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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

予防接種予診票をお送りしました
高齢者インフルエンザ予防接種

　高齢者インフルエンザ予防接種の対象となる
方へ予防接種予診票をお送りしました。なお、
「2500円」と記載された予防接種予診票が届い
た方も、今年度は無料です。
[期限]令和3年1月31日（日）[ところ]23区内の
実施医療機関 [対象]2年12月31日現在 ▼ 65歳
以上の方　 ▼60歳～64歳で、心臓・腎臓・呼吸
器・免疫の機能に障害（身体障害者手帳1級相当）
のある方 [費用]無料　[申込み]事前に電話で接
種を希望する実施医療機関へ [問合せ]保健予防
課感染症係☎5608－6191

定期接種になりました
ロタウイルスワクチン予防接種

今まで任意接種だったロタウイルスワクチ
ン予防接種が、10月1日から定期接種になりま
した。予防接種予診票は、対象の方へ標準接種
期間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

70歳以上の希望者に発行します
東京都シルバーパス

[利用できる交通機関]都営交通（日暮里・舎人ラ
イナーを含む）、都内民営バス等 [対象]都内に住
民登録がある70歳以上の方　＊70歳になる誕
生月の初日から申込可 [費用・必要書類等]下表
のとおり [有効期間]発行日～令和3年9月30日
[申込み]必要書類を直接、最寄りのバス営業所・
都営地下鉄定期券発売所等の発行窓口へ　＊有

効期限が2年9月30日のパスをお持ちの方で、
まだ更新手続がお済みでない方は ▼10月10日
まで＝郵送で　 ▼10月11日から＝最寄りのシ
ルバーパス発行窓口で　手続が必要 [問合せ]

▼東京バス協会シルバーパス専用電話☎5308－
6950　 ▼高齢者福祉課支援係☎5608－6168・
℻  5608－6404

対象区分 費用
必要書類

全区分で必要なもの 対象区分ごとに必要なもの
令和2年度住民税が
課税の方

2万510円 本人確認ができるも
の（健康保険証、運
転免許証、顔写真付
きの住民基本台帳
カード、マイナン
バーカード、生活保
護受給証明書等）

－

2年度住民税が非課
税の方

1000円 次のいずれかの書類 ▼2年度介護保険料納入（決定）通
知書（所得段階区分欄に「1」～「6」のいずれかが記載
されているか、合計所得金額欄が125万円以下となっ
ているもの）　 ▼2年度住民税非課税証明書　 ▼2年
度住民税課税証明書（合計所得金額欄が125万円以下
となっているもの）　 ▼生活保護受給証明書（2年4
月以降に発行された「生活扶助」の記載があるもの）

2年度住民税が課税
の方のうち、元年の
合計所得額が125万
円以下の方　＊ 2年
度経過措置
注  「2年度介護保険料納入（決定）通知書」は再発行できません。紛失等により、お手元にない方は「2年度住民税課税・非課税
証明書」（手数料 ▼窓口での交付＝300円　 ▼マイナンバーカードを利用したコンビニ交付＝200円）が必要となります。

　  不動産売却に係る特別控除額(元年分)がある場合は、上記の必要書類と異なる場合がありますので、東京バス協会へお問
い合わせください。

注 

自宅での暮らしを快適に
住宅修築資金融資あっせん
事業の拡大

新しい生活様式に対応した住宅環境への改善
を支援することを目的に、高齢者および障害の
ある方が専用室を設ける、または生活しやすく
なるように自宅の修築等を行う場合のあっせん
融資の利子を区が全額補助します。なお、融資
の際には、金融機関の審査があります。申込方
法等の詳細は、お問い合わせください。
[対象者] ▼ 65歳以上の方　 ▼身体障害者手帳
(1級～4級)または愛の手帳(1度～4度)をお持
ちの方およびその家族　＊ほかにも要件あり [対
象住宅]区内に所在し、申込人が現に自ら居住
しているまたは修築後同居する親族が現に居住
している住宅 [受け付け期間]令和3年3月31日
まで [融資限度]500万円(工事に係る金額の範
囲)[利率]2.0%[償還方法]均等月賦償還 [問合
せ]住宅課計画担当☎5608－6215

新型コロナウイルス感染症対応施策も
掲載しています

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！

類により異なる） ＊詳細は区ホームページを
参照 [費用]無料 [問合せ]保健予防課感染症係
☎5608－6191

広告 「畳を通して長～いお付き合い」気軽にお電話ください。HPでも…。あなたの町の(有)たたみ工房さいとう 緑四 ☎03－3631－9591

4 墨田区のお知らせ 2020年（令和2年）10月1日

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 　　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ぽけっと
（区主催以外） 　　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 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

