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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

災害ボランティア
講座「気象予報士
とつくるマイ・タ
イムライン」

8月22日(土 )午前10時～
正午　

すみだボランティア
センター（東向島2－
17－14）

内近年の気象災害についての講義、マイ・タイムライン（風水害を想定
し、いつ、何をするのかを決めておく防災のスケジュール表）の作成　【講
師】名倉直美氏(NPO法人 気象キャスターネットワーク気象予報士)　
対区内在住在勤の方　定先着15人　費無料　持筆記用具　申 8月3
日午前9時から、すみだボランティアセンター☎3612－2940へ

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

知＝すみだのそこが知りたい 　＝スキスミニュース 特＝特集 両＝チカっと！どすこい両国ツアーズ
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
8月2日（日）～
8日（土）

知放置自転車対策の推進
ス「SUKI SUMI」投稿について紹介

8月9日（日）～
15日（土）

特 リサイクルの推進 
SDGsを体現

知 放置自転車対
策の推進
ス「SUKI SUMI」
投稿について紹介

特 リサイクルの推進 
SDGsを体現

知 放置自転車対
策の推進
ス「SUKI SUMI」
投稿について紹介

8月16日（日）～
22日（土）

知大学のあるまちづくり
ス「SUKI SUMI」投稿について紹介

8月23日（日）～
29日（土）

知大学のあるまちづくり
ス「SUKI SUMI」投稿に
ついて紹介

特リサイクルの推
進 SDGsを体現

知大学のあるまちづくり
ス「SUKI SUMI」投稿に
ついて紹介

特リサイクルの推
進 SDGsを体現

8月30日(日)～
9月5日(土）

両チカっと！どすこい両国ツアーズ

＊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

ス

8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

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

道路は大切な公共施設です
道路ふれあい月間

　8月は「道路ふれあい月間」です。道路上に物
を置くと、通行の妨げや事故の原因になるだけ
でなく、災害時には避難の妨げにもなります。
自転車や植木鉢など、道路上に物を置いていな
いか確認しましょう。
[問合せ]土木管理課占用・監察担当☎5608－
6282　＊詳細は、区ホームページを参照

定期接種になります
ロタウイルスワクチン

現在、任意接種のロタウイルスワクチンが、10月
1日から定期接種になります。予防接種予診票は、
対象の方へ標準接種期間(生後2か月)に入る直前に、
ほかの予診票とともに郵送します。なお、対象外の
方への経過措置はありませんので、ご了承ください。
[対象]令和2年8月1日以降に生まれた子ども　
＊生後6週～24週または32週(ワクチンの種類
により異なる)　＊詳細は区ホームページを参
照 [適用日]10月1日以降　＊適用日以前の定期
接種は受けられません [費用]無料 [問合せ]保
健予防課感染症係☎5608－6191

区内の商店で買物を楽しみましょう
墨田区キャッシュレスポイ
ント還元事業

墨田区商店街連合会と区は、区内の対象店舗で
キャッシュレス決済サービスにより決済すると最
大30％ポイントが還元される事業を下記の期間
実施します。この機会にキャッシュレス決済を利
用して、区内の商店で買物を楽しみましょう。
[期間]10月1日（木）～31日（土）[対象店舗]区内
商店街・店舗等　＊チェーン店・フランチャイ
ズ店は除く　＊詳細は決まり次第、区ホームペー
ジに掲載 [問合せ]産業振興課産業振興担当☎
5608－6187

危険物 しっかりまもろう 使い方
火災の防止

　ガソリンや灯油、消毒用アルコールなどは、使
い方を誤ると火災につながる可能性があります。
以下の注意点を参考に、正しい知識を持って、火
災などを防止し、暮らしの安全を守りましょう。
[問合せ]防災課防災係☎5608－6206

