
☎ ＝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、マスクの着用や手指消毒等、各会場でお願いする感染症対策にご協力ください。

＝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

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

▼ 7月14日 ( 火 ) 午前10
時～11時半　 ▼ 7月27日
(月 )午後2時～3時半

▼7月14日＝地域福祉
プラットフォーム ガ
ランドール（石原4－
11－12）　 ▼7月27日
＝すみだボランティア
センター(東向島2－
17－14)

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） 7月14日(火)午後1時半～
3時半

たちばなホーム(立花
3－10－1)

対認知症の家族を介護している方や介護の経験がある方、認知症につ
いて関心がある方など　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

弁護士による権利擁護法律相談 7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、福祉サービスの
苦情相談、親族後見人からの相談　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

初心者向け「七宝焼き教室」(全3
回)

7月22日～8月5日の毎週水
曜日午前10時～正午

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

対区内在住で60歳以上の方　定 10人(抽選)　費 1700円　持エプロ
ン、タオル　申 7月7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「七宝焼き教室」
(全3回)

7月22日～8月5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10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7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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。
また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。ご注意ください

　＝教えて！西塚先生　知＝すみだのそこが知りたい　特＝特集　　＝子育て応援 すくすく すみだ
注  新型コロナウイルス感染症の影響で、放送内容が一部変更となる場合があります。ご了承ください。

放映日 午前9時 正午 午後4時 午後8時
7月5日（日）～
11日（土）

教新型コロナウイルス感染症情報について学ぶ　パート4

知在宅中でも注意！楽しい夏にしよう！

7月12日（日）～
18日（土）

特無形文化財 江戸
木
き め
目込
こみ
人形 塚田 進

教新型コロナウイル
ス感染症情報につい
て学ぶ　パート4

特無形文化財 江戸
木目込人形 塚田 進

教新型コロナウイ
ルス感染症情報につ
いて学ぶ　パート4

知在宅中でも注意！
楽しい夏にしよう！

知在宅中でも注意！
楽しい夏にしよう！

7月19日（日）～
25日（土）

知すみだの銭湯巡り

子身近な子育ての役立つ情報をお届けします！

7月26日（日）～
8月1日（土）

知すみだの銭湯巡り 特無形文化財 江戸
木目込人形 塚田 進

知すみだの銭湯巡り 特無形文化財 江戸
木目込人形 塚田 進子身近な子育ての役立

つ情報をお届けします！
子身近な子育ての役立
つ情報をお届けします！

＊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

教 子

7月の番組表

区政情報番組

キャスター
大山美佳さん

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

毎月5日は
すみだ環境の日
7月のエコしぐさ
打ち水が
　　　小さな虹を
　　　　　　連れてきた

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

毎月1日は
墨田区防災の日
7月1日の点検項目
備えよう
　　　水・食糧は
　　　　　　　わが家で

ぜひ、写真をお寄せください。
応募方法は問い合わ
せるか、区ホーム
ページへ！
[問合せ ]広報広聴
担当☎5608－6223

「私の好きな すみだ」写真募集！

本紙毎月1日号
8面に掲載

「私の好きな すみだ」

コード

申込みが始まりました
マイナポイント事業

　マイナンバーカードを活用した国の消費活性
化策の一環として、9月から最大5000円分の「マ
イナポイント」が付与されます。マイナポイント
を取得するには、各期間中にマイナンバーカード
を使って、マイナポイントの予約と申込み(キャッ
シュレス決済サービスの選択)が必要です。
[マイナポイント申込み等の期間]下表のとおり
[問合せ ] ▼ マイナンバー総合フリーダイヤル
☎0120－95－0178(ダイヤル後5番を選択)　

▼情報システム担当☎5608－6226　＊事業の
詳細は、マイナンバー総合フリーダ
イヤルへ問い合わせるか、マイナポ
イント事業の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)
マイナポイントの手続等 期間
予約 8月末まで(予定)

申込み(キャッシュレス決済
サービスの選択)

令和3年3月末まで

取得・利用 9月～令和3年3月末

コード
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お知らせ 新型コロナウイルス感染症対策　飲食店では席の間隔を空け、3つの密を避けよう　[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）

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

暮
ら
し

すみだ自然環境
サポーターの募集

内大横川親水公園や荒川河川敷等で、生きもの調査や自
然環境保全活動を行う　【活動回数】年15回程度　＊決め
られたスケジュールの中で自由参加　対区内在住在勤在
学の中学生以上

費無料　申 随時、環境保全課緑化推進担当 (区役所12階 )
☎5608－6208へ　＊受け付けは午前9時～

東京都施行型都民住宅(中堅所
得者層のファミリー世帯向け住
宅)入居者の募集

対都営住宅の所得基準を超える所得がある世帯　＊詳細
は募集案内を参照　【募集案内と申込書の配布期間／配
布場所】7月2日(木)～10日(金)／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　＊土・日曜
日は区民情報コーナーのみ　＊区民情報コーナーは午前
8時～午後9時(初日は午前9時から、最終日は午後5時ま
で)　＊なくなり次第終了　＊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

申申込書を郵送で7月15日(必着)までに東京都住宅供給公社都
営住宅募集センターへ　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

