
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

「私の好きな すみだ」写真募集
あなたの好きな、すみだの風景を掲載しませんか？

　皆さんが区内で撮影した写真を本紙毎月1日号8面「私の好きな すみだ」
のコーナーに掲載しています。ぜひ、写真をお寄せください。
［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテーマに区内で撮影した写真と、作品名・撮影場所・住所・氏
名・電話番号を、直接または郵送、Ｅメールで〒130－8640広報広聴担当（区役所6階）☎5608－
6223・ OSHIRASE@city.sumida.lg.jpへ　＊Eメールで応募の際は、件名に「私の好きな すみだ」
と明記　＊写真は

▲

直接・郵送＝Ａ4以下の紙に印刷するか、jpeg形式でCD－Rに保存　

▲

Ｅメー
ル＝jpeg形式で添付（1通あたり3MB以内）［注意事項］

▲

人物が含まれる写真は、肖像権侵害等の
防止のため、本人（未成年の場合は親権者）の了承が必要　

▲

氏名も掲載　

▲

応募写真は他媒体で使
用する場合あり　

▲

応募写真は一部手直しをする場合あり

　皆さんが区内で撮影した写真を本紙毎月1日号8面「私の好きな すみだ」

新施設での運営を開始します
両国子育てひろば

現在仮施設で運営している両国子育てひろば
および両国子育てひろば保育室は、9月23日(水)
から、新施設での運営を開始します。移転に伴い、
9月20日(日)は、両国子育てひろばを臨時休館
しますので、ご注意ください。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、現在子育てひろばの利用は予約制です。詳細
はお問い合わせください。
[新施設の場所]横網1－2－13(ヒューリック両
国リバーセンター内)[問合せ] ▼ 両国子育てひ
ろば☎3621－6455　 ▼両国子育てひろば保育
室☎3621－6525　 ▼子育て支援総合センター
☎5630－6351

子どものよりよい成長を願って
家庭教育学級補助金

区では、子どものよりよい成長を願う保護者の
方が学び合うことのできる「家庭教育学習会」を
自主的に開催するための経費の一部を補助金と
して交付しています。 
[対象]区内の保育所や幼稚園、小・中学校の父
母の会・PTA、社会教育関係登録団体など [定員]
先着14団体程度 [補助上限額]2万9000円 [申込
み]事前に申請書を直接または郵送で〒130－
8640地域教育支援課地域教育支援担当(区役所
11階)☎5608－1433へ　＊申請
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　＊受
け付けは令和3年2月12日まで コード

すみだのオーケストラ、新日本フィルの新しいシー
ズンが9月からスタートしました。活動の中心である、
すみだトリフォニーホールでの定期演奏会では、これ
からも生の演奏を皆さんに楽しんでいただけるよう
新型コロナウイルス感染症拡大防止策に取り組んで
いきます。皆さんとこのまちで音楽を育んでいく決意
をもって、皆さんのご来場をお待ちしております。
[とき] ▼9月18日(金)午後7時15分開演　 ▼9月19日
(土)午後2時開演 [ところ]すみだトリフォニーホール
（錦糸1－2－3）[曲目]ストラヴィンスキー／バレエ音楽「カルタ遊び」、リスト／ピアノ協奏曲
第1番変ホ長調、サン＝サーンス／交響曲第3番ハ短調「オルガン付き」　ほか [出演]沼尻竜典（指
揮）、實川 風（ピアノ）、石丸由佳(オルガン)、新日本フィルハーモニー交響楽団　＊新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、当初発表から曲目・出演者の変更あり [入場料]全席指定 ▼ S
席＝7000円　 ▼ A席＝6000円　 ▼ B席＝5000円　 ▼ C席＝4000円 [申込み]事前に、トリフォ
ニーホールチケットセンターへ

わがまちのオーケストラ、新日本フィルハーモニー交響楽団の新シーズン開幕！
新日本フィル定期演奏会トパーズ「トリフォニー・シリーズ」

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「重要なお知らせ」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

すみだトリフォニーホールでの定期演奏会の様子

広告 あなたの見たい!がひろがるテレビ「J:COM LINK」4K放送ネット動画も、これ一台で音声操作! ☎0120－989－989（9：00～18：00）

6 墨田区のお知らせ

　　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
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2020年（令和2年）9月11日

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

　　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）

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

スマートフォンを使ったQRコー
ド決済（P

ペ イ ペ イ
ayPay）に関する無料

相談

9月13日(日)～17日(木)
の午前10時～午後4時

▼ 9月13日＝区役所1
階アトリウム　 ▼9月
14日～17日＝すみだ
リバーサイドホール1
階ギャラリー(区役所
に併設)

