
☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、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

エコで涼しい夏を過ごす「緑の
カーテン作りと土の再生」講習
会

5月18日(月）・20日(水)・
25日(月)・27日(水) ▼午
前10時半～　 ▼午後1時～

▼5月18日＝曳舟文化
センター(京島1－38－
11)　 ▼ 5月20日＝区
役所1階アトリウム　

▼5月25日＝緑と花の
学習園(文花2－12－
17)　 ▼ 5月27日＝み
どりコミュニティセン
ター(緑3－7－3）

内緑のカーテンの作り方と土の再生方法を学ぶ　＊つる性植物の苗(1
人2苗)を進呈　対区内在住在勤の方　定 ▼ 5月25日＝各先着10人　

▼その他＝各先着30人　費無料　持筆記用具、苗を持ち帰るための
袋　申 5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

健
康
・
福
祉

「すみだハート・ライン21事業」
「ミニサポート事業」有償ボラン
ティア募集説明会

5月12日（火）午前10時～
11時半、5月21日（木）午前
10時～正午

▼5月12日＝地域福祉
プラットフォーム キ
ラキラ茶家（京島3－
49－18）　 ▼ 5月21
日＝地域福祉プラッ
トフォーム ガランドー
ル（石原4－11－12）

対地域活動に関心があり、協力会員・協力員として家事援助などの活
動（有償ボランティア）に協力できる18歳以上の方（今すぐ活動できな
くても可）　定各日先着10人　費無料　申事前に電話で、すみだハー
ト・ライン21事業室☎5608－8102へ　＊協力会員・協力員への登
録方法の詳細は申込先へ

みかんの会（認知症家族会） 5月12日(火)午後1時半～
3時半

たちばなホーム(立花
3－10－1)

内介護に関する悩みの共有など　対認知症の家族を介護している方、
介護の経験がある方、認知症に関心がある方　定先着10人　費無料　
申事前に、ぶんか高齢者支援総合センター(文花1－29－5都営文花一
丁目アパート5号棟1階)☎3617－6511へ

はなみずき認知症家族会 5月16日（土）午後1時半～3
時

八広はなみずき高齢者
支援総合センター(八
広5－18－23)

内認知症疾患医療センターの役割について学ぶ　対区内在住で認知
症の方を介護している家族等　定先着20人　費無料　申事前に電話
で八広はなみずき高齢者支援総合センター☎3610－6541へ

むこうじま家族会 5月19日（火）午後1時半～3
時

ベレール向島(東向島
2－36－11)

内介護の困りごとなどを参加者同士で話し合う　対区内在住で認知
症の方を介護している方　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

弁護士による権利擁護法律相談 5月21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)

内認知症の方や知的障害・精神障害のある方の法律相談、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

第1回みどり認知症サポーター
養成講座

5月23日（土）午前10時～
11時半

オウトピアみどり苑
(緑2－5－12)

内認知症について正しく理解し、認知症サポーターとして必要な知識
を学ぶ　対区内在住在勤の方　定先着15人程度　費無料　申事前に、
みどり高齢者支援総合センター（オウトピアみどり苑内）☎5625－
6541へ　

第28回体力測定（ストレッチ・
握力・上体起こし・反復横跳び
など）

5月24日（日）午前10時半～
11時半　＊新規利用者は測
定終了後に初回講習会あり

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

対高校生以上　定先着15人　費 240円（トレーニング室利用料）　
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

　皆さんが撮影した写真を区報に掲載します。ぜひ、写真をお寄せください。
［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテーマに区内で撮影した写真と、作品名・撮影場所・
住所・氏名・電話番号を、直接または郵送、Ｅメールで、〒130－8640広報広聴担当（区役所6
階）☎5608－6223・ OSHIRASE@city.sumida.lg.jpへ　＊Eメールで応募の際は、件名に「私
の好きな すみだ」を明記　＊写真は

