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◆2面以降の主な内容
2・3・６面 ･･  新型コロナウイルス感

染症の関連情報等
4・5面 ･･････  すみだの企業で活躍す

る若者たち
6～8面 ･･････ 講座・教室・催し・募集
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新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口
以下の情報は、10月1日時点のものです

[問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191　＊新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は
区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） コード

都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
☎5320－4592

午後5時～翌日午前9時(土・日曜日、祝日は終日)

休日・夜間の電話相談

以下のいずれかに該当する場合は、すぐにご相
談ください（該当しない場合も相談可能です）

墨田区帰国者・接触者電話相談センター
☎5608－1443

月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)
＊新型コロナウイルス感染症による不安や
ストレスなどについても相談員に相談可

次のいずれかの強い症状がある ▼息苦しさ（呼吸
困難）　 ▼強いだるさ（倦

けんたい
怠感）　 ▼高熱等

✓
高齢者・基礎疾患がある方・妊娠している方で、
発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状がある

✓
上記以外の方で発熱やせきなどの比較的軽い風
邪の症状が続いている

✓
症状が4日以上続く場合は、必ずご相談ください。

一般的な相談窓口
　新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、
心配な症状が出た時の対応など
墨田区新型コロナウイルス感染症

に関する電話相談窓口
a a a a ☎0570－666－329ナビダイヤル
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)

都「新型コロナウイルス感染症
に関する電話相談窓口」

日
にほんご
本語、英

えいご
語、中

ちゅうごくご
国語、韓

かんこくご
国語での相

そうだんか
談可

a a a a ☎0570－550－571
　　午前9時～午後10時(土・日曜日、祝日を含む)

　　　　 ℻  5388－1396
　　 相談票に記入の上、送信(右のコー
ドを読み取ることで相談票の出力
画面に接続可)

ナビダイヤル

聴覚障害のある方

コード

厚生労働省「新型コロナウイルス
感染症に関する電話相談窓口」

aaaaaaaa☎0120－565－653
　　午前9時～午後9時(土・日曜日、祝日を含む)
フリーダイヤル

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は
行っておりません。ご理解・ご協力をお願いします。

区内 の PayPay 導入店 ( 大型店・
チェーン店・フランチャイズ店を除
く)　＊詳細は区ホームページを参照

対象店舗

[問合せ]産業振興課産業振興担当
☎5608－6187

　区内の対象店舗でキャッシュレ
ス決済サービス「PayPay」で決済す
ると、最大30％のポイントが還元
されるキャンペーンを実施してい
ます。この機会に区内商店で買物を
楽しみましょう。

▼1回の決済につき3000ポイント

▼実施期間中、1万2000ポイント

ポイント付与上限P

10月31日(土)まで

最大30％ ポイント還元キャ
ンペーン(PayPay)実施中！

[対象]休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
生活維持のための貸付けを必要とする世帯 [貸付上限額]20
万円以内（一括交付）[償還期間]2年以内(均等月賦償還)

■福祉資金 緊急小口資金

　生活資金にお困りの方に向けた生活福祉資金制度における
「福祉資金 緊急小口資金」「総合支援資金 生活支援費」の特例
貸付けを、無利子で行っています。なお、10月12日から原則
郵送での受け付けとなりますので、ご注意ください。

■総合支援資金 生活支援費
[対象]失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難
になっている世帯 [貸付上限額] ▼ 単身世帯＝月額15万円
以内　▶2人以上世帯＝月額20万円以内 [貸付期間]原則3
か月以内 [償還期間]10年以内(均等月賦償還)

[申込み]墨田区社会福祉協議会☎3614－3902
（〒131－0032東向島2－17－14）

月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（祝日を除く）
＊ 必要書類や制度の詳細については、区および墨田区社会福
祉協議会のホームページを参照(右のコードを読み取るこ
とでも墨田区社会福祉協議会のホームページに接続可) コード

新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業で生活資金にお困りの方へ
「福祉資金 緊急小口資金」

「総合支援資金 生活支援費」特例貸付け
申請期限は12月28日(必着)です

申請期限が
延長と
なりました

令和2年4月7日時点で区
内に店舗または事務所を
構え、対面で営業してい
る小売業・飲食業・サー
ビス業等の商店　＊大型
店・チェーン店・フラン
チャイズ店を除く

対象店舗
ガイドライン等に基づく感
染予防対策費用(10万円未
満の備品・消耗品購入費、
内装・設備工事費、販売促
進費等)で、令和2年4月7
日～12月31日に支払いが
完了した(完了する)もの

