
鍋、包丁などの危険物は不可)　 ▼賞味期限まで
１か月以上の缶詰や乾麺などの食料品(生ものや
アルコール類は不可)[持込方法]古着、靴、ぬい
ぐるみ、金属製調理器具、食料品を、それぞれ別
の袋に入れて当日直接会場へ　＊車での来場は
不可 [問合せ]すみだ清掃事務所分室☎3613－
2228　＊詳細は問い合わせるか、区ホームペー
ジを参照

変更しました
区の組織

4月1日から、区の組織を一部変更しました。
[ 内容 ]下表のとおり [ 問合せ ]行政経営担当
☎5608－6230

変更内容 理由
地域力支援部

▼「オリンピック・パラリンピッ
ク準備室」を「オリンピック・パ
ラリンピック室」に変更

東京2020オリ
ンピック・パラ
リンピック競技
大会開催への対
応

福祉保健部

▼ 副参事（相談支援担当）を設置　

▼副参事（介護・医療連携調整担
当）を副参事（地域包括ケア推進
担当）に変更

福祉施策充実の
ための体制強化

事業終了等に伴い、「副参事（プレミアム商品券担当）」と
「副参事（児童・家庭支援推進担当）」を廃止しました。

広告 フラメンコギターライブ 4/11(土)2時 ティアラこうとう 1500円 問合せ℡090-8491-6364
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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・
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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

花育講座「リース型ハンギング
バスケット作り」講習会

4月28日（火）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 対区内在住在勤在学の方　定先着25人　費 3300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 4月1日午前9
時から電話で環境保全課緑化推進担当☎5608－6208へ

〝衣替えシーズン到来！〞今度こ
そ片づく衣類の整理術

4月29日（祝）午前10時半～
正午

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

内衣類の片付けのコツを学ぶ　対区内在住在勤在学の方　定先着20
人　費無料　申4月4日午前9時から電話で、すみだ産業会館☎3635－
4351へ

健
康
・
福
祉

ビギナーサポート〝トレーニング
がはじめて、久しぶりの方に！〞

4月30日(木)までの午前9
時～午後9時のうち30分

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内トレーナーからマンツーマンでトレーニングマシンの使い方を学ぶ　
対高校生以上　費 1650円　申事前にスポーツプラザ梅若☎5630－
8880へ

弁護士による権利擁護法律相談 4月16日（木）午後1時半～4
時半

すみだボランティアセ
ンター(東向島2－17－
14)

内判断能力が十分ではない方への権利擁護法律相談、親族後見人から
の相談、福祉サービスの苦情相談　定先着3人　費無料　申事前に電
話で、すみだ福祉サービス権利擁護センター☎5655－2940へ

高齢者のパソコンプログラミン
グ入門教室「スクラッチ2.0を
使って簡単なゲームを作成し
ます。」（全4回）

4月21日～5月19日の火曜
日午後2時～4時
＊5月5日を除く

梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内)

対区内在住の60歳以上で、パソコンの基本操作（文字入力）ができるプ
ログラミング初心者　定 10人（抽選）　費無料　持 OSがWindows7
以上のノートパソコン　申 4月7日までに梅若ゆうゆう館☎5630－
8630へ　＊受け付けは午前9時～午後5時

10年後、20年後も元気でいるた
めに「元気生き生き体操教室」（各
会場全8回）

▼ 第1会場＝5月8日～6月
26日の毎週金曜日　 ▼第2
会場＝5月11日～6月29日
の毎週月曜日　 ▼第3会場
＝5月13日～7月1日の毎週
水曜日　＊いずれの会場も
午後1時10分～2時40分

▼第1会場＝区総合体
育館(錦糸4－15－1)　

▼第2会場＝八広はな
みずき高齢者支援総合
センター・高齢者みま
もり相談室（八広5－
18－23）　 ▼第3会場
＝すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7）

内介護予防に効果的な体操を柔道整復師から学ぶ　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方　＊未受講者を優先　
＊ほかにも要件あり　定 ▼第1・3会場＝各会場30人（抽選）　 ▼第2
会場＝25人(抽選)　費無料　申教室名・希望会場・住所・氏名・年
齢・電話番号を、直接またはファクスで4月24日までに高齢者福祉課
地域支援係（区役所4階）☎5608－6178・℻  5608－6404へ

身体障害者向け「癒やしのヨガ
＆ストレッチ教室」（全4回）

5月8日～29日の毎週金曜
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)

対区内在住で身体に障害のある方　定 15人（抽選）　費無料　申教室
名・住所・氏名・ファクス番号を、直接または電話、ファクスで4月7
日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3723・℻  5608－3720
へ　＊申込時に手話通訳・磁気ループの希望可