▲

直接・郵送＝Ａ4以下の紙に印刷するか、jpeg形式で
CD－Rに保存　

▲

Ｅメール＝jpeg形式で添付（1通あたり3MB以内）［注意事項］

▲

人物が含
まれる写真は、肖像権侵害等の防止のため、本人（未成年の場合は親権者）の了承が必要　

▲
氏

名も掲載　

▲

応募写真は他媒体で使用する場合あり　

▲

応募写真は一部手直しをする場合あり

区報にあなたの好きな、
すみだの風景を掲載しませんか？

スマートフォンで
撮影した写真もOK!
どんどん送ってください。

毎月1日号に掲載中！

お知らせ 食中毒予防　生の肉や魚を切った後はすぐに、包丁・まな板を洗浄・消毒する　　　　[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感染症拡大防止のため、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

都営住宅入居者の募集（6月）　
＊５月定期募集の延期分

【募集予定住宅】 ▼世帯向け(一般募集住宅)　 ▼若年夫婦・
子育て世帯向け(定期使用住宅)　 ▼居室内で病死等があっ
た住宅　＊単身者でも申込みが可能な住宅もあり　対都
内在住で所得が定められた基準に該当する方　＊ほかに
も要件あり　＊都営住宅入居者の５月定期募集は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため６月に延期（詳細は東京
都住宅供給公社ホームページまたは広報東京都５月号を
参照）

【延期後の募集案内と申込書の配布期間／配布場所】6月8日
(月)～16日(火)／住宅課(区役所9階)、区民情報コーナー(区
役所1階)、各出張所の予定　＊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　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

子
育
て
・
教
育

「墨田わんぱく保育園（亀沢3－
24－1）」入園児・転園児の募集

【開園予定日】8月1日（土）　【募集予定数】 ▼0歳児（生後57
日以上）＝14人　 ▼1歳児＝10人　 ▼2歳児＝5人　 ▼3歳
児＝6人　 ▼4歳児・5歳児＝各20人　＊募集数が変更に
なる場合あり　＊開園時間、対象、申込書類等の詳細は「保
育施設利用申込みのご案内」を参照（区ホームページから
も出力可）

【保育施設利用申込みのご案内等の配布場所】子ども施設課（区役
所4階）、各出張所・認可保育園など　申申込書類を直接6月10
日午後7時までに〒130－8640子ども施設課入園係（区役所4階）
☎5608－6152へ　＊毎週水曜日は午後7時まで受け付け　＊
郵送の場合は6月3日（消印有効）まで　＊他の認可保育施設へ入
所申込済みの場合は、「希望認可保育施設（希望園）変更届」を6月
10日午後7時までに直接申込先へ

文
化
・
ス

ポ
ー
ツ

通訳・翻訳ボランティアの募集
「ご自身の語学力を活

い
かしてみま

せんか」

内区が実施する国際交流および多文化共生の推進事業等
の通訳・翻訳業務　【登録期間】登録日～令和3年3月31日
まで　対 20歳以上で次の全ての要件を満たす方 ▼パソコ
ンの基本操作（ワードまたはエクセル）ができる　 ▼パソ
コンのEメールアドレスがある　 ▼外国語の通訳・翻訳の
能力がある　＊国籍は不問

【募集言語】タイ語、タガログ語、中国語、朝鮮語、ネパール語、フ
ランス語、ベトナム語等　＊言語ごとに登録目安の語学力を設定　
申随時、登録票をEメールで文化芸術振興課都市交流・国際担
当☎5608－6212・ BUNKASHINKOU@city.sumida.lg.jp
へ　＊登録票は区ホームページから出力可

区
政
そ
の

他

墨田区図書館運営協議会の区民
委員の募集

内墨田区図書館運営協議会において、図書館の運営等に
ついて利用者の立場から意見を述べる　対区内在住の18
歳以上で、図書館の運営に関心があり、原則、土・日曜日
に開催する会議(年3回程度、各回約2時間)に出席できる
方　【任期】区教育委員会が委嘱した日～令和4年3月31日　
【募集数】2人　選書類選考