     対象経費
申請書と必要書類を直接また
は郵送で10月30日（必着）まで
に〒130－8640墨田区商店街
連合会（区役所1階）へ　＊現地
調査あり　＊申請書は問合せ
先で配布しているほか、区ホー
ムページからも出力可

     申込み

[問合せ]産業振興課産業振興担当(区役所14階)☎5608－6187

　区内の商店が、ガイドライン等に沿って新型コロナウイルス感染症対策を実
施するための費用を補助します。また、対策を実施している商店には、下の新
しい生活様式推進宣言店ステッカーを進呈します。
＊ステッカーのみの希望も可(詳細は区ホームページ
を参照)

商店新生活様式対応支援事業

　　　　 上限10万円(補助率10/10)
　　　　　　＊商店会非加盟店は7万円補助額

　　　　 10月30日(必着)
　　　　　　
申請期限

4月28日以降にお子さんが生まれた世帯の方へ
子育て世帯応援事業 すみだベイビーハッピーギフト
　特別定額給付金の受給対象外となる令和2年4月28日以降に子どもが生まれた
世帯に対し、「こども商品券」を配付します。なお、申込みは不要です。

対象 2年4月28日～3年3月31日に生まれ、出生日時点において墨田区
に住民登録がある子ども　＊2年4月28日～9月30日に生まれた子
どもは、2年10月1日時点で墨田区に住民登録があること

配付内容 こども商品券3万円分 (物品購入やタクシーの利用等に使用可 )　
＊商品券の使用可能店舗などの詳細は区ホームページを参照

配付時期 ▼ 2年4月28日～9月30日に区が出生届を受理した子ども＝10月
初旬に案内を送付、11月中旬に商品券を発送(予定)　 ▼2年10月1
日以降に区が出生届を受理した子ども＝受理後1か月ほどで案内を
送付、受理後2か月ほどで商品券を発送(予定)

[問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係☎5608－6160

　ひとり親世帯の方へ、10月下旬以降に食料品等を受け取
ることができる「ひとり親家庭支援カタログ」を送付します。
カタログをご確認の上、ご希望の商品を選んでお申し込みく
ださい。詳細は、区ホームページまたは送付するカタログを
ご覧ください。

▼8月1日～令和3年3月31日に新たに児童扶養手当を受給
することとなった方　 ▼ひとり親世帯臨時特別給付金の支
給が決定した方　＊児童扶養手当が全額支給停止の方、す
でに7月下旬以降にカタログを受け取った方を除く

▼子育て支援課児童手当・医療助成係☎5608－6376

▼都福祉保健局少子社会対策部育成支援課ひとり親福祉担
当☎5320－4125

ひとり親世帯の方へ

対象

問合せ

食料品等の提供(東京都事業)

申請期限が延長となりました

広告 スマホの料金をもっと安くしたいと思いませんか？「J:COMモバイル」なら簡単便利、お得に使えます！詳しくは☎0120－938－362（9:00～18:00）

墨田区のお知らせ

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）
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就任しました
教育委員

　9月30日に開かれた令和2年度墨田区議会定例
会9月議会本会議で、阿部博道氏の教育委員任命
についての同意が得られ、10月1日に区長から任
命されました。
[問合せ]教育委員会事務局庶務課庶務・教職員
担当☎5608－6301

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

ご協力ありがとうございました
国勢調査

　皆さんに提出していただいた調査票は、総務省
統計局に集められ集計されます。人口および世帯
数の速報結果は令和3年6月に、各種統計表はそ
の後、順次公表される予定です。
　まだ、回答がお済みでない方は、至急回答をお
願いします。
[問合せ]墨田区国勢調査実施本部事務局(総務課
統計係内)☎5608－6205

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

手作り雑貨やクッキー、パンなどを販売しています。
[出店日]毎週火・木曜日　＊当面の間、営業時間を短
縮(午前11時～午後2時)[出店場所]区役所1階エスカ
レーター横 [問合せ]すみだふれあ
い セ ン タ ー ☎5600－2001・
℻  5600－2097

障害者自主生産品の販売「スカイワゴン」障害者自主生産品の販売「スカイワゴン」障害者自主生産品の販売「スカイワゴン」

ご協力をお願いします
すみだの環境アンケート

　レジ袋の有料化やSDGs(持続可能な開発目標)
の導入、新しい生活様式の実践等、私たちの環境
は大きく変化しています。このような変化等を踏
まえた上で、区では第二次すみだ環境の共創プラ
ン(すみだ環境基本計画)の改定を行います。
　改定に伴い、すみだの環境アンケートを実施し
ます。ぜひ、皆さんの環境への想