暮
ら
し

行政書士による無料相談（許認可
申請、コロナ関連補助金申請、ビ
ザ申請、遺言・相続手続等）

10月6日（火）・13日（火）・
16日（金）午後1時～4時　
＊原則、毎週火曜日に開催
（祝日・年末年始を除く）

▶10月6日・13日＝区
役所1階区民相談コー
ナー　▶10月16日＝
区役所1階アトリウム

申当日直接会場へ　問▶すみだ区民相談室☎5608－
1616　▶東京都行政書士会墨田支部☎080－3596－
7830

社会保険労務士による無料相談
（各種年金・労務管理等）

10月7日（水）・21日（水）午
後1時～4時半　＊原則、毎
月第1・第3水曜日に開催
（祝日・年末年始を除く）

区役所1階区民相談
コーナー

申当日直接会場へ　問▶すみだ区民相談室☎5608－1616　▶東京
都社会保険労務士会墨田支部☎5638－6080

司法書士による無料法律相談（不
動産や会社の登記、相続・遺言・
成年後見等）

10月8日（木）・15日（木）午
後2時～4時　＊原則、毎週
木曜日に開催（祝日・年末
年始を除く）

すみだ区民相談室（区
役所1階）

申当日直接会場へ　＊午後１時から整理券を配布　問▶すみだ区民相
談室☎5608－1616　▶東京司法書士会墨田・江東支部☎3635－
1900

すみだと世界をつなぐ水の大切
な話

対区内在住在勤在学の方　定各回20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メールで各申込期限までに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

▶ 第2回「地形と水〝等々力渓
谷〞を歩いて地形・湧水を
観察しよう！」

10月17日(土)午後0時半～
4時　＊区役所1階アトリウ
ムに10分前に集合

等々力渓谷公園（世田
谷区等 々 力1－22）　
＊往復バスで移動

内23区内唯一の渓谷がある等々力渓谷公園を散策し、崖の地形や湧水、
植生を観察する　【講師】橋本淳司氏(水ジャーナリスト)　【申込期限】
10月8日(必着)

▶ 第3回「都市と水〝神田川～
日本橋川を船で巡ろう！〞」

10月29日(木)午前11時半～
午後1時　＊両国リバーセン
ター発着場(横網1－2－13
ヒューリック両国リバーセ
ンター2階)に20分前に集合

神田川・日本橋川 内船で神田川～日本橋川を巡り、東京の歴史や都市
の変遷、都市の生活と水の関わりについて考える　
【申込期限】10月15日(必着)

吾嬬の里料理教室〝家庭料理を充
実させる季節感を取り入れたメ
ニューを作ろう〞(全6回)

10月22日～令和3年3月25
日の毎月第4木曜日午前10
時～午後1時

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対16歳以上の方　定先着12人　費6000円(材料費込み)　持布巾、エプ
ロン、三角巾(バンダナも可)、ハンドタオル　申10月2日から八広地域プ
ラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは10月15日までの午前9時～午後8時

日本橋川

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。

山路を登りながら

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

等々力渓谷公園　Ⓒ世田谷区

広告「畳を通して長～いお付き合い」　気軽にお電話下さい。ＨＰでも・・・。あなたの町の（有）たたみ工房さいとう 緑四　☎03－3631－9591
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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

みどりコミュニティカフェ 10月9日(金)午前10時半～
正午

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内講話、軽い運動　対 おおむね60歳以上の方　費無料　持飲物　
申当日直接会場へ　問みどりコミュニティセンター☎5600－5811

「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

10月13日(火)午前10時～
11時半、10月19日(月)午
後2時～4時

▶10月13日＝ガラン
ドール(石原4－11－
12）　▶10月19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

墨田区介護予防サポーター養成
講座「サポーター養成プログラム」
〝ウィズコロナ時代に対応した高
齢者の健康づくりと社会参加を
支えるために〞

区役所会議室123（12
階）　＊新型コロナウ
イルス感染症拡大防止
のため、少人数制グルー
プ形式やインターネッ
トでの受講となる場合
あり

内介護予防の基礎知識や地域の自主活動を支援するための方法を習得
する　＊詳細は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)　対区内在住在勤で講座修了後、区が開催する介護予防教
室や地域の介護予防自主グループの活動に協力できる方　定▶本講座
＝先着15人　費無料　申▶事前説明会＝事前に講座名・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　＊本講座の申込
みには、事前説明会への参加が必要