持スマートフォン　申期間中、直接会場へ　問産業
振興課産業振興担当☎5608－6187　＊詳細は区
ホームページを参照　＊9月23日～10月30日（土・
日曜日、祝日を除く）に「PayPay出張講座」も対応可（区
内在住の3人以上のグループ／事前申込みが必要）

すみだと世界をつなぐ水の大切
な話第1回「病気と水〝東京の衛
生環境を変えた日本最初の近代
下水処理場を見学しよう！〞」

9月30日 (水 ) ▼ 第1回＝
午前10時半～正午　 ▼第
2回＝午後2時半 ～4時　
＊各回開始10分前に三河島
公園(荒川区荒川8－25－
2)に集合

旧三河島汚水処分場
喞
ポンプ
筒場(荒川区荒川8－
25－1)

内国指定重要文化財「旧三河島汚水処分場喞筒場施設」を案内付きで
見学する　対区内在住在勤在学の方　定各回10人(抽選)　費無料　
持筆記用具　申講座名・希望回・住所・氏名・年齢・電話番号を、は
がきまたはファクス、Eメールで9月18日(必着)までにNPO法人ウォー
ターエイドジャパン(〒130－0014亀沢2－12－11PAX21 301号)
℻  050－3488－2040・ info-japan@wateraid.orgへ　問環境保
全課環境管理担当☎5608－6207

ひょうたんランタンを作ろう 10月11日（日） ▼第１部＝
午前10時～11時半　 ▼第
２部＝午後1時～2時半

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内ひょうたんをくり抜いてランタン（照明器具）を作る　定各部先着15
人　＊小学生以下は保護者の同伴が必要　費各部2000円（材料費・保
険料込み）　持マスク　申事前に、みどりコミュニティセンター☎5600
－5811へ

新生活スタイル！ネットショッ
ピングを楽しく学ぼう！

10月18日 (日 ) ▼ 午前10
時～11時半　 ▼午後1時～
2時半

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

内 EC(Electronic Commerceの略で電子商取引のこと)やD2C(Direct 
to Consumerの略で自社で企画・製造した商品を、小売業者などを介
さずに直接消費者に販売する仕組みのこと)の基礎や活用方法を学ぶ　
対区内在住在勤在学の方　定各先着20人　費無料　申9月11日午前9
時から電話で、すみだ産業会館☎3635－4351へ

すみだ景観フォーラム特別講座
「すみだの〝へり〞を味わう」

11月7日（土）午前10時～
11時半

区役所会議室131（13
階）　＊インターネッ
ト上で同時配信も実施
予定（人数制限なし、
詳細は区ホームページ
を参照）

内普段はあまり気に留めない、すみだの〝へり〞にある川に着目し、す
みだの景観の成り立ちを考える　【講師】暗渠マニアックス 吉村 生氏・
髙山英男氏（「暗渠マニアック！」著者）　定先着40人　費無料　申事
前に催し名、代表者の住所・氏名・電話番号、参加人数を、直接または
電話、ファクス、Ｅメールで都市計画課景観・まちづくり担当（区役所
９階）☎5608－6266・℻  5608－6409・ TOSHIKEIKAKU@city.
sumida.lg.jpへ　＊受け付けは11月2日午後5時まで
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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。
☎ ＝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

ボランティア説明会 9月25日(金)午後1時半～
3時

すみだボランティアセ
ンター(東向島2－17－
14)

内ボランティア活動の紹介、活動時の注意点の説明等　＊詳細は墨田
区社会福祉協議会のホームページを参照　対ボランティアを始めよう
と考えている方　定先着6人　費無料　申事前に、すみだボランティ
アセンター☎3612－2940へ

〝体の声を聞きな
がら〞気づきのス
トレッチ(全9回)

10月5日～12月28日の月曜
日午前10時～11時　＊祝
日・第3月曜日を除く

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内体の柔軟性を高め、ストレスを軽減する　対 20歳以上の方　定先
着15人　費 4500円　持飲物、タオル　＊動きやすい服装で参加　
申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは9月30日
までの午前9時～午後8時(9月23日は休館)

身体障害者向け「ボッチャ＆卓
球バレー教室」（全4回）

10月5日～26日の毎週月曜
日午前11時～正午

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内ボッチャと卓球バレーを体験する　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9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

健康コーラス教室(全2コース・
各コース全4回)

10月6日～27日の毎週火曜
日 ▼9時半コース＝午前9時
半～10時半　 ▼10時45分
コース＝午前10時45分～
11時45分

内唱歌や童謡、愛唱歌を歌う　対区内在住で60歳以上の方　定各コー
ス15人(抽選)　費無料　申 9月17日までに、すみだ福祉保健センター
☎5608－3721へ

健康づくり教室「初心者向けポー
ル＆リズム体操教室」（全2コー
ス・各コース全6回）

10月7日～11月11日の毎
週水曜日 ▼1時半コース＝
午後1時半～2時50分　 ▼3
時コース＝午後3時～4時
20分

対区内在住在勤の20歳以上で、医師から運動を制限されていない方　
定各コース10人（抽選）　費無料　申 9月19日までに、すみだ福祉保
健センター☎5608－3729へ