要介護状態にならないために「ら
くらく水中ウォーク教室」（全12
回）

5月11日～7月27日の毎週
月曜日午後1時半～3時

ルネサンス両国（両国
2－10－14）

内温水プールでのウォーキングやバランス運動　対介護保険の要介
護認定で要支援1・2と認定された方、基本チェックリストで事業対象
者と判定された方　＊ほかにも要件あり　定先着10人　費 4800円　
申事前に各高齢者支援総合センターまたは担当の介護支援専門員へ　
＊受け付けは4月21日まで　問高齢者福祉課地域支援係☎5608－
6178

子
育
て
・
教
育

「マナーキッズ大使」をめざすプ
ロジェクト（全12回）

4月25日～令和3年3月27
日の第4土曜日午後1時半～
5時　＊12月は第3土曜日
に開催

みどりコミュニティセ
ンター（緑３－７－３）

内茶道、華道、書道、折り紙といった日本の伝統文化を体験し、美しい
姿勢・挨拶、おもてなしの心を身に付ける　対区内在住の小学校1年
生～3年生　定先着50人程度　費 1万2000円　申事前に応募動機・
住所・氏名・年齢・性別・小学校名・学年・電話番号・Eメールアドレ
スを、ファクスまたはEメールでマナーキッズプロジェクト℻  6426－
1580・ offi  ce365@mannerkids.or.jpへ　＊受け付けは4月10日
まで　問行政経営担当☎5608－6230　＊詳細はマナーキッズプロ
ジェクトのホームページを参照

東京都子育て支援員研修「地域
保育コース」（第1期）

6月～　＊日程の詳細は募
集要項を参照

都内数か所（新宿区等） 対都内在住在勤で、今後子育て支援員として就業する意欲がある方 
申申込書を郵送で4月17日（必着）までに公益財団法人東京都福祉保健
財団（〒163－0718新宿区西新宿2－7－1小田急第一生命ビル18・
19階）☎3344－8533へ　＊詳細は子育て支援課（区役所4階）で4月3
日から配布する募集要項を参照　問 ▼研修内容について＝都福祉保健
局少子社会対策部計画課☎5320－4121　 ▼募集要項の配布について
＝子育て支援課子育て計画担当☎5608－6084

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

区民体育大会「グラウンド・ゴ
ルフ大会」

4月18日 (土 )午前9時15
分～午後2時　＊受け付けは
午前8時20分～　＊雨天の
場合は4月25日(土）に延期

錦糸公園野
球場（錦糸
4－15－1）

定先着70人　費 500円　申事前に電話で墨田区グラウンド・ゴルフ
協会事務局　宮澤哲男☎090－3222－5364へ

東京2020応援プログラム「区民
おもてなし講座」墨田区らしい
〝おもてなし〞を学びませんか？　

▼ 第1回＝4月26日（日）

▼ 第2回＝5月31日 (日 )　
＊時間はいずれも午後3
時～4時半（開場は午後2時
半）

区役所会議室131（13
階）

内 ▼第1回＝日本古来の「おもてなし」「礼儀作法」について学ぶ　【講師】
鈴木 万亀子氏（小笠原流礼法総師範）　 ▼第2回＝世界の挨拶・礼儀作
法とコミュニケーションについて学ぶ　【講師】赤阪清隆氏（公益財団
法人フォーリン・プレスセンター理事長、元広報担当国際連合事務次長）　
対区内在住在勤在学の方　定各回先着100人　費無料　申事前に講
座名・希望回・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・勤務先また
は学校の名称（区内在勤在学者のみ）を、ファクスまたはＥメールで墨
田区オリンピック・パラリンピック地域協議会事務局（オリンピック・
パラリンピック室内 ) ☎5608－1445・℻  5608－6934・
OLY-PARA2020@city.sumida.lg.jpへ　＊受け付けは ▼第1回＝4

月23日午後5時まで　 ▼第2回＝5月28日午後5時まで

日午後2時～4時

お知らせ 食中毒予防 冷蔵庫や冷凍庫には食品を詰め過ぎず、7割程度を目安に保存しよう ［問合せ］生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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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）

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。

＝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

暮
ら
し

臭気測定パネル（判定員）の募集 内区が実施する臭気判定会（年間1回・2回）で、臭気が注
入された袋を嗅覚により選定する　＊謝礼あり　対区内
在住の20歳以上で、臭気判定に適した嗅覚を有する方
＊公務員は不可　【募集数】10人程度　選嗅覚確認テスト　
＊4月24日（金）午前9時～午後4時のうち約30分を予定　
＊合格者を臭気測定パネル(判定員)として登録