▶事前説明会 10月26日(月)午後2時～4時

▶本講座(全3回) 11月9日～30日の月曜日午
前10時～午後4時　＊11月
23日を除く

身体障害者向け「ピラティス教
室」(全4回)

11月2日～30日の月曜日午
後1時半～3時半　＊11月
23日を除く

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10
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

〝ずっと元気でいるために〞介護
予防のための「元気もりもり教
室」（全14回）

11月4日～令和3年3月10
日の水曜日▶第1部＝午後1
時半～2時半　▶第2部＝午
後3時～4時　＊日程の詳細
は申込先へ

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内健康体操（運動強度は▶第1部＝中　▶第2部＝やや強め）、脳トレー
ニングなど　対区内在住の65歳以上で、医師から運動を制限されてい
ない方　＊本教室未受講者を優先　＊ほかにも要件あり　定各部24
人（抽選）　費無料　申教室名・希望の部・住所・氏名（フリガナ）・年
齢・電話番号を、直接または電話、ファクスで10月21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

高次脳機能障害講演会「どのよ
うにささえたらよいのだろう？」

11月7日（土）午後3
時～4時45分

区役所会議室131（13
階）

内高次脳機能障害の特徴と支援方法について学ぶ　【講師】渡邉 修氏
(東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科診療部長・
医師）　定先着30人　費無料　申 10月1日午前9時から電話で、すみ
だ福祉保健センター☎5608－3738へ

要介護状態にならないために「ま
るごと若がえり教室(脳トレコー
ス)」(全12回)

11月12日～令和3年2月4
日の木曜日午前10時～11
時半　＊12月31日を除く

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)

内筋力アップ運動、認知症予防トレーニング、栄養バランスなどにつ
いての講義　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、お住まいの地域の高齢者支援総合センターへ　＊受け付けは10月
21日まで　問高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

子
育
て
・
教
育

「withコロナ」での生活リズムの
整え方〝思春期のひきこもりを予
防するためのポイント〞

10月27日(火)午前10時～
正午

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)

内思春期における子どもの発達課題と、新型コロナウイルス感染症に
伴う自粛生活での生活リズムの整え方について、専門医から学ぶ
対区内在住在勤の方　定先着18人　費無料　申 10月2日午前8時半
から電話で本所保健センター☎3622－9137へ

育児講演会「イヤイヤ期がきた
〝イヤイヤ期の受け止め方と対応
のポイント〞」

10月29日(木)午前10時～
11時半　＊一時保育の受け
付けは午前9時半～10時

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内新しい生活様式の中でイヤイヤ期の子どもに寄り添うコツなどにつ
いて臨床心理士から学ぶ　対区内在住で、1歳～4歳未満の子どもがい
る保護者　定先着20人　費無料　申 10月2日から電話で向島保健セ
ンター☎3611－6193へ　＊事前申込みによる、4歳未満の子どもの
一時保育あり(先着10人)

星空観察出張講座　すみだの星
空「ハロウィンの夜〝隅田公園か
ら見る秋の星たち〞夜空と環境の
関係とは？」

10月31日(土)午後6時～8
時　＊すみだリバーサイド
ホール1階ミニシアター(区
役所に併設)に10分前に集
合

隅田公園(向島1－3) 内隅田公園から夜空を観察し、夜空と環境の関係について学ぶ　＊雨
天時は室内で解説のみ実施　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　持筆記用具、
マスク　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10月14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　＊締切後、受講確認通知あり

子育て支援員研修「子育てサポー
ター養成講座」(全10回)

11月5日(木)・10日(火)・
11日 ( 水 )・13日 ( 金 )・
16日 ( 月 )・17日 ( 火 )・
19日 ( 木 )・25日 ( 水 )・
30日(月)、12月12日（土）　
＊12月12日の講演会は任
意受講　＊日程の詳細は申
込先へ

区役所会議室、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)ほか

対区内在住の20歳以上で、子育て支援に理解と熱意があり、講座修了
後、子育てサポーターとして活動できる、心身ともに健康な方　定先
着15人　費 1500円(普通救命講習の受講料)　＊3年以内に受講済み
の方は応相談　申事前に電話で、または申込用紙をファクスで次のい
ずれかの申込先へ▶子育て支援総合センター☎5630－6351・℻  5630－
6352 ▶NPO法人病児保育を作る会☎3616－1727・℻  050－
3488－0147　▶すみだファミリー・サポート・センター☎5608－
2020・℻  5608－2944　＊詳細は問い合わせるか、区ホームページ
を参照

子どもとのコミュニケーション
スキルアップ講座〝CAREプログ
ラムを使って〞(全3回)