おも
いを聴かせてく

ださい。
[回答期限]令和3年3月31日まで [回答方法]専
用のアンケートページから回答
＊右のコードを読み取ることで接続
可 [問合せ]環境保全課環境管理担当
☎5608－6207 コード

環境にやさしい生活のため、ぜひご利用ください
みどりの補助金制度

　まちに潤いと安らぎをもたらす緑を増やすため、
屋上や壁面などを新たに緑化する方へ、工事費等
の一部を助成しています。また、区内に残された
自然度の高い貴重な樹木(特別保全樹木)を保全
するため、せん定費用等の一部を助成しています。

今年度から、特別保全樹木の樹木診断費用の助成
制度が新たに始まりました。詳細は、工事着工前
または樹木診断前にお問い合わせください。
[助成内容]下表のとおり [問合せ]環境保全課緑
化推進担当☎5608－6208

種別 助成対象・条件 助成金額
屋上緑化 建築物の屋上（最上部の平たんな屋根部分等）や屋根

のないルーフバルコニー等に設置する1m2以上の緑
地　＊築1年以上の建築物は事前の安全点検が必要
（費用は区が負担）　＊花壇（一年草の草花）・菜園や
プランター等は対象外

1m2につき1万円で算出した額と、工事
費（税抜き）の半額を比べて、少ない方の
額（屋上緑化・壁面
緑化のいずれも上限
40万円）　＊1万円
未満切捨て壁面緑化 道路に面した建築物の壁面に1m2以上の補助器具を

設置し、つる性植物等で覆ったもの　
沿道緑化
（生け垣）

道路に面した沿道部分に、塀の形成を目的として高
さ1m以上の樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植
したもの

植え込み地の長さ1mにつき2万円で算
出した額と、工事費（税抜き）を比べて少
ない方の額（上限40万円）

沿道緑化
（植樹帯）

道路に面した沿道部分の植栽ます（幅50cm以上）に、
樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植したもの　
＊草花は対象外

植え込み地の面積（植栽ますの縁石を除
く）1m2につき2万4000円で算出した額
と、工事費（税抜き）を比べて少ない方の
額（上限40万円）

特別保全樹
木（樹木）

生育状態が健全で、地上1.5ｍの高さにおいて幹の周
囲が1.2ｍ以上の樹木

▼せん定費用＝1本につき2万円（5本ま
で）で算出した額と、せん定費（税抜き）を
比べて少ない方の額（上限10万円）　 ▼樹
木医による樹木診断費用＝診断費用（税
抜き）の半額（上限2万円）

特別保全樹
木（生け垣）

生育状態が健全で、道路に面し、高さ1m以上、総延
長30m以上の植栽

▼せん定費用＝１mにつき500円で算出
した額（上限2万円）　 ▼樹木医による樹
木診断費用＝診断費用（税抜き）の半額　
（上限2万円）

注沿道緑化の工事に当たり、ブロック塀を取り壊した場合には、ブロック塀の長さ1mにつき1万円を助成金額に加算します。
注建築基準法などの法令に適合しない建築物に設置する場合および条例・要綱に基づき設置する場合を除きます。
注設置する場所により、助成対象とならない場合があります。
注特別保全樹木は事前に指定が必要です。

トリフォニーホール
おすすめ公演情報

いよいよ、すみだに登場！
松之丞改め 六代目 神田伯山 独演会＠すみだ
　「講談界の風雲児」と呼ばれ、目覚ましい活
躍で大人気の講談師、松之丞改め神田伯山がい
よいよ、すみだに登場します。今年2月には真
打ちに昇進、さらに大名跡の六代目「神田伯山」
を襲名。今最もチケットの入手が困難と言わ
れる講談師の貴重な高座を、トリフォニーホー
ルで聴きませんか。
[とき]11月5日(木)午後7時～ [ところ]すみ
だトリフォニーホール(錦糸1－2－3)[出演]
神田伯山(講談)[定員] ▼区民先行販売＝先着
200人 [入場料(全席指定)]3500円(区内在住
在勤在学の方は3000円)[申込み] ▼区民先行
販売＝10月17日・18日に電話でチケットぴ
あ区民先行特設電話☎0570－02－9970へ　

＊区民先行特設サイトからも申込可(下のコー
ドを読み取ることでも接続可)　＊いずれも受
け付けは午前10時～午後6時　＊1人2枚まで　

▼ 一般販売＝10月
22日午前10時から
電話でチケットぴあ
☎0570－02－9999
へ　＊チケットぴあ
のホームページから
も申込可　＊一般販
売以降は
1 人 1 枚
のみ