申住所・氏名・生年月日・電話番号・Eメールアドレスを、直
接またははがき、ファクス、Eメールで4月17日(必着)までに
〒130－8640環境保全課指導調査担当（区役所12階）☎5608－
6210・℻  5608－1452・ KANKYOU＠city.sumida.lg.jpへ

区
政
そ
の

他

令和2年度「すみだの夢応援助成
事業」助成希望事業の募集

内地域を活性化する意欲的なプロジェクトに対し、ふるさ
と納税を活用した資金調達の機会を提供する 対区内外
の事業者が区内で実施する事業で、地域力の
向上につながるもの

申事前に申込先へ相談の上、申込書類を直接4月21日までに地
域活動推進課まなび担当（区役所14階）☎5608－6202へ　＊詳
細は問い合わせるか、募集要項を参照　＊募集要項は申込先で
配布しているほか、区ホームページからも出力可（左のコードを
読み取ることでも接続可）

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＝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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

区民水泳教室（各教室全6回） 5月11日～28日の毎週月・
木曜日　＊各教室の日程の
詳細は申込先へ

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対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　　
申 ▼成人初心者水泳教室＝電話で　 ▼その他＝希望する教室名・住所・
氏名（ふりがな）・年齢・生年月日・性別・電話番号・学校名（幼稚園名・
保育園名）・学年（幼稚園・保育園は年中・年長のいずれか）を、往復は
がきで　4月15日（必着）までに両国屋内プール（〒130－0015横網
1－8－1）☎5610－0050へ　＊1通につき1人のみ申込可　＊抽選結
果は4月25日頃までに返信

▼幼児水遊び教室 午後2時半～3時15分 定20人（抽選）　費3500円

▼幼児水泳教室 午後3時15分～4時 定20人（抽選）　費3500円

▼学童水泳教室 午後4時半～6時 定80人（抽選）　費4000円

▼成人初心者水泳教室 午後6時半～8時 定20人（抽選）　費4000円

早朝テニス教室（全20回） 5月15日～9月25日の毎週
金曜日午前6時～7時

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　定先着25人
程度　費 6000円　持テニスシューズ（運動靴）、硬式ラケット　申種
別・住所・氏名・年齢・電話番号・テニス歴を、直接またははがき、ファ
クス、Ｅメールで5月3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

区民体育大会「柔道大会」 5月17日（日）午前8時半～
午後6時

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

種 ▼ 小学生＝1・2年生（学年別）、3年生以上の男子（学年別）、3年生
以上の女子（中・高学年別）　 ▼中学生＝男子（学年別）　 ▼高校生＝男
子（有段者の1・2年生）　 ▼一般＝男子無段者（高校生以上）、男子有段
者（高校3年生以上）、女子無段者（中学生以上）、女子有段者（高校生以
上）　 ▼団体戦（3人戦）＝小学校3年生以上　対区内在住在勤在学でス
ポーツ安全保険等に加入している三段までの方　費 1人1000円
申種別・住所・氏名・年齢（学生は学年も）・電話番号を、直接または
はがき、ファクス、Eメールで4月8日（必着）までに墨田区柔道連盟事
務局　石留靖之（〒136－0071江東区亀戸6－17－4）☎・℻  3683－
7080・ ishidome@d5.dion.ne.jpへ

区民体育祭「バスケットボール
大会」

6月7日・14日・21日、8月
23日・30日いずれも日曜
日午前8時～午後9時

種男子1・2・3部、女子1・2部　対区内在住在勤在学の高校生以上
で構成されたチーム　費 1チーム5000円　＊5月19日（火）午後7時か
ら、区総合体育館で実施する代表者会議で支払　申申込書を直接また
は郵送で4月30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　＊申込書は申込先、区総
合体育館、スポーツプラザ梅若(墨田1－4－4)で配布　問墨田区バス
ケットボール協会 中山重樹 shi-naka@extra.ocn.ne.jp　

区民体育大会「おかあさんバレー
ボール大会」

6月14日（日）・28日（日）午
前9時半～午後9時　＊受け
付けは午前9時～

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)　ほか

種 1部・2部　費 1チーム3000円　申電話で4月6日～25日にスポー
ツ振興課スポーツ振興担当☎5608－6312へ　＊代表者会議を4月27
日（月）午後7時から、区役所会議室131(13階)で実施　＊詳細は、墨
田区おかあさんバレーボール連盟のホームページを参照

