
☎ ＝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

暮
ら
し

町会・自治会広報活動PR展〝ま
ちの話題で心がほっこり！わが
まち通信局〞

9月5日(土)～11日(金)の
午前8時半～午後5時　＊最
終日は午後4時まで

区役所1階アトリウム 内町会・自治会の広報紙などのパネル展示　費無料　申期間中、直
接会場へ　問地域活動推進課まなび担当☎5608－6202

健
康
・
福
祉

弁護士による権利擁護法律相談 9月17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

はなみずき認知症家族会 9月19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)

内精神科訪問診療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

健康体力づくり教室「健美操、か
らだいきいき体操、ゆるやかヨガ、
エアロビクス、太極拳など全8教
室」（各教室全8回）

9月23日（水）～11月27日
（金）　＊各教室の日程の詳
細は申込先へ

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対 18歳以上の方　定各教室先着50人　費各教室
2550円　申事前にスポーツプラザ梅若☎5630－
8880へ　＊内容等の詳細は問い合わせるか、スポー
ツプラザ梅若のホームページを参照

「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

9月24日（木）・29日(火)午
前10時～11時半

▼9月24日＝すみだボ
ランティアセンター（東
向島2－17－14）　 ▼9
月29日＝キラキラ茶家
（京島3－49－18）

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

コツコツやろう！骨の健康守る
こと「女性のための健康セミ
ナー」

9月24日(木)午
後2時～4時

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

内女性の骨・体の変化や口の健康、カルシウム量を増やす食事に関する
講習　＊骨密度測定あり　対区内在住の女性　定先着30人　費無料　
申9月2日午前8時半から電話で向島保健センター☎3611－6135へ

身体障害者向け「草木染め教室」 10月2日(金 )午前10時～
正午

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内シルクのストールを草木染めする　対区内在住で、身体に障害のあ
る方　定 10人(抽選)　費 1800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9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、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

自宅でできる声出し脳トレーニング
声を出してスッキリ 脳を活性化させましょう

ポイント

チャレンジ！

▶慣れてきたら、指
を見ないで前方を
見て声を出す

▶ 最後の「うん」は、ポンと
手を叩きながら

▶ 腹式呼吸でお腹か
ら声を出す

▶ 慣れてきたら、だんだん早
くする

▶ 「口が疲れたな」というく
らいに大きな口を開ける

▶ 「オ」のときは口の中を狭
くせず、「ア」と同じくらい
大きく開け唇をすぼめる

できる方は、足の指を1本ずつ回しながら挑戦してみましょう

❶　 「ア・イ・ウ・エ・オ」と言いながら、親
指から順番に指を折ります

次の順番で声を出します

次の順番で声を出します
いえあおう　きけかこく　しせさそす　ちてたとつ　にねなのぬ
ひへはほふ　みめまもむ　ゐ

い
えやよゆ　りれらろる　ゐ

い
えわをうん

❷　 順番を「イ・エ・ア・オ・ウ」に変え、小指か
ら順番に指を開いていきます

　外出の機会が少なくなり、声を出す機会が減っていませんか。
腹式呼吸や口の中を大きく動かすことを意識したトレーニン
グで、楽しみながら声を出し、ストレスや不安を解消しましょう。
[問合せ]高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

ア アイ イウ ウエ エオ オ

ア

ア ア

ア

ア ア

ア アイ

イ イ

イ オ

オ オ

オ

声出し脳トレーニング　その1　左右の手で交互にやりましょう！

声出し脳トレーニング　その2　口を大きく動かすことを意識してやりましょう！

声出し脳トレーニング　その3　ゆっくり、はっきり言いましょう！

うんうん

ポイント

ポイント

3回
繰り返す

3回
繰り返す

3回
繰り返す

【引用】NPO法人声とことばの力 作成資料

お知らせ 新型コロナウイルス感染症対策　会食中でも会話を楽しむ際には必ずマスクを付けよう　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

5墨田区のお知らせ2020年（令和2年）9月1日



　　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

高齢者向け住宅(2人世帯用・単
身用)の募集

【高齢者個室借上げ住宅の募集戸数】 ▼2人世帯用(2K・
2DK)＝1戸　 ▼単身用(1K・1DK)＝10戸　【シルバーピ
アの募集戸数】 ▼単身用(1DK)＝8戸　対 ▼ 2人世帯用＝
区内に3年以上居住している65歳以上の方と、その三親等
以内の親族で60歳以上の方からなる2人世帯　 ▼単身用
＝区内に3年以上居住している65歳以上の方　＊いずれ
も持ち家がある方は不可

【入居予定者の決定方法】 ▼高齢者個室借上げ住宅＝募集戸数の2
倍の資格審査対象者を抽選で選定し、資格審査実施後、住宅困窮
度合いが高い方から半数を入居予定者に決定　 ▼シルバーピア
＝募集戸数と同数の資格審査対象者を抽選で選定し、資格審査の
合格者を入居予定者に決定　申 9月15日(火)～17日(木)の午
前9時半～午後4時に直接、すみだリバーサイドホール1階会議室
(区役所に併設)へ　＊公的年金の源泉徴収票など、令和元年中
の収入が分かるものを持参　【新型コロナウイルス感染症拡大防
止のための来場時の注意事項】 ▼来場時はマスクを着用　 ▼各自
ボールペンを持参　 ▼当日、咳