コード 神田伯山

公益財団法人墨田区文化振興財団
☎5608－5404・錦糸1－2－3

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。

　皆さんが撮影した写真を本紙に掲載します。
スマートフォン等で撮影した写真も応募でき
ます。ぜひ、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・コーナー名・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　
＊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）　＊応募に関する注意事項
等は問い合わせるか、区ホーム
ページを参照(右のコードを読み
取ることでも接続可)

本紙毎月1日号に掲載しています

「私の好きな すみだ」写真募集

コード

令和3年度から延滞金の徴収と還付加算金の加算を実施します
国民健康保険料および後期高齢者医療保険料

　令和3年度保険料から、納期限内に保険料を納
付しなかった場合、納期限の翌日から納付までの
日数に応じて、保険料に延滞金を加算して徴収し
ます。保険料は保険制度を運営するための大切な
財源ですので、期限内の納付をお願いします。
　また、保険料の変更等により、すでに納付した
保険料が納め過ぎとなり、還付金が生じた場合、

還付加算金を加算することがあります。該当の方
には区から個別にお知らせを郵送します。
[問合せ] ▼国民健康保険料について＝国保年金
課こくほ保険料係☎5608－6126　 ▼後期高齢
者医療保険料について＝国保年金課長寿医療(後
期高齢者医療)保険料担当☎5608－8100

広告 お墓はいらない　ご自宅出張から納骨まで　全て込み　1霊　3万円　（株）メモリアルアシスト☎0120－05－1234

墨田区のお知らせ 32020年（令和2年）10月11日

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス
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岩澤硝子株式会社
（立花4－14－20）
　大正6年創業。現在は立花で東京
都指定伝統工芸品「江戸硝子」の窯
元として、手作りのガラスにこだわ
り製作している。

ものづくりへの興味
以前はアパレル系の会社で働い
ていましたが、すべて国内で生産
するものづくりや伝統工芸に興味
を持つようになり、転職先を調べ
ていくうちに今の会社にたどり着
きました。生まれは墨田区だった
のでこの土地に馴

な じ
染みがありまし

たし、もともとガラス製品が好き

だったこともあり、「自分で作って
みたい」と思うようになりました。

チームワークとスピード
現在は箸置きなどの小物類をつ
くっています。窯の中で溶かしたガ
ラス種

だね
を金型に入れて成型するの

ですが、冷めると割れてしまうので、
スピードが命なんです。しかもチー
ムでつくるので、息が合ってないと
製品の質にも影響が出てしまいます。
また、溶けたガラス種は硬かったり、
軟らかかったり、そのときによって
状態が異なります。道具を通して伝
わるガラスの感触や音などで見極
めなければならず、もっと経験を積
まなければ、と思っています。
工場は圧倒的に男性が多いで
すが、ベテランの女性職人も活躍
しています。会社の雰囲気も和気
あいあいで、社長をはじめ先輩方
との距離がとても近いです。また、
新型コロナウイルス感染症の対
策をしっかり取っていて安心し
て働くことができています。

ただ、工場内の暑さは想像以上
でしたね。サウナが好きなので「暑
いところは大丈夫」と思っていま
したが、甘かったです。24時間
365日、窯を止めることはできま
せんので、工場内はものすごい熱
気です。特にこの夏、慣れるまで
は大変でした。

いろんなものをつくりたい
自分が手掛けた製品が百貨店で
売られているのを実際に見たとき
は感動しました。今後はさらに腕
を磨いて、お皿や醤

しょうゆ
油注

つ
ぎなど、い

ろんな製品を手掛けてみたいです。

岩澤硝子株式会社
柳 礼子さん（硝子職人　令和2年4月入社）

工場の中央にある巨大な窯から竿
さお
でガラス

種を巻き取り金型へ。「最初は手指に軽い
やけどが絶えなかったですね。」

金型から外したら、2時間ほどかけて徐冷
炉で冷ます。「自分の手掛けた製品が数百
単位で出てくるところを見ると感慨深いで
すね。」

フットマーク株式会社（緑2－7－12）
　昭和21年に赤ちゃんのおむつカバーの製造業として区内で創業。現在では、
学校用水泳帽子や水着の開発・製造・販売で国内で高いシェアを占めるほか、
介護用品も手掛ける。

渡邊綾花さん（デザイナー　令和元年4月入社）

挑戦できる場所がある
父の影響で小さい頃から絵を描
くことが好きでした。それを活

い
か

すことができる職業は何かなと考
えたときに、思い付いたのがデザ
イナーで、将来性や広がりを感じ
ました。
現在の会社に出会ったのは、通っ
ていた学校で開催された墨田区主
催の合同企業説明会です。一番魅
力を感じたのは、1・2年目の社員
が企画・商品化した実績があると
ころでした。自分にも挑戦できる
場所があると感じたんです。