ぽ
け
っ
と

相続寺子屋区民講座「もめない
ための相続の基礎」

4月7日(火)午前10時～正
午

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

定先着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

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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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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 ☎ ＝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）

5月30日（土 )午
前9時～11時

向島保健 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ー1127へ　＊受け付けは ▼若年区
民健康診査＝4月23日まで　 ▼骨密度検診＝
4月8日まで　 ▼胃がん検診（胃部エックス線
検査・医療機関実施分、胃内視鏡検査・医療
機関実施分）＝7月6日まで　 ▼胃がん検診（胃
部エックス線検査・検診車実施分）＝令和3
年3月11日まで　＊胃がん検診（胃部エック
ス線検査・検診車実施分）は、日程の選択可
（詳細は、すみだ けんしんダイヤルへ）　＊骨
密度検診、肝炎ウイルス検診は電子申請不可

骨密度検診 4月15日 (水 )午
前9時～10時

［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・
医療機関実施分）

5月1日（金）～7
月31日(金)の区
内実施医療機関
診療日

区内実施医
療機関

［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

胃がん検診（胃内
視鏡検査・医療機
関実施分）

[内容]胃内視鏡検査（胃カメラ）[対象]区内在住で50歳以上の方
[費用]1500円　＊生活保護受給者等は無料

胃がん検診（胃部
エックス線検査・
検診車実施分）

毎月1回～2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

［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）

区内実施医
療機関等

［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

肝炎ウイルス検診 区内実施医
療機関

［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ることもありますので、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、ペースメーカー等の医療器具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」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（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。

注

 簡単！便利！すみだ けんしんダイヤルのご利用を

●骨密度検診・がん検診・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
［受け付け］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。

2020年（令和2年）4月1日

＊対象はいずれも令和2年度（令和2年4月1日～令和3年3月31日）中に誕生日を迎え、対象年齢となる方
＊胃がん検診(胃内視鏡検査)、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

■4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 【受け付け日時】6日(月)・20
日(月)午前9時～10時

【受け付け日時】6日(月)午前
9時～10時

ママのリラッ
クスタイム

2日（木） 14日（火）

心の健康相談 8日(水) 22日(水)
依存症相談 13日(月) －
思春期相談 － 8日（水）、15日（水）

■歯科・整形外科応急診療医院（4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

5日（日） 丸山歯科医院 菊川3－16－13　☎3631－5391

佐々木整形外科整 江東橋4－30－16　☎6666－9185

12日（日）たむら歯科 墨田1－15－15ライオンズプラザ東向島101　☎6657－1889

大山整形外科整 京島3－34－7　☎3613－7577

19日（日）安田歯科医院 吾妻橋3－3－5　☎3622－5356

吉岡整形外科医院整 八広3－38－6　☎3618－0671

26日（日） タカダ歯科医院 東向島3－10－9　☎3619－4070

賛育会病院整 太平3－20－2　☎3622－9191

29日（祝） 山田歯科医院 両国3－16－3－101　☎3633－0410

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。

休日等の急病のときには
■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。

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

月曜日～金曜日の午前9時～午後6時(祝日・年末年始を除く)

午後6時まで受け付けています

コード

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

墨田区の医療・健康情報新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、各種検診
や相談が中止または延期となる場合があります。
最新情報は区ホームページをご確認ください。



墨田区長

山 本　亨夢
一つの写真や動画をきっかけに、知られて

いなかったものが一躍話題になることも珍し
くない時代です。すみだの新たな魅力を発掘し、
PRするため、昨年インスタグラム上で実施し
た「写真でつながる墨田区フォトコンテスト」
には、区内外から3000点を超える応募があり、
特に優れた作品の撮影者10人を表彰させてい
ただきました。入賞者には、早速「すみだカメ
ラ部10選」として、区内の写真撮影と魅力発
信にご協力いただいており、今後の活躍も期
待しています。また、ご応募いただいた皆さん
に心から感謝申し上げます。
さて本日、文花地域に「情報経営イノベー

ション専門職大学」が開学し、大学のあるまち
づくりが本格的に始動しました。来年4月には

千葉大学デザイン・建築スクール（仮称）が開
設予定であり、両大学との連携・交流の推進
により、「大学の知見」を区政の様々な施策や
地域活性化につなげたいと考えています。大
学生の皆さんには、すみだの空気や人の温かさ
など、多彩な魅力を肌で感じながら、豊かな感
性や行動力を発揮し、本区のまちづくり・人
づくりに参画していただきたいと思います。
なお、大学の概要は今号1面で特集しています
ので、ぜひ、ご覧ください。
ところで、新型コロナウイルス感染症の終息
の見込みが依然として立っていない状況です。
先月から区立小・中学校、幼稚園の臨時休校（園）
や、児童館の利用時間の短縮、催し等の中止・
延期の措置により、区民の皆さんには大変な