11月20日、12月4日・11
日いずれも金曜日午前10
時～11時半

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

内子どもとの適切な関わり方についてCAREプログラムを使って学ぶ　
対区内在住で3歳～小学生の子どもがいる保護者　定先着12人　
費無料　申 10月1日午前9時から電話で子育て支援総合センター
☎5630－6351へ　＊事前申込みによる未就学児の一時保育あり

東京都子育て支援員研修「地域
保育コース、地域子育て支援コー
ス、放課後児童コース」(第3期)

12月～　＊日程等の詳細は
募集要項を参照

都内数か所(新宿、飯
田橋等)

内子育て支援員として必要な知識や技能等を学ぶ　対都内在住在勤で、
今後子育て支援員として就業する意欲がある方　費無料　申申込書
を郵送で10月15日(必着)までに▶地域保育コース＝公益財団法人東
京都福祉保健財団☎3344－8533へ　▶その他のコース＝株式会社東
京リーガルマインド☎5913－6225へ　＊詳細は子育て支援課(区役
所4階)で配布する募集要項・申込書を参照　問▶本研修全般につい
て＝都福祉保健局少子社会対策部計画課☎5320－4121　▶募集要項
の配布等について＝子育て支援課子育て計画担当☎5608－6084

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。

山路を登りながら

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

江東区　主催　介護スタッフ養成研修で資格取得！　お問合せはミッキーNEXT　☎03－5923－9150まで。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 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

仕
事
・
産
業

シニア生涯ワーキングセミナー 10月22日(木)午後1時半～
4時15分　＊開場は午後1
時

区役所会議室131(13
階)

内今後のライフプランニングや、シニア世代の働き方を考える　
対 55歳以上で、求職中の方や、これから就職活動を始めたいと考
えている方　定先着30人　費無料　持電卓、筆記用具　申事前に電
話で長寿社会文化協会☎5843－7665へ　＊受け付けは月曜日～金
曜日の午前9時～午後5時　問▶東京しごとセンターシニアコーナー
☎5211－2335　▶経営支援課経営支援担当☎5608－6185

保育士のための就職支援研修・
相談会

10月31日(土)▶研修＝午
前10時半～午後2時　▶相
談会＝午後2時～4時　

タワーホール船堀(江
戸川区船堀4－1－1）

内▶研修＝求められる保育士像についての講義、先輩保育士の体験談等　
▶相談会＝民間保育園等の個別就職相談　対保育士の資格を有する方ま
たは取得見込みの方　費無料　申事前に申込書をファクスで株式会社セ
レスポ新宿営業所保育士相談会係℻  5937－3603へ　＊申込書は、東京
都保育人材・保育所支援センターのホームページから出力可(申込みも可)　
問子ども施設課保育係☎5608－6161 ＊内容の変更・中止等の最新情
報は、東京都保育人材・保育所支援センターのホームページを参照

女性再就職サポートプログラム
地域型inすみだ「ブランクがあっ
ても大丈夫！働きたい!のはじ
めの一歩」(全5回)

▶個別説明会(面接を含む)
＝11月5日(木)・6日(金)・
13日(金)・16日(月)のい
ずれか　▶講座＝11月24
日(火)・25日(水)・26日
( 木 )・27日 ( 金 )・30日
(月)午前10時～午後4時　

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)　＊個別
説明会の11月13日・
16日は東京しごとセ
ンター(千代田区飯田
橋3－10－3)

内再就職への心構えやパソコンの操作等を学ぶ　＊希望者には別途、
職場体験あり　対次の全ての要件を満たす54歳までの女性▶主に結
婚・出産・育児・介護などの理由で離職中である　▶パソコンの基本
操作ができる　定 25人(選考)　費無料　申 10月1日午前9時から電
話で東京しごとセンター女性しごと応援テラス☎5211－2855へ　
＊東京しごとセンターのホームページからも申込可　＊受け付けは
11月16日午後5時まで　＊受講には個別説明会への出席が必要　
＊申込時に1歳～就学前の子どもの一時保育(定員制・プログラム
受講日)の希望可　問すみだ女性センター☎5608－1771

すみだ創業支援ネットワーク事
業「ひがしん創業塾」(全5回)

11月7日～12月12日いず
れも土曜日午前10時～午後
0時半　＊12月5日を除く　
＊11月28日のみ午前10時～
午後1時

各参加者の自宅など 内オンライン会議システム「Zoom」を使用し、創業に必要な基礎知識
や事業計画書の作成方法等について学ぶ　対創業を希望する方、創業
5年未満の方　定先着20人　費無料　＊データ通信料等は自己負担　
持筆記用具　申事前に、「ひがしんの創業支援事業」のホームページか
ら申込み　問▶経営支援課経営支援担当☎5608－6185　▶東京東
信用金庫お客様サポート部中小企業応援センター☎3633－2445

