
　　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
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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）

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

高齢者「スマートフォン写真教
室」(全4回)

6月4日～25日の毎週木曜
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)

内スマートフォンで、きれいな写真を撮る方法を学ぶ　対区内在住の
60歳以上で、スマートフォンを所有し操作ができる方　定16人(抽選)　
費 200円　持スマートフォン　申 5月18日までに、すみだ福祉保健セ
ンター☎5608－3721へ

身体障害者向け「楽しい笑顔と
体操教室」(全4回)

6月8日～29日の毎週月曜
日午前10時～正午

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5月
17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

身体障害者向け「七宝焼教室」
(全3回)

6月10日～24日の毎週水曜
日午後1時半～3時半

対区内在住で身体に障害のある方　定 12人 (抽選 )　費 1700円　
申教室名・住所・氏名・年齢・ファクス番号を、直接または電話、ファ
クスで5月17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

依存症状でお困りの方のための
相談「ファミリーメンタル相談」

6月17日(水)午後　＊詳細
は申込先へ

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内家族関係等の悩みについて専門医に相談する　対区内在住で、こころ
の病をもつ方の家族　費無料　申5月12日午前8時半から電話で向島保
健センター☎3611－6193へ

こころの病をもつ方の家族の会
〝家族同士で情報交換しませんか〞

6月25日(木)午後1時半～
3時半

内参加者同士で、日頃の悩みを話し合い、病気のことや福祉制度など
について情報交換する　対区内在住で、こころの病をもつ方の家族　
定先着15人　費無料　申 5月12日午前8時半から電話で向島保健セ
ンター☎3611－6193へ

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

デトックスヨガ(全7回) 5月13日～6月24日の毎週
水曜日午前11時～正午

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対 18歳以上の方　定先着10人　費 7700円　＊体験は1回1100円
(体験以降は残り回数×1100円)　申事前に、スポーツプラザ梅若
☎5630－8880へ

区総合体育館公開講座「いき
いきシニア、楽しく運動講座」
〝在宅時間が増え、運動不足で
筋力が弱っていませんか？〞

5月28日（木）午前9時半～
11時半

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

内簡単で楽しく続けられる運動　対 60歳以上の方　定先着15人　
費無料　申事前に講座名・住所・氏名・電話番号を、電話またはEメー
ルで区総合体育館☎3623－7273・ sumidagym@n-reco.co.jpへ　
＊受け付けは5月20日まで

庭球指導者講習会(各部全4回) 6月6日、9月19日、令和3年
1月16日、3年2月6日いず
れも土曜日 ▼第1部＝午後6
時～7時20分　 ▼第2部＝
午後7時20分～9時

定各部25人（抽選）　費各部2000円　＊親子での参加は各部1組2500
円　持室内用のテニスシューズ（運動靴も可）、硬式用ラケット　申講
習会名・希望の部・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6月2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

初心者弓道教室（全10回） 6月9日～7月9日の毎週火・
木曜日午後6時半～8時半

弓道場（江東橋4－1－
3）

対区内在住在勤在学で16歳以上の方　定 30人（抽選）　費 5000円　
申住所・氏名・年齢・電話番号を、往復はがきで5月31日（必着）まで
に墨田区弓道連盟事務局　武井省吾（〒130－0014亀沢3－12－4）
☎5608－8125へ

レディス・テニス・トーナメン
ト大会

7月3日 (金 )・8日 (水 )・
10日(金)・15日(水)午前
9時～午後2時

錦糸公園テニスコート
（錦糸4－15－1）

種ダブルス　対区内在住在勤の女性　定先着50組　費 1組2200円　
申事前に大会名、ペアの住所・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　＊受け付けは6月12日

（必着）まで

初心者弓道教室（全10回）

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

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
(オフィスサポーター)

内書類の印刷、シュレッダー作業等　【雇用期間】6月1
日～令和3年3月31日　【勤務場所】区役所　対次のいず
れかに該当する方 ▼身体障害者手帳の交付を受けている
方　 ▼都道府県知事または政令指定都市長が発行する療
育手帳の交付を受けている方　 ▼知的障害者更生相談所、
児童相談所、精神保健福祉センター、障害者職業センター、
精神保健指定医により知的障害者であると判定された方　

▼精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方　【募
集数】若干名　選書類選考および面接

申採用選考受験申込書、採用選考受験申込シートを、直接または
郵送で5月15日(必着)までに〒130－8640職員課人事担当（区役
所8階）☎5608－6244へ　＊採用選考受験申込書、採用選考受験
申込シート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

＝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、各問合せ先へご確認ください。

申込シートは申込先で配布しているほか、区ホーム

4－15－1)

