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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

暮
ら
し

建築・住まいの無料相談 7月17日(金)午後1時～4
時　＊原則、毎月第3金曜
日に開催(8月・9月を除く)

区役所1階アトリウム 内建築の一般的な疑問や増改築などについて、一般社団法人東京都建
築士事務所協会墨田支部に所属する建築士に相談する　申当日直接会
場へ　問建築指導課構造担当☎5608－1307

健
康
・
福
祉

はなみずき認知症家族会 7月18日(土)午後1時半～
2時半

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

ボランティア説明会 7月28日(火 )午前10時～
11時半

すみだボランティアセ
ンター(東向島2－17－
14)

対ボランティアを始めようと考えている方　定先着8人　費無料
申事前に、すみだボランティアセンター☎3612－2940へ　＊内容等
の詳細は墨田区社会福祉協議会のホームページを参照

身体障害者向け「体力アップ体
操教室」(全4回)

8月4日～25日の毎週火曜
日午前10時～正午

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

対区内在住で身体に障害のある方　定10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7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

こころの病をもつ方の家族会〝家
族同士で情報交換しませんか〞

8月27日(木)午後1時半～
3時半

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内参加者同士で、日頃の悩みを話し合い、病気や福祉制度などの情報
交換をする　＊詳細は区ホームページを参照　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7月13日午前8時半
から電話で向島保健センター☎3611－6193へ

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」

9月2日(水)午後　＊予約
時間等の詳細は申込先へ

内家族関係等の悩みについて専門医に相談する　＊詳細は区ホームペー
ジを参照　対区内在住の方　費無料　申7月13日午前8時半から電話
で向島保健センター☎3611－6193へ

子
育
て
・
教
育

おもちゃサロン「好きなおもちゃ
でいっぱい遊ぼう」

内子どもが自分の好きなおもちゃを選んで自由に遊ぶ　＊詳細は墨田
区社会福祉協議会のホームページを参照　対未就学児とその保護者　
費無料　申事前に電話で各問合せ先へ

▼本所地域プラザ開催分 7月15日 ( 水 )、8月19日
(水)、9月16日(水)午前10
時～午後3時半　＊毎月第3
水曜日に開催

本所地域プラザ(本所
１－13－4)

問本所地域プラザ☎6658－4601　＊おもちゃドクターによる修理
は午後１時半～3時　＊子どもと親のための心の相談コーナーあり(午
後1時～5時)

▼八広地域プラザ開催分 7月16日 ( 木 )、8月20日
(木)、9月17日(木)午前10
時～午後3時半　＊毎月第3
木曜日に開催

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

問八広地域プラザ☎6657－0471　＊おもちゃドクターによる修理
は午後1時～3時

▼すみだボランティアセン
ター開催分

7月17日(金)・20日(月)午
前10時～午後3時半　＊毎
週金曜日と毎月第3月曜日
に開催(祝日を除く)

すみだボランティアセ
ンター(東向島2－17－
14)

問墨田区社会福祉協議会☎3614－3900　＊おもちゃドクターによ
る修理は第2金曜日　＊第1金曜日の午後と第3月曜日は、障害のある
子どもとその保護者が対象

▼みどりコミュニティセン
ター開催分

7月22日 ( 水 )、8月25日
(火)・26日(水)、9月30日
(水)午前10時～午後3時半　
＊原則毎月第4水曜日に開催

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

問みどりコミュニティセンター☎5600－5811　＊おもちゃドクター
による修理は午前10時～午後3時半

ご存じですか
特別児童扶養手当

20歳未満で心身に中度以上の障害がある児童
を養育している方は、特別児童扶養手当を受給で
きる可能性があります。所得制限等がありますの
で、対象となる方や請求方法等の詳細は、お問い
合わせください。既に手当を受給している方は、
8月初旬に所得状況届(現況届)の用紙をお送り
しますので、8月中の提出にご協力ください。
[手当額(月額)]障害の程度が ▼重度の児童＝5
万2500円　 ▼中度の児童＝3万4970円 [提出
先・問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係
☎5608－1439