ご不便やご迷惑をおかけし、申し訳なく思っ
ております。引き続きご理解とご協力をお願
いします。
また、区民の皆さんにも、うがいや手洗い、
せきエチケットの励行等に引き続き取り組ん
でいただき、共にこの苦難を乗り越えましょう。

墨田区長

山 本　亨夢 広がる すみだの魅力

3月1日号再校　回答締切 2月17日14時 【修正する場合】印刷・朱書き・決裁後持参　＊出先機関の場合はFAX
【修正がない場合】決裁後、電話連絡
［回答先］区報担当（区役所6階）3617・3618・3620
TEL5608－6223・FAX5608－6406

課長（施設長)印

3月13日、情報経営イノベーション専門職大学を運営
する

学校法人電子学園と防災協定を締結しました

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

8 墨田区のお知らせ 2020年（令和2年）3月1日

　　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
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 ☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

8 墨田区のお知らせ

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21回は、区内の小・中学校でPTA 活動に携わり、現在は主
任児童委員を務める杉崎真嗣さんです。

困っていると、知らない人でも「グイグイ」行く
ような、良い意味で「おせっかい」な人が多いとこ
ろです。また、学校に関心を寄せてくれる人の多
さにも気付き、ありがたいと思うことが多いです。
　近年は国際化が進み、学校も様々な国籍の子ど

もが通っています。中には18か国もの子どもが
通っている学校もあるんですよ。日本に長く住ん
でいない方は当然、わからないことが多いと思い
ますが、そんな方をすみだの「おせっかい」で迎
えていきたいです。

Q. 杉﨑さんは、すみだのどんなところが好きですか？
　大学時代から様々な
教育の在り方について
学び、区内の小・中学校
の教育支援にも携わる
佐伯実紀さんです。
［問合せ］広報広聴担当
☎5608－6223

Q. 現在の活動を始めたきっかけは何ですか？
もちろんお声が掛かったからですが、お引受
けする決断には、PTA活動の経験が大きく関
わっています。
区内の全中学校のPTA会長が集まる「墨田区
立中学校PTA連合会(中P連)」などでは、同じ
墨田区でも地域によって歴史や文化のようなも
のが異なることを知り、驚くこともありました。
そういった違いを知る楽しさもあり、自分の地
域だけでなく、他校の地域のイベントなどのお
手伝いもさせていただきました。え⁉そんなに
関わって大変じゃなかったか？いえ「めちゃく
ちゃ」面白かったですね。

もちろん、日々の課題について保護者や先生
方と一緒に考えることもたくさんありました。
また併せて先生方の負担をどうしたら軽減で
きるかなども考えました。でもそういったこと
も含めて、この活動は好きだからやっている、
関われて嬉

うれ
しい、楽しいことです。それに、私

たち大人が楽しんでいる姿は、子どもにも伝わ
り、楽しさの連鎖や安心感を生み出すのではな
いかと感じています。
主任児童委員を務めるに当たっても、そんな
経験や考え方、これまで築いてきた関係性など
を大切にしていきたいと思います。

杉﨑真嗣さん（墨田在住）

次回登場してくださるのは・・・

　本コーナー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

私の好きな すみだ
今月の1枚

「横川公園に1つだけの
ポンポンみたいなかわいい桜」
【撮影】山本敏子さん

委員として、学校や行政をはじめとする
様々な支援機関などと連携することや、学
区域を越えて広域的に活動することなどで
すね。
　でも、子どもの暮らしを見守り支えるとい
う本質は同じ。主任児童委員としての私の活
動には、PTA活動の様々な経験から得たもの
が詰まっています。

▲ 「PTA 会長退任後の
今でも、交流がある
大切な仲間です。」

▼「学校の行事を手伝っ
てもらうこともあり、
様々な面で支えても
らっています。」

　本コーナー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

5608－6223

Q. すみだでどのような活動をされていますか？
　小・中学校のPTA活動を経て、昨年の12月
からは区の民生委員・児童委員としての活動
をスタートさせました。その中でも、地域の
子どもが元気に安心して暮らせるように相
談や支援等を専門に行う主任児童委員を務
めています。
　PTA活動と異なる点は、学校に通う子ど
もの保護者としての立場ではなく、専門の

中Ｐ連 (平成 29年度 ) の皆さんと

2人の弟さんと

2020年（令和2年）4月1日