デザイナーとして
現在は、T

テーブル・ウィズ
ablewithというお食

事エプロンの企画・開発をしてい
ます。学生の頃は家具などのプロ
ダクトデザインを学んでいたので、
縫製の知識は全くなく、最初は難
しさを感じましたね。展示会など
でお客様の声を直接聞けたりする
ことや、以前購入してくれたお客
様がまた購入してくださったりす

▲�同期と。「一緒に新商品開発の短期プロジェクトにも携わっ
ていて、同期は何でも相談できる存在です。現在はテレワー
クのため、オフィスで全員がそろうことはなかなかありませ
んが、オンライン飲み会などで交流を深めています。」

▲ �手掛けるTablewithは、旅行先でも見た目や洋服の汚れを気
にせず食事ができるストールのようなデザイン。少しの力で
留められるようボタンを加工しており、高齢の方に人気。�

ることは、すごくうれしいですし
仕事の励みになっています。
最近は、新型コロナウイルス感

染症予防のため、テレワークを導
入しています。デザインはパソコ
ンがあれば自宅でもできますが、
実際に商品サンプルを手に取り、
細かい指示をするような場合は出
社しています。テレワークは通勤
がないため、オンオフの切り替え
が難しく、まだまだ慣れませんね。

「お客様が第一」のものづくり
本来業務とは別に、マザーズバッ

グを企画する短期プロジェクトに
も参加しています。試作品を子ど
もがいるお母さん方に数日使用し
てもらい、改善点や要望等を反映
していくのですが、お客様の要望
に応えながら、企画本来の目的を
達成させていくところにやりがい
を感じます。これからも、弊社の
企業理念である「お客様が第一」の
ものづくりができるデザイナーを
めざし、頑張ります。

フットマーク株式会社

すみだの企業で活躍する若者たち
　すみだの中小企業ならではの魅力に惹

ひ

かれて就職した若者たち。今号４・５面
では、すみだで活躍する若手社員に「やりがい」や「夢」を語っていただきました。

[問合せ]経営支援課経営支援担当☎5608－6185
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[参加企業]6社程度（予定）　＊詳細は「すみだ就職・仕事Web」のホーム
ページで公開予定[対象]39歳以下の若年求職者（学生も可）、子育て世代
等の女性　＊いずれも自宅等でオンライン会議システムZoomを利用で
きる方[費用]無料　＊通信料は自己負担[申込み]11月上旬から受け付け
[問合せ]▶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　▶経営支援課経営支援担当☎5608－6185

[開設時間]月曜日～金曜日の午前9時～午後5時　
＊祝日、年末年始を除く [内容]職業紹介、就職相談、
キャリアカウンセリングなど[ところ]区役所1階 [問
合せ ]就職支援コーナーすみだ☎5608－6298　
＊キャリアカウンセリングは事前に電話で就職・仕
事カウンセリングルーム☎5608－6834へ

12 月 10 日  (木)
午前11時～午後3時半

令和3年2月9日（火）
にも開催予定

LIVE! すみだオンライン合同企業説明会 すみだ就職相談室

墨田区で働きたい若者と子育て世代の女性を応援します！

大澤周平さん　愛媛紙販株式会社 オペレーター（令和2年4月入社）

愛媛紙販株式会社（業平3－1－9）
　昭和55年に愛媛県で創業。業平にある
東京工場では、シールやラベルのデザイン
から印刷、加工までを一貫して行っている。

ここで働いてみたい
学生の頃、すみだ合同企業説明
会に参加したときに採用担当者と
話をしていく中で、印刷のオペレー
ターの職に興味を持ちました。「一
度、会社の工場に見学においで」
と誘ってもらったので行ってみる
と、そこで会社の理念を知り、雰
囲気を肌で感じることもでき、「こ

こで働いてみたい」と素直に思い
ました。

きめ細やかな指導
現在はシール製造のオペレー
ターとして、版にインクを付けて
紙に転写させる平圧印刷機を操作
しています。平圧印刷機は印刷業
界でも古くからある機械で、全て
手作業なんです。大変ですが、こ
の機械の操作を習得すれば、ほか
の機械の操作にも移行しやすいと
言われるほど重要な仕事です。
学生の頃は福祉の勉強をしてい
たため、印刷の知識はゼロで不安は

ありましたが、研修期間がしっかり
とあり、直属の上司をはじめ、先輩
方のきめ細やかな指導のおかげも
あって、今では安心して仕事をこな
すことができています。
また、私は話があまり得意な方
ではないので、先輩方とのコミュ
ニケーションに少し悩みましたが、
皆さんが積極的に話しかけてきて
くれ、私からも話しやすい雰囲気