エンジンを停止後、静電気
除去シートにタッチしてか
ら、ガソリンを入れる

灯油は炎天下などに放
置せず、涼しい場所で
保管する

消毒用アルコールを火
の近くに置かない・火
の近くで使わない

マニキュアや除光液、
アロマオイルの近くで
火を使わない

ビジネスに役立つ情報が満載！

すみだ産業情報ナビ

コード

すみだ産業情報ナビ
いますぐ

検索！

毎月1日は
墨田区防災の日
8月1日の点検項目
まず確認
　　行動前の　
　　　　　正しい情報

毎月5日は
すみだ環境の日
8月のエコしぐさ
かき氷
　よしずの陰で
　　　　　　ひんやりと

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

受け付けが始まっています
受験生チャレンジ支援貸付
事業

　中学校3年生、高校3年生等の進学を支援する
ため、保護者の方に学習塾などの費用と受験費用
をお貸しします。なお、入学した場合などは、返
済が免除となります。
[対象]次の全ての要件を満たす生計中心者 ▼令
和２年4月1日現在、中学校3年生または高校3年
生、それらに準ずる子ども(高卒認定合格者、中
学校･高校既卒者)を養育している　 ▼世帯もし
くは世帯主の総所得または総収入金額が一定基
準以下である　＊ほかにも要件あり [貸付限度
額] ▼ 学習塾等受講料＝20万円　 ▼高校受験料
＝2万7400円　 ▼大学受験料＝8万円 [問合せ]
厚生課厚生係（区役所3階）☎5608－6151　＊申
込方法等の詳細は、問合せ先で配布中のパンフレッ
トまたは区ホームページを参照

8月5日（水）に行います
全国一斉情報伝達試験

国が人工衛星を通じて国民に緊急情報を伝達
する「全国瞬時警報システム（Ｊアラート）」に
よる全国一斉情報伝達試験を実施します。区内
各所に設置している防災行政無線（屋外スピー
カー等）から試験放送が3回流れるとともに、す
みだ安全・安心メール、区公式ツイッター・フェ
イスブックなどにより文字情報を配信する予定
です。なお、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
も確認できます。
[とき]8月5日（水）午前11時　＊全国の災害等の
発生状況により中止となる場合あり [問合せ]安
全支援課安全支援係☎5608－6199

広告 墨田区の工務店　雨漏りのプロ!　地域密着型で施工後も安心!　■東洋堂ハウスSP■　押上支店☎03－5637－7497
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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

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〞

8月31日までの午前9時～
午後9時のうち30分　＊土・
日曜日、祝日を除く

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内トレーナーからマシンの使い方やトレーニングのポイントなどを
学ぶ 対高校生以上の方　費 1650円　申事前にスポーツプラザ梅若
☎5630－8880へ

「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

8月26日（水）
午前10時 ～
11時半

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）

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

食生活講習会「はじめませんか？
減塩ライフ」

8月26日（水）午後1時半～3
時

本所保健センター（東
駒形1－6－4）

内減塩の工夫やレシピを学ぶ　対区内在住在勤の方　定先着12人　
費無料　申 8月3日午前8時半から電話で本所保健センター☎3622－
9137へ

身体障害者向け「ストレッチ体
操教室」(全4回)

9月3日～24日の毎週木曜
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8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

中途失聴者・難聴者向け「手話
教室」(全20回)

9月8日～令和3年3月16日
の火曜日午後1時半～3時半

内手話の基礎や日常会話等を学ぶ　対区内在住で中途失聴・難聴の
方とその家族　定9人(抽選)　費100円　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8月7日までに、すみだ福祉保
健センター☎5608－3723・℻  5608－3720へ　＊申込時に磁気ルー
プの希望可

運動と食の健康習慣づくりに！
「すみだテイクテン教室」（各会場
全8回）

9月8日～12月15日の火曜
日午後2時～3時半　＊毎月
2回開催

八広はなみずき高齢者
支援総合センター(八
広5－18－23)

内運動強度が弱めのやさしい体操、栄養についての講話　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本教室未受講者　
＊1人1会場のみ申込可　＊ほかにも要件あり　定各会場25人（抽選）
＊八広はなみずき高齢者支援総合センターは15人（抽選）　費無料　
申教室名・希望会場・住所・氏名・年齢・電話番号・ファクス番号を、
直接または電話、ファクスで8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　＊日程の詳細は
申込先へ

9月9日～12月16日の水曜
日午後1時20分～2時50分　
＊毎月2回開催

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

9月11日～12月18日の金
曜日午後2時～3時半　＊毎
月2回開催

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

65歳 を過ぎたら毎年1回は
チェックをしましょう！「高齢
者身体能力測定会」（全4会場）

9月8日（火）午後2時～4時 すみだ女性センター(押
上2－12－7－111)