せき
や発熱等の症状がある場合は来場

を控える　 ▼会場内の混雑回避のため、入場制限を行う場合あり　
問住宅課居住支援担当(区役所9階)☎5608－6214　＊詳細は、
問合せ先や各出張所で配布する募集案内を参照

＝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

健
康
・
福
祉

こころの病をもつ方の家族のた
めの連続講座(全3回)

▼ 第1回＝10月5日(月)午
後2時～4時　 ▼第2回＝10
月15日(木)午前10時～正
午　 ▼第3回＝10月26日
(月)午後2時～4時

向島保健センター(東
向島5－16－2)

【テーマ】 ▼第1回＝統合失調症を中心とした病気と治療　 ▼第2回＝家
族の対応(家族と支援者向け)　 ▼第3回＝生活を支える福祉制度　対区
内在住在勤で、こころの病をもつ方とその家族　定先着20人　費無料　
申9月2日午前8時半から向島保健センター☎3611－6193へ

点訳(点字)講習会「基礎からパ
ソコン点訳まで」(全20回)

10月6日～令和3年3月16
日の火曜日午後6時半～8時
半　＊11月3日、12月22
日・29日、3年2月23日を
除く

すみだボランティアセ
ンター(東向島2－17－
14)

内点字の基礎やパソコン点訳について学ぶ　対講習会修了後、区内で
障害者福祉のために点訳ボランティア等の活動をする意志がある方　
定先着15人　費5000円(教材費込み)　申事前に電話で、すみだボラ
ンティアセンター☎3612－2940へ

初心者向け音訳ボランティア養
成講座（全4回）

10月7日～28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)

内音訳ボランティアとして活動するための基礎を学ぶ　対区内在住
在勤のおおむね60歳未満で音訳に関心があり、講座修了後、音訳ボラ
ンティアとして活動できる方　定10人（抽選）　費100円　申講座名・
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9月14日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3723・
℻  5608－3720へ

子
育
て
・
教
育

星空観察出張講座　すみだの星
空「すみだ北斎美術館から見る
秋の星たち〝夜空と環境・北斎と
の関係とは？〞」

9月26日（土）午後６時～８
時　＊10分前までに集合

すみだ北斎美術館(亀
沢2－7－2)

内夜空と環境や葛飾北斎との関係について学ぶ　＊雨天時は室内で解
説のみ　対区内在住在勤在学の小学生以上　＊小・中学生は保護者の
同伴が必要　定 20人（抽選）　費無料　持双眼鏡（お持ちの方）　申講
座名・住所・氏名・年齢・電話番号・ファクス番号・Ｅメールアドレ
スを、ファクスまたはＥメールで９月14日（必着）までに環境保全課環
境管理担当☎5608－6207・℻  5608－1452・ KANKYOU@city.
sumida.lg.jpへ　＊締切後、受講確認通知あり

仕
事
・

産
業

すみだ障害者就労支援フェア 9月16日(水)午前9時～午
後4時、9月17日(木)午前9
時～午後３時

区役所1階アトリウム 内障害のある方が一般企業等で働いている様子を紹介する就職者パネ
ル展　費無料　申当日直接会場へ　問すみだ障害者就労支援総合セ
ンター☎5600－2004・℻  5600－3280

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

泳ぎの悩みにお答えします「プー
ルプライベートレッスン」

9月30日(水)まで　＊時間
等の詳細は申込先へ

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対小学生以上　費 ▼ 1人＝3000円(30分)　 ▼2人
1組＝5000円(45分)　＊別途施設利用料が必要　
申事前に電話で両国屋内プール☎5610－0050へ

チラシの「キホン」〝学べます〞講
座（全3回）

10月10日・17日・31日い
ずれも土曜日午後1時～3時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内人に伝わるチラシの作り方を学ぶ　＊講師による添削・アドバイス
あり　【講師】谷 浩明氏（杉並区広報専門監／静岡県知事戦略局広報アド
バイザー）　対区内在住在勤在学で、非営利団体やサークルに所属して
いる方　定12人（抽選）　費1500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9月20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

区
政
そ
の
他

都市計画案説明会「三之橋ポン
プ場等の変更に係る説明会」

9月18日（金）午後7時～、9
月19日（土）午後1時半～　
＊いずれも同一内容

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内三之橋ポンプ場等（立川四丁目地内）を廃止し、雨水調整池を新たに
整備するための都市計画変更に係る説明会　【対象となる都市計画案】
東京都公共下水道の都市計画変更（三之橋ポンプ場等の廃止及び雨水
調整池の追加について）　対区内在住の方または計画案に利害関係が
ある方　費無料　申当日直接会場へ　問 ▼東京都都市整備局都市基
盤部調整課施設計画担当☎5388－3298　 ▼都市計画課都市計画・開
発調整担当☎5608－6265

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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