申申込書と課題作文を、郵送またはファクス、Eメールで5月31
日(必着)までに、ひきふね図書館(〒131－0046京島1－36－
5) ☎5655－2350・ ℻  5655－2351・ HIKIFUNE@city.
sumida.lg.jpへ　＊課題作文のテーマなどの詳細は、募集要領
を参照　＊募集要領と申込書は墨田区立図書館のホームページ
から出力可　

＝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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申込書等の配布期間・場所が変更となる場合があります。お越しの際は、
事前に、問合せ先へご確認ください。

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

健
康
・
福
祉

ネット依存「インターネットと
の付き合い方を考える」

6月4日(木)午後2時～4時 すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

【講師】宮越春香氏（久里浜医療センター心理療法士）　対区内在住在勤
の方　定先着30人　費無料　申 5月７日午前8時半から電話で向島保
健センター☎3611－6193へ

要介護状態にならないために「ま
るごと若がえり教室（やさしめ
コース）」（全12回）

6月17日～9月9日の水曜日
午前10時～11時半　＊7月
22日を除く

区総合運動場（堤通2－
11－1）

内筋力アップ運動、栄養バランスや口
こうくう
腔ケアの講義　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5月27日まで　問高齢者福祉課地域支援係☎5608－
6178

子
育
て
・
教
育

キッズダンス（ヒップホップ）教
室「小学生クラス」「幼児クラス」
（各クラス全10回）

6月6日～8月8日の毎週土
曜日 ▼小学生クラス＝午後
3時～3時45分　 ▼幼児ク
ラス＝午後4時～4時45分

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対 ▼ 小学生クラス＝小学生　 ▼幼児クラス＝3歳以上の未就学児　　
定各クラス先着15人　費各クラス5000円　持飲物　＊動きやすい
服装で参加　申 5月8日から八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受
け付けは5月30日までの午前9時～午後8時（5月18日は休館）

CAREプログラムを使った子ど
もとのコミュニケーションスキ
ルアップ講座（全3回）

6月15日・29日、7月6日い
ずれも月曜日午前10時～
11時半

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

内子どもとの適切な関わり方について学ぶ　対区内在住で3歳～小学
生の子どもがいる保護者　定先着12人　費無料　申 5月1日午前9時
から電話で子育て支援総合センター☎5630－6351へ　＊事前申込み
による未就学児の一時保育あり

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

区民体育大会「ライフル射撃大
会」

▼ エアーライフルの部＝5
月31日(日)午前9時～午後
5時半　 ▼小口径の部＝6月
14日(日)午前9時～午後4
時

▼ エアーライフルの
部＝台東リバーサイ
ドスポーツセンター　
エアーライフル場(台
東区今戸1－1－10)　

▼小口径の部＝千葉県
総合スポーツセンター
射撃場(千葉県千葉市
若葉区小間子町4－3)

種エアーライフル、小口径　費各部2000円　申 ▼費用を持って直接　

▼郵便振替(記号番号は00170－0－718428、口座名は墨田区ライフ
ル射撃連盟)で　墨田区ライフル射撃連盟事務局　梁瀬敏昭(向島5－
24－11)☎3622－0357へ　【申込期間】 ▼エアーライフルの部＝5月
10日～24日　 ▼小口径の部＝5月24日～6月7日

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？〞

5月31日(日)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　定先着100人　
費無料　申事前に住所・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5月28日まで

イ
ベ
ン
ト

ランチ＆スペシャルコンサート
「the Soul」

5月9日（土）午後1時～　
＊開場は正午

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内ポップ・ミュージックのコンサート　定先着50人　＊全席自由席　
費 800円（軽食代込み）　申事前に本所地域プラザ☎6658－4601へ　
＊受け付け午前9時～午後8時

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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