内身長・体重・体組成測定、体力測定(握力・通常歩行速度・開眼片
足立ち)、生活機能評価、フレイル予防ミニ講座、通いの場の紹介等　
対区内在住の65歳以上で、個別の支援を必要とせず、医師から運動を
制限されていない方　＊ペースメーカーを装着している方は体組成測
定は不可　定各会場先着30人　費無料　申 8月3日から催し名・希望
会場・住所・氏名・年齢・電話番号・ファクス番号を、電話またはファ
クスで高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178・℻  5608－6404へ

9月9日（水）午後2時～4時 本所地域プラザ(本所
1－13－4)

9月10日（木）午後2時～4時 立花体育館(立花1－
25－10)　

9月11日（金）午後2時～4時 八広はなみずき高齢者
支援総合センター(八
広5－18－23)

うつ予防講演会「からだもここ
ろもスッキリ！ストレッチセミ
ナー」

9月14日(月)午後2時～4
時

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)

内体と心を整えるために家の中で簡単にできるストレッチを学ぶ　
対区内在住在勤の方　定先着18人　費無料　申 8月3日午前8時半
から電話で本所保健センター☎3622－9137へ

子
育
て
・
教
育

小学生水泳教室「平泳ぎ教室」「ク
ロール教室」(各教室全3回)

8月4日～18日の毎週火曜日

▼平泳ぎ教室＝午前9時半～
10時20分 ▼クロール教室
＝午前10時40分～11時半

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対小学生で ▼平泳ぎ教室＝クロールで25ｍ泳げる方　

▼クロール教室＝バタ足で5ｍ泳げる方　　定各教
室先着10人　費各教室3300円　申事前に両国屋内
プール☎5610－0050へ

夏休み自由研究講座「紙パック
で紙すき体験！」〝新しい生活様
式になっても夏はやっぱり夏休
み 環境について考え楽しい夏の
思い出を形にしよう〞

8月19日（水） ▼第1回＝午
前10時～正午　 ▼第2回＝
午後１時半～3時半　＊い
ずれも10分前に集合

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内世界でひとつのマイはがきを作る　【講師】長田雅一氏（三菱製紙株
式会社エコシステムアカデミー）　対区内在住在学の小学生以上とそ
の保護者（1組2人）　＊未就学児の同行は不可　定各回6組12人（抽
選）　費無料　持筆記用具　申催し名、希望回、参加者と保護者の氏
名・年齢、住所、電話番号を、ファクスまたはEメールで8月10日ま
でに、環境保全課環境管理担当☎5608－6207・℻  5608－1452・
KANKYOU＠city.sumida.lg.jpへ　＊抽選結果は８月11日頃に通知

こちら、ユートリヤこども新聞
社(全3回)

8月19日(水)午後2時～3
時半、8月20日 (木 )午後2
時～4時、8月21日(金 )午
後2時～3時半

内新聞作成（取材も含む）を体験する　【講師】刈谷 仁路志氏(下町通信
社「すみだノート」編集者)　対区内在住在学の小学校4年生～6年生　
定 10人(抽選)　費無料　申講座名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電
話番号を、往復はがきで8月9日(必着)までに、すみだ生涯学習センター
事業課(〒131－0032東向島2－38－7)☎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　＊抽選結果は後日通知

すみだ自然観察
会「池辺の生きも
の観察」

8月22日（土）午後１時半～
2時半　＊雨天中止

大横川親水公園万華池
（石原4－13地先）

内昆虫観察を楽しみながら生き物との接し方を学ぶ　対区内在住の
小学生以下とその保護者　定先着10人　費無料　持昆虫網・バケツ・
プラスチックの虫かご（お持ちの方のみ）、帽子、筆記用具、タオル、飲
物　＊汚れても構わない靴・服装で参加　申 8月3日午前9時から環境
保全課緑化推進担当（区役所12階）☎5608－6208へ

仕
事
・

産
業

未経験者大歓迎「介護のとびら
をたたいてみよう(入門的研修)」
(全3回）

9月9日（水）～
11日（金）の午
前10時～午後2
時半

すみだ生涯学習セン
ター（東向島2－38－
7）

対介護の仕事に興味がある方　定15人(抽選)　費無料　持筆記用具　
申電話で9月4日までに株式会社ツクイスタッフ☎3548－0221へ　
＊左のコードを読み取ることで接続できる専用ページからも申込可　
＊一時保育を希望する場合は8月17日までに申込みが必要（詳細は区ホー
ムページを参照）　問介護保険課給付・事業者担当☎5608－6544