を作ってもらえたので、ありがた
いです。

一歩一歩着実に
今は、自分の作ったものがお客様

に届き、社会貢献できていると思え
ることが非常にうれしいです。将来は、
シール・ラベル印刷技術を競う「シー
ル・ラベルコンテスト」に自分が作っ
たものを出品したいと思っています。

愛媛紙販株式会社
大澤周平さん（オペレーター　令和2年4月入社）

採用担当者から「大澤君は、誰よりも
礼儀正しくて、周りがしっかりと見え
ている社員です。慣れてきたときだか
らこそ、けがなどに気を付けてこれか
らも頑張ってほしいですね。」

▲  現場の主任と。「自
分の作業をよく見
てくれていて、厳
しく、かつ優しく
指導してもらって
います。」

▲ 平圧印刷機にインクを補充する様子。「版を押す強さやインクの量など、ほんの少しの違いで
印刷物に影響が出てしまうのが難しいところですが、お客様の求めているものを確実に製造
することを常に念頭に置き仕事をしています。」

「誠実誠造」の精神
以前は接客業に携わっていたの
で、製造の知識などは全くなかった
のですが、「こつこつ作業をするの
が得意なのかも」と自分の新たな一
面に気付き、転職先を探していたと
ころ現在の会社を見つけました。お
客様のために心を込めてつくる「誠
実誠造」という、社長の言葉に共感
できたのが入社の決め手です。

アットホームな環境
現在は医療関係で使用するプラ
スチック製品を顕微鏡で加工・検

◀ 「一條さんの部署は検査室
ということもあり、かなり
閉じられた空間です。さら
に、年齢層も幅広く、気を
遣うところもたくさんある
かと思いますが、あれだけ
の人数をよくまとめてくれ
てるなと思います。」と太
鼓判を押す社長（写真左）。

品する業務を行っています。肉眼
で見ると合否の区別は全くつかな
いのですが、0.1㎜の違いでも許さ
れない非常に細かい作業です。
最初は製造業が初めてというこ
ともあり不安を感じていましたが、
周りの方がとても親身になって教
えてくれたので、すぐに慣れました。
とてもアットホームな会社なんです。
お汁粉作り、かるた大会、各自が好
きな駄菓子を持ち寄りプレゼンす
る駄菓子グランプリなど、定期的に
イベントを企画していてレクリエー
ションも充実しています。
また、社長との距離が近く、意
思疎通がしやすいですね。相談す

ると親身になって聞いてくれます
し、決断を後押ししてくれるなど、
やる気につながる環境が整ってい
ます。

柔軟に変化に対応
今後私には、作業をこなすだけ
でなく、業務全体の管理者として
の役割を果たすことや、ほかの社員
と協力しながらパートの皆さんを
さらに引っ張っていけるような指

　昭和21年創業。プラスチックの金型設計・成形・組立を一貫して行っており、
製品は医療検査器具をはじめ、文房具、家庭日用品、電機・精密部品、食品ケー
スなど多岐にわたる。

関東合成工業株式会社（墨田2－35－8）

関東合成工業株式会社
一條美幸さん（検査担当　平成27年入社）

導力や説明力も求められてきます。
新型コロナウイルス感染症の影

響下でも、柔軟な考えで変化に対
応する社長の姿をこれまで間近で
見てきました。その姿から、従業員
が安心して仕事ができる環境を維
持することを一番に考えている社
長の想

おも
いを感じました。私も、少し

でも社長を支えられるよう、日々
努力していきます。
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暮
ら
し

建築・住まいの無料相談 10月16日(金)午後1時～4
時　＊原則、毎月第3金曜
日に開催

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の所属建築士に相談する　申当日直接会場へ　
問建築指導課構造担当☎5608－1307

「東京スカイツリー®周辺の花
の植替えボランティア」講習会

11月10日(火)・11日(水)
午前10時～正午　＊いずれ
も10分前に集合　＊雨天時
は11月12日 (木 )・13日
(金)に延期

隅田公園そよ風ひろば
(向島1－3)

内講師に教わりながら、東京スカイツリー周辺に設置しているハンギ
ングバスケットやプランターの植替えを行う　＊花苗を進呈　対区内
在住在勤在学の方　定各日先着20人　費無料　持薄手の手袋、はさ
み、エプロン、花苗を持ち帰るためのビニール袋　申 10月12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