身体障害者向け「椅子に座って
できる筋力アップ体操教室」（全
4回）

10月7日～28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9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

折り紙教室（全3回） 10月8日～22日の毎週木曜
日午後1時半～3時半

対区内在住で60歳以上の方　定 10人（抽選）　費 100円　申 9月17
日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721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」

10月21日(水)午後　＊予
約時間等の詳細は申込先へ

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内家族関係などの悩みについて専門医に相談する　対区内在住の
方　費無料　申 9月14日午前8時半から電話で向島保健センター
☎3611－6193へ　＊詳細は区ホームページを参照

こころの病のある方の家族の会
「家族同士で情報交換しません
か」

10月22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、病気や福祉制度などの情報交
換をする　対区内在住で、こころの病のある方の家族　定先着15人　
費無料　申9月14日午前8時半から電話で向島保健センター☎3611－
6193へ　＊詳細は区ホームページを参照

要介護状態にならないために「ら
くらく水中ウォーク教室」（全12
回）

10月26日～令和3年2月1
日の月曜日午後1時半～3時　
＊11月23日、3年1月4日・
11日を除く

ルネサンス両国(両国
2－10－14）

内温水プールでのウォーキングやバランス運動　対介護保険の要介
護認定で要支援1・2と認定された方、基本チェックリストで事業対象
者と判定された方　＊ほかにも要件あり　定先着10人　費 4800円　
申事前に担当の介護支援専門員または各高齢者支援総合センターへ　
＊受け付けは10月8日まで　問高齢者福祉課地域支援係☎5608－
6178

子
育
て
・
教
育

すみだキラキラママのつどい 9月30日（水）午前10時～午
後3時

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

対親子　＊妊婦・母親のみの参加も可　定 ▼ 賢い子どもに育てる
ヒント＝先着3組　 ▼知育リトミック（0歳～2歳向け）＝先着３人　

▼おうちでコロナ対策＝先着６人　 ▼足裏リフレクソロジー＝先
着6人　費１プログラム800円（材料費込み）　申事前に希望プロ
グラム名・氏名・子どもの年齢を、Eメールで、すみだキラキラマ
マのつどい kirakiramamasumida2010@gmail.comへ　問みど
りコミュニティセンター☎5600－5811

〝多胎児限定〞
親グループ
「i
いんぐ
ng」(全2回)

10月13日(火)・27日(火)
午前10時～11時半

子育て支援総合セン
ター (京島１－35－
９－103)

内講師を交えて子育ての悩み等を語り合う　対区内在住で2歳以下の
多胎児の保護者　＊原則、両日程に参加できる方　＊子どもは別室で
保育可　定先着4人　費無料　申事前に電話で子育て支援総合セン
ター☎5630－6351へ　＊受け付けは午前9時～午後5時

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

特集展示「すみだの情景〝秋・冬〞」令和3年1月24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・毎月第
4火曜日(いずれも祝日のと
きは翌日)、12月29日～3
年1月2日

すみだ郷土文化資料館
(向島2－3－5)

内江戸時代の秋から冬のすみだの情景
を描いた浮世絵の展示　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

企画展「寺社名所〝失われた景観
とすみだの寺社〞」

9月19日（土）～12月6日
（日）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・毎
月第4火曜日（いずれも祝日
のときは翌日）

内江戸時代の名所となった寺社などを、様々な資料を通して紹介す
る企画展　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
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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39

　「百人一首うはかゑとき」は、乳母が子どもに百人一首を教えるために
歌意を絵画化した北斎最後の大判錦絵のシリーズで、中でも本図は安倍
仲麿の和歌「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」を
題材にしています。安倍仲麿は遣唐留学生として唐に渡りましたが、帰
国が叶わず唐で生涯を終えました。本図の中央に立つのは安倍仲麿と言
われており、唐の月を眺め
ながら、故郷の奈良三笠山
の月を想

おも
う仲麿の心を、月

影が水面に静かに映る情景
で表現しています。本図は
企画展「新収蔵品展〝学芸員
が選んだおすすめ50〞」の
前期展示（9月15日～10月
11日）でご覧いただけます。

　すみだ北斎美術館の開館以降、新たに収集
した肉筆画、版画、版本の中から、学芸員が
選んだ50点の作品を展示します。展示作品
の多くが初公開です。北斎と門人たちによる
名作の数々をお楽しみいただき、北斎の魅力
や影響力を改めてご実感ください。
[とき]9月15日(火)～11月8日(日)の午前
9時半～午後5時半　＊入館は午後5時まで　
＊休館日を除く [ところ]すみだ北斎美術館
(亀沢2－7－2)[入館料] ▼ 一般＝1000円　