仕
事
・
産
業

墨田区常勤職員・福祉(保育士)
の募集

【区分】Ⅱ類　対昭和58年4月2日～平成13年4月1日生ま
れで、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　＊国籍不問　＊資格を有する方で都道府県知事
の登録を受けていない方、または資格取得見込みの方は、
令和3年3月31日までに都道府県知事の登録を受ける必要
あり(登録を受けられない場合は採用不可) 

【採用数】13人程度　【第1次試験日】8月23日(日)　【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・図書館・コミュニティ会館、すみだ生涯学
習センター(東向島2－38－7)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7月31日(消印有効)まで
に〒130－8640職員課人事担当☎5608－6244へ 

特別区職員の募集 【第1次試験日】 ▼経験者・就職氷河期世代＝9月6日(日)　 ▼Ⅲ
類・Ⅲ類(障害者)＝9月13日(日)　 【採用試験・選考案内の配
布場所】各区役所、特別区人事委員会事務局(千代田区飯田橋3－
5－1)　＊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
課でのみ配布)　＊Ⅲ類(障害者)の申込書は試験案内の配布場
所で配布　申 7月16日午後5時(受信有効)までに特別区人事委
員会事務局のホームページから申込み　＊郵送での申込みは、７
月14日(消印有効)までに特別区人事委員会事務局任用課へ　
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　＊受験資格・採用予定数等の
詳細は、採用試験・選考案内または特別区人事委員会事務局の
ホームページを参照

▼経験者(1級職) 【区分／対象】民間企業等における業務従事歴が直近10年
中4年以上ある方で ▼事務・土木造園(土木)・建築・機械・
電気／日本国籍を有し、昭和36年4月2日以降に生まれた
方　 ▼福祉／昭和36年4月2日以降に生まれた方　 ▼児童
福祉・児童指導・児童心理／昭和36年4月2日以降に生ま
れた方で児童相談所等での業務従事歴が2年以上ある方　
＊ほかにも要件あり

▼経験者(2級職・主任) 【区分／対象】民間企業等における業務従事歴が直近14年
中8年以上ある方で ▼事務・土木造園(土木)・建築／日
本国籍を有し、昭和36年4月2日以降に生まれた方　 ▼福
祉／昭和36年4月2日以降に生まれた方　 ▼児童福祉・児
童指導・児童心理／昭和36年4月2日以降に生まれた方
で児童相談所等での業務従事歴が3年以上ある方　＊ほ
かにも要件あり

▼経験者(3級職・係長級) 【区分／対象】児童福祉・児童指導・児童心理／昭和36年
4月2日以降に生まれた方で、民間企業等における業務従
事歴(児童心理は施設を問わず心理に関連する業務の従事
歴)が直近18年中12年以上ある方　＊児童相談所等での
業務従事歴が5年以上あること　＊ほかにも要件あり

▼就職氷河期世代 【区分／対象】事務／日本国籍を有し、昭和45年4月2日～
昭和61年4月１日に生まれた方

▼Ⅲ類 【区分／対象】事務／日本国籍を有し、平成11年4月2日～
平成15年4月1日に生まれた方

▼Ⅲ類(障害者) 【区分／対象】事務／日本国籍を有し、平成元年4月2日～
平成15年4月1日に生まれた方で次の全ての要件を満たす
方 ▼身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手
帳のいずれかの交付を受けている、または児童相談所等に
より知的障害者であると判定された　 ▼活字印刷文また
は点字による出題に対応できる

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

第67回墨田区文化祭の参加者の
募集

対区内在住在勤在学の方　＊詳細は区内各施設で配布し
ている応募要項を参照

問文化芸術振興課文化芸術担当☎ 5 6 0 8 － 6 2 1 2 ・
BUNKASHINKOU@city.sumida.lg.jp

▼珠算競技大会 【とき】10月11日(日)　【ところ】すみだリバーサイドホール
2階イベントホール(区役所に併設)

申住所・氏名・年齢・電話番号を、電話またははがきで9月
19日(必着)までに墨田区珠算教育連盟　須田朋美(〒131－
0041八広6－57－10)☎3612－5888へ

▼日本舞踊素踊り大会 【とき】10月18日(日)　【ところ】曳舟文化センター(京島
1－38－11)

申電話で8月13日までに墨田区日本舞踊協会　宗像路子
☎5653－7766へ

▼民謡民舞大会 【とき】10月24日(土)　【ところ】すみだトリフォニーホー
ル(錦糸1－2－3)

申団体名、代表者の氏名・電話番号を、ファクスまたはEメー
ルで7月26日までに墨田区民謡連盟　髙橋亮一℻  3619－
9562・ sumiren.mng@gmail.comへ

▼さ くらフェスティバル
〝dance〞

【とき】11月23日(祝)　【ところ】曳舟文化センター(京島
1－38－11)

申団体名、ジャンル、参加人数、代表者の氏名・電話番号を、電
話またはEメールで8月10日までに、さくらフェスティバル実行
委員会　小杉稚依☎080－7387－7037・ kanhiroyuki@
gmail.comへ

＝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。

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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