すみだと世界をつなぐ水の大切
な話　第4回生活と水「手賀沼と
廃食油からせっけんを作るせっ
けん工場を見学しよう！」

11月11日（水）午前11時40
分～午後5時45分　＊区役
所1階アトリウムに10分前
に集合

手賀沼（千葉県我孫子
市高野山新田）、せっけ
んの街手賀沼工場（千
葉県柏市小青田29－
2）　＊往復バスで移動

内手賀沼を船上から観察し、せっけん工場を見学する　対区内在住在
勤在学の方　定 15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10月26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

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

手賀沼　©我孫子市手賀沼課

ご活用ください
地域活動ガイドブック

　助成金・補助金等の支援制度や、区が主催する
講座、募集するボランティア情報など、地域活動
に役立つ情報をまとめた「地域活動ガイドブック」
を無料で配布しています。ぜひ、ご活用ください。
[配布場所]地域活動推進課(区役所14階)、区民
情報コーナー(区役所1階)、すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－7)、各図書館・出張所・コ
ミュニティ会館・児童館・地域プラザ、みどりコ
ミュニティセンター(緑3－7－3)、曳舟文化セン
ター(京島1－38－11)、社会福祉会館(東墨田
2－7－1)等 [問合せ]地域活動推進課まなび担当
☎5608－6202

更新手続をお忘れなく
大気汚染医療費助成制度

　大気汚染医療費助成の医療券をお持ちの方へ、
更新申請に必要な書類を、有効期間満了日の2か
月前の月末までに郵送します。引き続き助成を希
望する場合は、有効期間満了日の1か月前までに
申請してください。なお、書類が届かない場合は、
お問い合わせください。
　平成27年4月1日から、制度改正により新規認
定の対象となる年齢が18歳未満になりましたの
で、ご注意ください。
[申請書提出先] ▼ 保健計画課保健計画担当(区
役所5階)　 ▼向島保健センター(東向島5－16－
2)　 ▼本所保健センター(東駒形1－6－4)[問合
せ]保健計画課保健計画担当☎5608－6190

ご確認ください
児童手当・児童育成手当

　児童手当・児童育成手当の10月期分(令和2年
6月分～9月分)を、指定の口座に振り込みました。
振り込みの通知は個別に行いませんので、通帳記
帳などでご確認ください。
　なお、申請や変更の届出日によっては、審査手
続等のため、振り込みが遅れる場合があります。
ご不明な点は、お問い合わせください。
　また、6月にお送りした現況届と関連書類を提
出していない方は、手当を受給することができま
せん。提出がないと受給資格を失うことがありま
すので、至急ご提出ください。
[提出先・問合せ]子育て支援課児童手当・医療
助成係(区役所4階)☎5608－6160

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

Y
ユ ー チ ュ ー ブ
ouTube 墨田区公式チャンネル

どんな動画が見られるの？Q
A

など、ここでしか見られない動画もあります。 [問合せ]広報広聴担当☎5608－6220

　チャンネル登録とは、YouTubeで動画を公開しているアカウントをお気に入り登
録することです。チャンネル登録すると、新着動画を見つけやすくなります。

新着動画をすぐにチェックしたい。Q
ぜひ、墨田区公式チャンネルのチャンネル登録を！A

必見!

区政情報番組
「ウィークリーすみだ」

すみだまちかど放送局

区長メッセージ

チャンネル登録の方法
YouTubeのアカウントを作成STEP 1
YouTubeにログインし、「墨田区」と検索STEP 2
「墨田区公式チャンネル」を選択し「チャンネル登録」を押すSTEP 3

iPhone版 Android版

または

墨田区公式チャンネル登録 で検索

例えば、

登録方法の詳細はこちらの動画をチェック
(右のコードを読み取ることで接続可)
注  お使いの機種やOSのバージョンによって、表示などが
一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

だけでなく、

広告

墨田区のお知らせ

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）
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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。お知らせ
☎＝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

空き家セミナー＆個別相談会
「空き家問題と相続トラブル
〝あなたの実家
を空き家にしな
いために〞」

11月28日(土)▶セミナー
=午後1時半～2時半　▶相
談会=午後2時半～4時10
分

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

内▶セミナー＝空き家問題の実態・利活用、将来的な相続への備え、生
前準備の大切さやその方法について学ぶ　対空き家等の所有者・相続
予定の方　定▶セミナー＝先着30人　▶相談会＝先着15組　費無料　
申 10月11日午前9時から電話でNPO法人空家・空地管理センター
☎0120－336－366へ　＊NPO法人空家・空地管理センターのホーム
ページからも申込可　問安全支援課空き家対策係☎5608－6520

健
康
・
福
祉

第4回さくらんぼの会（認知症家
族介護者教室）「弁護士さんから
学ぶ認知症と法律」

10月23日(金)午後1時半～
3時

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4)