コード

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

知＝すみだのそこが知りたい 　＝スキスミニュース 特＝特集 両＝チカっと！どすこい両国ツアーズ
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
8月2日（日）～
8日（土）

知放置自転車対策の推進
ス「SUKI SUMI」投稿について紹介

8月9日（日）～
15日（土）

特 リサイクルの推進 
SDGsを体現

知 放置自転車対
策の推進
ス「SUKI SUMI」
投稿について紹介

特 リサイクルの推進 
SDGsを体現

知 放置自転車対
策の推進
ス「SUKI SUMI」
投稿について紹介

8月16日（日）～
22日（土）

知大学のあるまちづくり
ス「SUKI SUMI」投稿について紹介

8月23日（日）～
29日（土）

知大学のあるまちづくり
ス「SUKI SUMI」投稿に
ついて紹介

特リサイクルの推
進 SDGsを体現

知大学のあるまちづくり
ス「SUKI SUMI」投稿に
ついて紹介

特リサイクルの推
進 SDGsを体現

8月30日(日)～
9月5日(土）

両チカっと！どすこい両国ツアーズ

＊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

ス

8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

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

道路は大切な公共施設です
道路ふれあい月間

　8月は「道路ふれあい月間」です。道路上に物
を置くと、通行の妨げや事故の原因になるだけ
でなく、災害時には避難の妨げにもなります。
自転車や植木鉢など、道路上に物を置いていな
いか確認しましょう。
[問合せ]土木管理課占用・監察担当☎5608－
6282　＊詳細は、区ホームページを参照

定期接種になります
ロタウイルスワクチン

現在、任意接種のロタウイルスワクチンが、10月
1日から定期接種になります。予防接種予診票は、
対象の方へ標準接種期間(生後2か月)に入る直前に、
ほかの予診票とともに郵送します。なお、対象外の
方への経過措置はありませんので、ご了承ください。
[対象]令和2年8月1日以降に生まれた子ども　
＊生後6週～24週または32週(ワクチンの種類
により異なる)　＊詳細は区ホームページを参
照 [適用日]10月1日以降　＊適用日以前の定期
接種は受けられません [費用]無料 [問合せ]保
健予防課感染症係☎5608－6191

区内の商店で買物を楽しみましょう
墨田区キャッシュレスポイ
ント還元事業

墨田区商店街連合会と区は、区内の対象店舗で
キャッシュレス決済サービスにより決済すると最
大30％ポイントが還元される事業を下記の期間
実施します。この機会にキャッシュレス決済を利
用して、区内の商店で買物を楽しみましょう。
[期間]10月1日（木）～31日（土）[対象店舗]区内
商店街・店舗等　＊チェーン店・フランチャイ
ズ店は除く　＊詳細は決まり次第、区ホームペー
ジに掲載 [問合せ]産業振興課産業振興担当☎
5608－6187

危険物 しっかりまもろう 使い方
火災の防止

　ガソリンや灯油、消毒用アルコールなどは、使
い方を誤ると火災につながる可能性があります。
以下の注意点を参考に、正しい知識を持って、火
災などを防止し、暮らしの安全を守りましょう。
[問合せ]防災課防災係☎5608－6206

エンジンを停止後、静電気
除去シートにタッチしてか
ら、ガソリンを入れる

灯油は炎天下などに放
置せず、涼しい場所で
保管する

消毒用アルコールを火
の近くに置かない・火
の近くで使わない

マニキュアや除光液、
アロマオイルの近くで
火を使わない

ビジネスに役立つ情報が満載！

すみだ産業情報ナビ

コード

すみだ産業情報ナビ
いますぐ

検索！

毎月1日は
墨田区防災の日
8月1日の点検項目
まず確認
　　行動前の　
　　　　　正しい情報

毎月5日は
すみだ環境の日
8月のエコしぐさ
かき氷
　よしずの陰で
　　　　　　ひんやりと

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

受け付けが始まっています
受験生チャレンジ支援貸付
事業

　中学校3年生、高校3年生等の進学を支援する
ため、保護者の方に学習塾などの費用と受験費用
をお貸しします。なお、入学した場合などは、返
済が免除となります。
[対象]次の全ての要件を満たす生計中心者 ▼令
和２年4月1日現在、中学校3年生または高校3年
生、それらに準ずる子ども(高卒認定合格者、中
学校･高校既卒者)を養育している　 ▼世帯もし
くは世帯主の総所得または総収入金額が一定基
準以下である　＊ほかにも要件あり [貸付限度
額] ▼ 学習塾等受講料＝20万円　 ▼高校受験料
＝2万7400円　 ▼大学受験料＝8万円 [問合せ]
厚生課厚生係（区役所3階）☎5608－6151　＊申
込方法等の詳細は、問合せ先で配布中のパンフレッ
トまたは区ホームページを参照