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

ご注意ください
マイナンバーカード・電子
証明書手続の一時休止

　7月26日(日)は窓口開庁日ですが、システム
メンテナンスのため、マイナンバーカードの交付
および券面変更等の手続、電子証明書の発行、暗
証番号再設定等の手続を終日休止します。ご注意
ください。
[問合せ]窓口課住民異動係☎5608－6102

音の響きを、全身で直接感じてください
Fun! Fun! Fun! 2020　映画名シーンをオーケストラとともに
[とき]8月10日（祝）午後4時～ [曲目]映画「ピノキオ」より「星に願いを」、
映画「カサブランカ」より「アズ・タイム・ゴーズ・バイ」など [出演]竹本
泰蔵（指揮）、新日本フィルハーモニー交響楽団 [入場料（全席指定）]3000
円　＊区内在住在勤の方は2500円、区内在住在学の小学生～高校生は
1000円　＊ペア券あり（2枚1組5500円）　

新型コロナウイルス感染症対策のため、事前にすみだトリフォニーホールのホームページで「ご来場の皆さんへのお願い」をご確認ください。

トリフォニーホール
おすすめ公演情報

トリフォニーホールチケットセンター
☎5608－1212・錦糸1－2－3

下野竜也プレゼンツ！音楽の魅力発見プロジェクト第7回 ベートーヴェン・スペシャル
[とき]8月15日（土） ▼第1回＝午後1時～　 ▼第2回＝午後5時～ [曲目]ベートーヴェン ▼第1回
＝交響曲第1番～第5番「運命」より第１楽章　 ▼第2回＝交響曲第6番「田園」～第9番より第1楽章　
＊各回とも開演20分前から、下野竜也氏によるレクチャーあり[出演]下野竜也（指揮）、新日本フィ
ルハーモニー交響楽団 [入場料（全席指定）] ▼ 1回券＝3000円　 ▼通し券＝5000円　＊区内在住
在勤の方は1回券2000円、通し券3500円　＊区内在住在学の小学生～高校生は1回券1000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[ところ]すみだトリフォニーホール（錦糸1－2－3）[申込先]トリフォニーホールチケットセンター

ご協力をお願いします
すみだ福祉保健センターの
大規模修繕工事

すみだ福祉保健センター(向島3－36－7)は、

令和3年3月31日までの間、通常業務を継続しな
がら大規模改修工事を実施しています。ご理解と
ご協力をお願いします。
[問合せ]すみだ福祉保健センター☎5608－
3711

映画「カサブランカ」
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お知らせ 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。
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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 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

子
育
て
・
教
育

すみだ自然観察会「セミの羽化
観察」

7月29日(水)、8月4日(火)
午後6時半～8時　

▼7月29日＝隅田公園
(向島1－3)　 ▼ 8月4
日＝東白鬚公園(堤通
2－2－1)　＊現地集合

内セミの羽化を観察する　対区内在住で小学生以下の子どもとその保
護者　定各日先着5組　費無料　申7月13日午前9時から電話で環境
保全課緑化推進担当☎5608－6208へ

親子料理×科学教室「光るグミ
をつくろう！」

8月16日(日)午後2時半～
4時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内グミを作りながら、グミが光る原理や固まる原理を学ぶ　対小学生
とその保護者　定先着10組20人　費1人500円　持マスク、エプロン、
三角巾(バンダナ)、布巾、手拭き用タオル　申事前に八広地域プラザ
☎6657－0471へ　＊受け付けは8月8日までの午前9時～午後8時(7
月20日は休館)

ぜん息児のためのデイキャンプ
(全3回)　＊1回のみの参加も可

9月13日、10月25日、令和
3年1月24日いずれも日曜
日　＊時間等の詳細は申込
先へ

すみだフットサルア
リーナ (横川1－1－
10すみだパークプレ
イス5階)ほか

内ぜん息に負けない体力づくりをする(フットサル、ハイキング等)　
対区内在住で、ぜん息などの症状がある小・中学生　定先着30人　
費無料　申事前に申込書を直接または郵送で〒130－8640保健計画
課保健計画担当(区役所5階)☎5608－6190へ　＊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

