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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

4 墨田区のお知らせ
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2020年（令和2年）4月1日

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・ akiramiyakawa@ezweb.ne.jp

4 墨田区のお知らせ 2020年（令和2年）4月1日
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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・
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 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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