8月5日（水）に行います
全国一斉情報伝達試験

国が人工衛星を通じて国民に緊急情報を伝達
する「全国瞬時警報システム（Ｊアラート）」に
よる全国一斉情報伝達試験を実施します。区内
各所に設置している防災行政無線（屋外スピー
カー等）から試験放送が3回流れるとともに、す
みだ安全・安心メール、区公式ツイッター・フェ
イスブックなどにより文字情報を配信する予定
です。なお、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
も確認できます。
[とき]8月5日（水）午前11時　＊全国の災害等の
発生状況により中止となる場合あり [問合せ]安
全支援課安全支援係☎5608－6199

広告 墨田区の工務店　雨漏りのプロ!　地域密着型で施工後も安心!　■東洋堂ハウスSP■　押上支店☎03－5637－7497
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暮らし
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・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 　　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
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遺産相続に強い弁護士への無料相談ならこちら!　☎03－6256－8925(9：00～18：00)直法律事務所広告
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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

「緑のカーテンコンテスト2020」
作品の募集

内区内にある住宅や事業所などで育てた「緑
のカーテン」(一年草のつる性植物に限る)
のコンテスト　＊応募者全員に参加賞を、
入選者には副賞を贈呈　費無料

申緑のカーテンの写真(3枚まで)と応募用紙を、直接または郵送、
Eメールで8月31日(消印有効)までに〒130－8640環境保全課
緑化推進担当(区役所12階)☎5608－6208・ KANKYOU@
city.sumida.lg.jpへ　＊応募用紙は申込先または各出張所・図
書館等で配布しているほか、区ホームページからも出力可

道路緑化ボランティアの募集 内区の管理する道路の植栽ますや緑地帯等において、緑
化活動や清掃活動を行う　＊活動場所に団体名等の標示
板を設置　対区内在住在勤在学の方

申事前に道路公園課計画調整担当（区役所10階）☎5608－
6291へ　＊活動内容の詳細は、区ホームページを参照

健
康
・
福

祉

「動物たちの写真
展」写真の募集

【写真展の日程／会場】9月18日(金)～25日(金)／区役所
1階アトリウム　＊期間中、人気投票を実施予定　＊新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため、写真の展示数を
制限する場合あり　【応募写真の条件】動物が写っている
四つ切り程度の写真または同程度の用紙に印刷したもの、
電子データ(3MB以下でJPEG方式)

申詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照(左のコードを
読み取ることでも接続可)　【申込期限】8月31日(必着)　＊写真
は原則、返却不可　＊応募写真は、区の事業や広報活動等に使用
する場合あり　問生活衛生課生活環境係（区役所5階）☎5608－
6939　

仕
事
・
産
業

横川さくら保育園(横川5－9－
1)・横川さくら保育園分園(立
花1－23－5－206)の指定管理
者の募集

内施設の管理、運営など　【指定期間】令和4年4月1日～9
年3月31日の5年間　＊詳細は募集要項を参照（区ホーム
ページから出力可）　【現場説明会の日時】8月11日（火）午
前10時～　

【現場説明会の申込み】参加申込書をEメールで8月6日午後5時ま
でに問合せ先へ　【指定管理者の申込み】応募書類を直接、8月31日
午後5時までに問合せ先へ　＊現場説明会の参加申込書と応募書類
は区ホームページから出力可　問子育て支援課子育て計画担当(区
役所4階)☎5608－6084・ KOSODATE@city.sumida.lg.jpへ