特集展示「コドモとマナビ〝くら
べてみよう、今むかし〞」

8月30日(日)までの午前9
時～午後5時　＊入館は午
後4時半まで　＊休館日は
毎週月曜日(祝日のときは
翌日）・毎月第4火曜日

すみだ郷土文化資料館
(向島2－3－5)

内時代ごとの子どもの様子や教育などについての展示　＊新型コロナ
ウイルス感染症の影響で中止していた展示を再開し、会期を延長
費 ▼個人＝100円　 ▼団体(20人以上)＝80円　＊中学生以下と身体
障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ち
の方は無料　申期間中、直接会場へ　問すみだ郷土文化資料館
☎5619－7034

ユートリヤで健康な体になろ
う!(7月)

▼ ヨーガ＝7月13日(月)・
20日 (月 )午後3時～4時　

▼歌うボイスエクササイズ
＝7月17日(金)午後3時～
4時　 ▼太極拳＝7月22日
(水)正午～午後1時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内初級者向けの健康講座　＊歌うボイスエクササイズはハミングでの
実施　対区内在住在勤在学で16歳以上の方　定 ▼ ヨーガ・太極拳＝
各日先着10人　 ▼歌うボイスエクササイズ＝先着12人　費各日700
円　申事前に、すみだ生涯学習センター☎5247－2010へ　＊すみだ
生涯学習センターのホームページからも申込可　＊空きがあれば当日
会場でも申込可

区民体育祭「少年
野球大会」

9月6日～11月1日の日曜日・
祝日　＊9月は午前6時～午
後6時、10月・11月は午前
8時～午後4時

隅田公園少年野球場
(向島5－6－13)ほか

対区内の少年野球チーム　費1チーム2万円　申7月16日午前9時～
11時に費用を持って直接、隅田公園少年野球場へ　問墨田区少年野球
連盟事務局　江澤義明☎080－5087－3742　＊代表者会議を8月16
日(日)午後6時から、すみだ生涯学習センター(東向島2－38－7)で開
催

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 内容・対象等 申込み・問合せ等

暮
ら
し

都営住宅(墨田区割当)・区営住
宅入居者の募集

【募集数】 ▼都営住宅(2人以上世帯向け)＝1戸　 ▼区営住
宅(2人以上世帯向け)＝7戸　対区内に居住している方
(区営住宅は引き続き1年以上)　＊いずれの住宅もほかに
も要件あり　＊単身者は申込不可

【募集案内と申込書の配布期間／配布場所】7月20日(月)～29日
(水)／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、祝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8時半から、最終
日は午後5時まで)　申申込書を郵送で7月31日(必着)までに本
所郵便局へ　問住宅課公営住宅担当☎5608－6214

高齢者向け優良賃貸住宅「日の出
ハイツ(京島1－42－15)」「セイ
カガーデニアガーデン(石原2－
8－11)」空き家待機者の募集

対区内に1年以上居住し、次の全ての要件を満たす方 ▼単
身世帯(60歳以上の方)または2人世帯(60歳以上の方と、
その配偶者か60歳以上の親族)　 ▼月額所得が48万7000
円以下　＊ほかにも要件等あり　＊所得に応じて家賃減
額あり　【日の出ハイツの間取り・負担額等】 ▼間取り＝
1DK、2DK(31.32㎡～44.98㎡)　 ▼家賃減額を受けた場
合の負担月額＝4万5000円～8万円　＊別途、共益費(月
額1万9000円)・敷金(3か月分)が必要　【セイカガーデ
ニアガーデンの間取り・負担額等】 ▼間取り＝1DK、1K＋
S、1DK＋S(32.11㎡～42.31㎡)　 ▼家賃減額を受けた場
合の負担月額＝5万7000円～8万5000円　＊別途、共益
費(月額1万8000円)・敷金(2か月分)が必要