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)　窓口課相談係☎5608－6104
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☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

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
(事務補助)
＊新型コロナウイルス感染症の
感染拡大に伴う緊急雇用

内データ入力、電話対応、資料作成等　【雇用期間】6月1
日～令和3年3月31日　＊申込日や配属先等により期間
が変動　【勤務場所】区役所　対新型コロナウイルス感染
症の影響により企業等から採用内定を取り消された方お
よび雇止めになった方　【募集数】10人程度　選書類選
考および面接

申採用選考受験申込書、採用内定の取消しまたは雇止めになっ
たことがわかる書類を、直接または郵送で申込期限までに
〒130－8640職員課人事担当（区役所8階）☎5608－6244
へ　【申込期限】令和3年3月31日　＊申込期限まで区が申込
者の情報を登録・管理し、随時選考を実施　＊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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

「成人を祝うつどい」実行委員の
募集

内令和3年1月11日 (祝 )に、すみだトリフォニーホー
ル（錦糸1－2－3）で開催する「成人を祝うつどい」に向
けた企画会議（月に2・3回開催）・事前準備、当日の運
営等　対区内在住で平成12年4月2日～13年4月1日に
生まれた方　定先着20人

申事前に文化芸術振課文化行事担当（区役所14階）☎5608－
6181へ　＊申込みは6月12日まで

＝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、各問合せ先へご確認ください。

[問合せ]文化芸術振興課文化芸術担当☎5608－6115北斎を知る
－HOKUSAI PROMOTION－

　北斎の絵手本「北斎麁画」には、初夏の訪れを告げるほととぎすを眺め
ている人たちが描かれています。タイトルは初夏の景物を詠み込んだ俳
人の山口素堂の句です。
　中央には、屋根を花で飾り、釈

しゃ か
迦像を安置した手桶を持ち市中で銭を

乞い歩く願人と呼ばれる人がいます。願人は、4月8日の釈迦の誕生日を
祝う灌

かんぶつえ
仏会の時に市中に来ます。ほかにも、左奥に初

はつがつお
鰹を売る棒

ぼ て ふ り
手振、

右奥に5月5日の端午のあやめを持った人物などがいます。初夏を彩る
人々の往来です。
　本図は「大江戸歳事記」展（6月14日まで）で展示します。　

葛飾北斎「北
ほくさい

斎麁
そ が

画」目
め

に青
あ お ば

葉山
やまほととぎす

郭公初
はつがつお

松魚(版本)

すみだ北斎美術館に収蔵されている北斎の名品をご紹介します。
開館状況は、すみだ北斎美術館のホームページをご確認ください。北斎名品コレクション34・35

葛飾北斎「新
しんぱん

板浮
う き え

絵三
さんしばい

芝居顔
か お み せ

見世大
お お い り の ず

入之図」（錦絵）

　歌舞伎の世界では、11月が正月です。11月には江戸三座（森田座、市
村座、中村座）をはじめ、京や大坂の各座で役者の入れ替えがあり、11月
からの１年間、各座に専属する役者が決まります。その専属の役者をお
披露目する芝居狂言が顔見世狂言です。芝居小屋の表にある役者名と紋
が描かれた紋看板は、顔見世狂言の時のみ出される特有のものです。
　江戸三座は、天保13年（1842年）に天保の改革で奥浅草に移転します
が、日本橋近くにある堺町、葺屋町、木挽町にあった移転前の様子が描
かれています。
　本図は「大江戸歳事記」展の後期（5月19日～6月14日）で展示予定です。

コード

■利用方法
「すみだテイク！」で検索(右
のコードを読み取ることでも
接続可)
■店舗の掲載応募方法
 「すみだテイク！」または、墨田区商店
街連合会のホームページの店舗掲載応
募フォームから登録

区内の飲食店のテイクアウトを活用しよう「すみだテイク！」
　区と墨田区商店街連合会が協力し、テイクアウトを実施している区内の店舗をまと
めたサイト「すみだテイク！」。こちらのサイトでは、店舗の基本情報やテイクアウト
メニューを閲覧できるほか、マップで近くの店舗を確認することもできます。
　家で過ごす時間が増えた今、美

お い
味しいお店の料理や飲物を自宅で楽しみながら、地

域の飲食店を応援しませんか。
　また、「すみだテイク！」に掲載する店舗を募集しています。区内で飲
食店を経営している方はぜひ、ご検討ください。
[問合せ]産業振興課産業振興担当☎5608－6187

　 紙面の都合上、実際に展示している作品の画像をモノクロにして掲載していますので、予めご了承ください。注 
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