梅若橋コミュニティ会館（堤通
2－9－1）・東駒形コミュニティ
会館（東駒形4－14－1）の各指
定管理者の募集

内施設の維持管理、児童室事業・図書室事業等の運営　【指
定期間】令和3年4月１日～8年3月31日の5年間　＊詳細は
募集要項を参照（区ホームページから出力可）　【募集説明会
の日時／会場】8月7日（金）午前10時～／区役所会議室122
（12階）　＊現地視察会は同日の▶梅若橋コミュニティ会館＝
午後1時半～ ▶東駒形コミュニティ会館＝午後４時～

【募集説明会・現地視察会の申込み】参加申込書を直接またはファ
クス、Eメールで8月6日正午までに問合せ先へ　【指定管理者の
申込み】必要書類を直接、9月10日午後5時までに問合せ先へ　
問地域活動推進課地域活動推進担当(区役所14階)☎5608－
6200・℻  5608－6934・ KATSUDOSUISHIN@city.sumida.
lg.jp

＝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。

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

仕
事
・
産
業

LIVE！すみだオンライン合同企
業説明会

9月9日(水)午後1時～3時
半　＊受け付けは午後0時
半～

各参加者の自宅等 【参加企業】6社(予定)　＊詳細は区ホームページを参照　対 39歳以下
の若年求職者(学生も可)または子育て世代等の働きたい女性で、スマー
トフォンや自宅のパソコン等からオンライン会議システム「Zoom」を
利用できる方　費無料　申事前に電話で、すみだ人材発掘・就労支
援プログラム事業運営事務局(株式会社HRP内)☎3222－1801へ　
＊すみだ人材発掘・就労支援プログラム事業運営事務局のホームペー
ジからも申込可（左のコードを読み取ることでも接続可）

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

区総合体育館公開講座「座り過
ぎに注意！どこでもかんたんオ
フィササイズ講座」

8月18日（火）午後７時～9
時

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

【講師】内田英利氏（トレーナー）　定先着10人　費 500円　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
8月15日まで　＊動きやすい服装で参加

区民体育祭「ソフトボール大会」 8月30日～11月8日の毎週
日曜日午前8時～午後4時

東墨田一丁目運動広場
(東墨田１－10)

種男子A・B、女子　対区内在住在勤の方で構成する一般社会人チー
ム　費 1チーム1000円　＊8月22日(土)午後6時から東墨田会館
(東墨田2－12－9)で実施する代表者会議で支払(受け付けは午後5
時半～)　申電話で8月22日までに墨田区ソフトボール連盟事務局　
林 祐一☎090－5757－3703へ

趣味を活
い
かして地域新聞を作ろ

う(全3回)
9月4日(金 )午後7時～8時
半 、9月5日(土)午前10時～
正午、9月6日(日 )午前10
時～正午

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内文章・イラスト作成、写真撮影などの趣味を活かし、地域を取材し
て新聞を作成する　【講師】刈谷 仁路志氏(下町通信社「すみだノート」
編集者)　対区内在住在勤在学の方　定 10人 (抽選)　費 1000円　
申講座名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号を、往復はがきで
8月25日(必着)までに、すみだ生涯学習センター事業課(〒131－
0032東向島2－38－7）☎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　＊抽選結果は後日通知

「生活密着型日本語ボランティア
教室」運営講座（全5回）

9月15日・29日、10月6日・
20日・27日いずれも火曜
日午後6時半～8時45分

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)ほか

内外国人に日本語を教えるボランティア教室の立上げのために必要
な知識を学ぶ　対区内在住在勤の20歳以上で、講座修了後、教室の
運営に携わることができる方　定 10人（書類選考）　費無料　申申
込書を直接または郵送、Eメールで8月25日（必着）までに〒130－
8640文化芸術振興課都市交流・国際担当（区役所14階）☎5608－
1459・ BUNKASHINKOU@city.sumida.lg.jp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

区民体育祭「ライフル射撃大会
（小口径の部）」

9月27日(日)午前9時半～
午後5時半　＊いずれも受
け付けは午前9時～

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)

費2000円　申大会名・住所・氏名・電話番号を、直接または電話、ファ
クス、郵便振替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・℻  3623－6991へ　＊郵便振替の口座番
号は00170－0－718428、口座名は墨田区ライフル射撃連盟　【申込
期間】9月6日～20日

イ
ベ
ン
ト

ランチ＆スペシャルコンサート
「the Soul」

9月5日（土）午後1時～　＊ラ
ンチは正午～

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60人　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
は午前9時～午後8時

コード

コード

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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