【募集案内と申込書の配布場所】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、祝日は区民情
報コーナーのみ　＊区ホームページからも出力可　申随時、申
込書を直接または郵送で ▼日の出ハイツ＝株式会社岡田不動産
(〒124－0024葛飾区新小岩1－52－10)☎5678－1321へ　

▼セイカガーデニアガーデン＝三幸ハウス株式会社(〒156－
0041世田谷区大原1－27－4)☎5452－0214へ　問住宅課公
営住宅担当☎5608－6214　＊空き家が発生次第、順次入居予
定(募集住宅ごとの希望者が複数の場合は、あっせん順位を抽選
で決定)

子
育
て
・
教
育

子育て支援活動助成
希望団体の募集

内子育て支援活動経費の一部助成を希望する団体の募集　
対区内で子育て支援活動に取り組んでいる団体　＊審査
あり(対象等の詳細は募集要項を参照)

【募集期間】7月13日～31日　＊応募方法等の詳細は募集要項を
参照　＊募集要項は問合せ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)　問子
育て支援課子育て計画担当(区役所4階)☎5608－6084

明るい選挙啓発ポ
スターコンクール
の作品募集

対区内の小・中学校、高等学校、特別支援学校に在学する
児童・生徒　【画材】自由(絵の具、紙、布など)　【規格】画
用紙の四つ切り(542㎜×382㎜)、八つ切り(382㎜×
271㎜)、またはそれに準ずる大きさ　【審査発表】11月上
旬(予定)　＊入賞作品の著作権は主催者に帰属

申作品の裏面右下に氏名(ふりがな)・学校名・学年を記入し、
直接または郵送で9月11日(必着)までに〒130－8640選挙管
理委員会事務局(区役所12階)☎5608－6320へ　＊学校を通
して提出する場合は、各学校が指定する日まで　＊作品は選挙
啓発等に使用し、応募者の学校名・学年・氏名を公表する場合
あり

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

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。
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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

[問合せ]文化芸術振興課文化芸術担当☎5608－6115

北斎名品コレクション37

　「冨嶽三十六景」の刊行後に発表された、
富士の絵約100図を掲載した「富嶽百景」
の中の１図です。組み合わせた梯

はしご
子や桶を

結んだ紐
ひも
、丸太が重層的な三角形となって

おり、紐の三角形の中に富士を配置した構
図です。当時は夏至の日（現在の６月21日
頃）や７月７日に、井戸の水を汲

く
み干して

浚
さら
い、井戸の中の掃除をしており、井戸替

え、井戸浚などと呼ばれました。共同で使
用する長屋の井戸では、みんなで行う作業
でした。女性たちは、落とした櫛

くし
や簪
かんざし
を拾っ

てもらえるので、この日を待ち望む人が多
くいました。本図は、企画展「大江戸歳事
記」(8月30日まで)でご覧いただけます。

　「すみゆめ」は、すみだの重要な文化資源である「北斎」
と「隅田川」をテーマに行われる様々な表現活動を通
じて、区民やアーティストが繋がっていくプロジェク
トです。北斎生誕260年の今年は、「あなたに届く、あ
したにつなぐ。アートプロジェクト〝すみゆめ〞」をキャッ
チコピーに、8月から来年2月にかけて主催企画やプ
ロジェクト企画を展開します。インターネット上で実
施する企画もありますので、ぜひ、ご参加ください。
＊日時や企画等の詳細は、「すみゆめ」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)　＊新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から、企画内容・日時
等が変更となる場合あり

「隅田川 森羅万象 墨に夢」 （通称 すみゆめ）は、
すみだ北斎美術館開館を機に誕生したアート
プロジェクトです。

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。 アートプロジェクト「隅田川 森羅万象 墨に夢」（すみゆめ）
主催企画・プロジェクト(公募)企画決定！葛飾北斎「富

ふ

嶽
がく

百
ひゃっ

景
けい

」二
に

編
へん

井
い ど

戸浚
さらい

の不
ふ じ

二(版本)