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

コース型教室「初心者ヨガ教室」
の1回体験

10月5日(月)～30日(金)　
＊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　定各日先着5人　費各日1100
円　申事前に電話で両国屋内プール☎5610－0050へ

健康体力づくり教室「健美操・
太極拳」の1回体験

10月7日～28日の毎週水曜
日▶健美操＝午前11時～正
午　▶太極拳＝午後2時～3
時

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対 18歳以上の方　費各教室510円　申事前にスポーツプラザ梅若
☎5630－8880へ　＊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

パネル展示「土にねむる江戸　
墨田区の遺跡2020」

10月16日(金)～28日(水)
の午前9時～午後9時　＊日
曜日は午後5時まで

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内令和元年度～2年度に区内で行われた遺跡発掘調査で、新たに発見
されたものなどについての展示　費無料　申期間中、直接会場へ　
問地域教育支援課文化財担当☎5608－6310

Ｂリーグ「サンロッカーズ渋谷　
対 川崎ブレイブサンダース」観
戦ご招待

10月21日 (水 )午後7時5
分～

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

対区内在住在勤在学の方　＊小学生以下は20歳以上の方の同伴が必
要　定 10人(抽選)　＊保護者の膝の上で観戦できる未就学児は人数
に含まない　申代表者の住所・氏名・年齢・電話番号、観戦者全員の
氏名を、往復はがきで10月7日(必着)までに区総合体育館「Ｂリーグ
観戦」係(〒130－0013錦糸4－15－1)☎3623－7273へ　＊申込み
は1人1通のみ(1通につき2人まで申込可)　＊中学生～18歳は保護者
の同意を往復はがきに記載　＊開催中止・延期となった場合は無効

区総合体育館公開講座「〝リズム
に乗って、笑顔で動く〞頭とカラ
ダを使うコーディネーション運
動」

10月23日(金)午後0時半～
2時半

内コロナ禍での運動不足を解消する運動法を学ぶ　【講師】東根明人氏
(一般社団法人コーチングバリュー協会代表理事 )　定先着15人
費無料　持室内用の運動靴　＊動きやすい服装で参加　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10
月10日まで

イ
ベ
ン
ト

「フォトジェニック　スカイツ
リー」東京スカイツリー®写真
展2020

10月3日(土)～9日（金）の午
前10時～午後5時　＊初日は
正午～、最終日は午後3時まで

区役所1階アトリウム 内平成30年～令和2年に区内および周辺で撮影された東京スカイツ
リーをテーマとする写真の展示　費無料　申期間中、直接会場へ　
問観光課観光担当☎5608－6500

BIG SH IP ライブイベント
「ひなたおさむ　愛のシャンソン
コンサート」

10月31日 (土 )、11月1日
(日)午後4時～　＊開場は
午後3時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

定各日先着60人　費全席指定各日4000円　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

区
政
そ

の
他

第129回墨田区都市計画審議会
の傍聴

10月13日(火)午後2時～ 墨田区議会第1委員会
室(区役所17階)

【予定案件】「東京都市計画下水道東京都公共下水道の変更(東京都決
定)三之橋ポンプ場 外」について　ほか　定 5人(抽選)　申住所・氏
名・電話番号を、往復はがきで10月6日(必着)までに〒130－8640
都市計画課まちづくり支援担当☎5608－1204へ　＊「都市計画審議
会傍聴希望」と明記

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。

山路を登りながら

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

＝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

仕
事
・

産
業

〝食品ロスを減らしましょう〞墨
田区食べきり推奨店の募集

内食品ロスの削減に取り組む飲食店や食品販売店(食べき
り推奨店 )の募集　対次のいずれかを実施する店舗▶ご
飯や料理の量の調整　▶食べ残しを削減するための働き
かけ　▶ばら売りや量り売り　▶賞味期限間近等による
割引販売　▶食べ残し等の削減に向けた啓発活動　▶食
品リサイクル　▶その他食べ残し等の削減に向けた取組

申随時、電話で、すみだ清掃事務所☎3613－2229
へ　＊登録店には認定ステッカーを配付し、区ホー
ムページで紹介　＊詳細は区ホームページを参照

認定ステッカー

新型コロナウイルス感染症対策　飲食店では大声や至近距離での会話を控えよう　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943お知らせ
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