▼高校生・大学生・65歳以上の方＝700円　

▼中学生・障害のある方＝300円　＊観覧日
当日に限り、常設展・常設展プラスも観覧可
[申込み]期間中、直接会場へ [問合せ]すみ
だ北斎美術館☎6658－8936　＊詳細は、す
みだ北斎美術館のホームページを参照

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。
百人一首う

う ば が え と き

はかゑとき 安
あ べ の

倍仲
なかまろ

麿(錦絵)

北斎を知る
－HOKUSAI PROMOTION－

すみだ北斎美術館企画展「新収蔵品
展〝学芸員が選んだおすすめ50〞」
を開催します

上から錦絵「冨嶽三十六景 凱風快
晴」、錦絵「冨嶽三十六景 神奈川
沖浪裏」、錦絵「冨嶽三十六景 山
下白雨」（いずれも吉野石膏コレ
クション、すみだ北斎美術館寄託）

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

仕
事
・
産
業

墨田区常勤職員(看護師・歯科
衛生士)の募集

種／対 ▼看護師(Ⅱ類)＝昭和51年4月2日以降に生まれ、
看護師の免許を有する方　 ▼歯科衛生士(Ⅱ類)＝昭和56
年4月2日以降に生まれ、歯科衛生士の免許を有し、平成16
年文部科学省厚生労働省令第5号による改正後の歯科衛生
士学校養成所指定規則により指定を受けた修業年限3年以
上の歯科衛生士養成施設を卒業した、または前述の改正前
の規則により指定を受けていた修業年限2年以上の歯科衛
生士養成施設を卒業した方　＊いずれも国籍は不問、3年3
月31日までに免許取得見込みの方を含む　＊免許取得見
込みとして受験した方が3年3月31日までに免許を取得で
きないときは採用不可

【採用予定人数】 ▼看護師（Ⅱ類）＝１人　 ▼歯科衛生士（Ⅱ類）＝
１人　【第１次選考日】10月25日(日)　＊時間は受験者に後日
通知　【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・図書館など　＊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
10月5日(消印有効)までに〒130－8640職員課人事担当（区役
所8階）☎5608－6244へ　＊募集内容の詳細は採用選考案内を
参照

〝採用担当者必見！〞「LIVE！す
みだオンライン合同企業説明会」
への参加企業の募集

内 12月10日(木)に開催予定の「LIVE！すみだオンライン
合同企業説明会」で雇用の実現に向けて自社の魅力を求職
者へPRしたい区内中小企業等の募集　＊詳細は区ホーム
ページを参照　対次の全ての要件を満たす区内中小企業・
個人事業者 ▼オンラインミーティング等を実践しているま
たは興味がある　 ▼パソコンを所持し事務所内にWi-Fi環
境がある　＊事前に参加企業を訪問し、説明会の概要や実
施方法等の説明を実施　

【会場】参加企業の事務所等　【募集数】先着6社程度　申事前に
企業の名称・所在地・電話番号・担当者名を、電話またはEメー
ルで、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・ sumida-jobsapo@hr-p.
netへ　＊受け付けは9月30日まで　問経営支援課経営支援担
当☎5608－6185

＝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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

敬老の日、秋分の日ワンコイン
特別プログラム（ヨガ、各種運動
教室など）

9月21日（祝）・22日（祝）　
＊各プログラムの日程の詳
細は問合せ先へ

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対高校生以上　費各プログラム1回500円　申当日直接会場へ　＊各
プログラムの開始30分前から整理券を配布　問スポーツプラザ梅若
☎5630－8880　＊内容や定員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

スポーツの秋！ココロもカラダ
もリフレッシュ！コース型教室
「初心者ヨガ」(Aコース～Hコー
ス、各コース全11回～13回）

10月5日～12月25日の月・
水・金曜日 ＊各コース1
回50分程度、日程の詳細は
申込先へ

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対区内在住在勤在学で16歳以上の方　定各コース先着16人　費各
コース1100円×回数　＊体験は1回1100円(空きがある場合のみ)　
申事前に両国屋内プール☎5610－0050へ

イ
ベ
ン
ト

動物たちの写真展 9月18日(金)～25日(金)
の午前9時～午後9時　＊初
日は正午～、最終日は正午
まで

区役所１階アトリウム 内動物たちの写真の展示　＊会場と区ホームページ
で9月18日正午～23日に展示写真の人気投票を実施
(9月24日午後に写真展会場と区ホームページで結果
発表)　費無料　申期間中、直接会場へ　問生活衛
生課生活環境係☎5608－6939

1－8－1)
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