北斎を知る
－HOKUSAI PROMOTION－

すみゆめ通信
隅田川 森羅万象 墨に夢

▶主催企画「すみゆめの七夕」イメージ

風水害に備えて情報の入手方法を確認しましょう ご自身や家族に合った情報の入手方法を決めておきましょう。
[問合せ]防災課防災係☎5608－6206

■すみだ安全・安心メール
気象・地震等の防災情報などを配信。
[ 登録方法 ] s@sumidaku.mobi
に空メールを送信　＊システム変更
のため、８月１日以降も継続する
場合は 　s.sumida-city@raiden2.
ktaiwork.jpへ空メールを送信し、
再登録することが必要 (右
のコードを読み取ることで、
メールの送信画面に接続可) コード

■防災行政無線
　屋外に設置しているスピー
カーから音声で情報を発信。
＊放送終了後2時間以内で
あれば、放送内容を電話応
答サービス☎5608－6274
でも確認可　＊放送内容は
区ホームページや、すみだ
安全・安心メール、区公式
SNS等でも発信

■テレビ
　地上デジタル放送(NHK総合
テレビ等)視聴時に、リモコンの
「dボタン」を押し「地域の防災・
生活情報」を選ぶと、区の避難情
報等を確認できます。■区ホームページ

　区の避難情報や避難所開設
の情報等を発信(右のコードを
読み取ることでも接続可)。 コード

■区公式SNS
　(ツイッター、フェイスブック)
　気象・地震等に関する緊急情報を配
信(本面下部の オレンジ枠 内のコー
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

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。

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

お気に入りの本をPOPで紹介し
ませんか？「中学生・高校生の
ためのPOPコンテスト」作品の
募集

内手書きのイラスト・キャッチコピー・メッセージ等で
本の魅力を伝える紹介カード「POP」のコンテスト　【部門】

▼よみもの部門(小説・ノンフィクション等を同年代の方
に紹介)　 ▼絵本部門(絵本を5歳～小学校低学年程度の子
どもに紹介)　＊入賞作品は、各図書館などで展示するほか、
墨田区立図書館のホームページ等で公開　対区内在住在
学の中学生・高校生　費無料

申応募用紙を9月11日(必着)までに ▼直接＝各図書館・コミュ
ニティ会館に設置している応募箱へ　 ▼郵送＝ひきふね図書館
(〒131－0046京島1－36－5)☎5655－2350へ　＊応募は部
門ごとに1人1点まで　＊応募用紙は、各図書館・コミュニティ
会館で配布　＊応募作品の著作権・所有権は区に帰属(返却不可)　
＊詳細は、応募用紙の配布先で配布するチラシ、または墨田区立
図書館のホームページを参照

第67回墨田区文化祭の出展作品
の募集

対区内在住在勤在学の方　＊詳細は各出張所・図書館等
の区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

▼俳句 【展示期間】11月1日(日)～3日(祝)　【展示場所】すみだ
リバーサイドホール1階・2階(区役所に併設)　【注意事項】

▼応募は全部門を通して1人1点　 ▼応募作品(未発表の
ものに限る)には、題名・氏名(雅号)・住所・電話番号等
を裏面に記載　 ▼展示スペース等の関係上、申込期限前に
募集を締め切る場合あり　 ▼展示部門入賞作品は、作品・
作品名・作者名を、区ホームページおよびポスター等へ掲
載予定　 ▼絵画・自由作品へ応募する場合は、住所・氏名・
電話番号・種別(絵画の場合は号数も、自由作品の場合は
大きさと審査希望の有無も)を明記

申電話で9月30日までに墨田区俳句連盟　秋山欣也☎3611－
9333へ

▼水墨画 申電話で9月18日までに墨田区水墨画協会　末永重一☎3618－
0861へ

▼写真 申電話で10月9日までに問合せ先へ

▼書道 申電話で10月20日までに墨田区書道連盟　蕗野祐涯☎3611－
8074へ

▼花道 申電話で10月21日までに墨田区花道茶道連盟　勝倉清泉
☎3623－4782へ

▼絵画・自由作品 【募集数】 ▼絵画＝60点　 ▼自由作品＝40点　申電話またはE
メールで7月13日～10月2日に問合せ先へ
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