内弁護士による相談会　対認知症の方を介護している方や認知症に関
心がある方など　定先着10人　費無料　申事前に電話で、うめわか
高齢者支援総合センター☎5630－6541へ

こうめ会(認知症家族介護者教
室)

10月27日(火)午後2時～3
時

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－
36－7)

内中村病院の相談員から認知症診断の流れについて学ぶ　定先着7人
程度　費無料　申事前に、こうめ高齢者支援総合センター(すみだ福
祉保健センター内)☎3625－6541へ

高齢者ストレッチ体操教室「体と
頭をきたえましょう！」（全4回）

11月6日～27日の毎週金曜
日午前10時～正午

対区内在住で60歳以上の方　定 10人（抽選）　費無料　申 10月18日
までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

高齢者気功教室「自然体で、楽し
く身

から だ
体を動かしましょう！」（全

5回）

11月9日～12月14日の月
曜日午後1時半 ～3時半　
＊11月23日を除く

梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内)

対区内在住の60歳以上で、医師から運動を制限されていない方　定10
人（抽選）　＊初参加者を優先　費無料　申 10月12日～16日の午前9
時～午後5時に梅若ゆうゆう館☎5630－8630へ

高齢者パッチワーク教室「バネ
口ポーチを作りましょう！」

11月10日（火）午後1時半～
3時半

内パッチワークでポーチ(13㎝×17㎝)を作る　＊申込先に見本を展
示　対区内在住で60歳以上の方　定 10人（抽選）　費 1500円（材料
費）　持裁縫道具　申 10月12日～16日の午前9時～午後5時に梅若ゆ
うゆう館☎5630－8630へ

〝オリジナルの年賀状を作りま
しょう〞身体障害者向け「パソコ
ン教室」(全2回)

11月12日(木)・13日(金)
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、上肢や下肢、内部に障害のある方　定 5人 (抽選 )　
費 200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10月17日までに、すみだ福祉保健センター
☎5608－3723・℻  5608－3720へ

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〞

11月17日(火)午前10時～
正午

本所保健センター(東
駒形1－6－4)

内悩みの共有、病気・福祉制度などについての情報交換　対区内在住
で、こころの病のある方の家族　定先着20人　費無料　申事前に電
話で本所保健センター☎3622－9137へ

〝自宅でも介護予防教室が受講で
きます〞認知症予防のための朗読
プログラム「声出し脳トレーニ
ング教室」(全14回)

11月20日～令和3年2月26
日の金曜日午前10時～11
時半　＊3年1月1日を除く

みどりコミュニティセ
ン タ ー ( 緑3－7－3)　
＊自宅での受講も可
(詳細は申込先へ)

内声を出すための体づくり、お口の体操、リレー朗読等　対区内在住
の65歳以上で、個別の支援を必要としない本教室未受講者　定 20人
(抽選)　費無料　申教室名・希望の受講方法(会場受講または自宅受
講のいずれか)・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30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　＊新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、開催方法およびプログラムを一部変更(詳細は申
込先へ)

認知症サポーターステップアッ
プ教室（全4回）

12月2日・16日、令和3年
1月27日、2月10日いずれ
も水曜日午後1時半～3時半

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)

内認知症についての講義、認知症カフェの模擬体験等　対区内在住在
勤の認知症サポーター養成講座修了者で、原則全日程参加でき、教室
修了後にボランティアとして活躍するためのステップアップをめざす
方　定先着10人　費無料　申事前に電話で高齢者福祉課地域支援係
☎5608－6502へ　＊受け付けは11月11日まで

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」

時間はいずれも午前10時
半～11時半、午後1時半～
2時半

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

▶  すみだボランティアセンター
開催分

10月16日(金)・19日(月)　
＊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)

定各回先着2組　問墨田区社会福祉協議会☎3614－
3900　＊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　＊おもちゃドクター
による修理は毎月第2金曜日(予約制)

▶ みどりコミュニティセンター
開催分

10月28日(水)　＊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)

定各回先着5組　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もあり(予約制)

すみだキラキラママのつどい 10月28日(水)午前10時～
午後3時

内／定▶賢い子どもに育てるヒント／先着3人　▶知育リトミック(0
歳～3歳)／先着3人　▶足裏リフレクソロジー／先着6人　対親子　
＊妊婦・母親のみの参加も可　費各プログラム800円(材料費込み)　
申事前に参加希望プログラム名、参加者の氏名・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

チアダンスでスポーツを応援し
よう！（全4回）

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内チアダンスの練習と動画での発表　【講師】sheams.（ダンスエンター
テインメントユニット）　対区内在住在学の小学生で▶低学年クラス
＝3年生以下　▶高学年クラス＝4年生以上　定各クラス15人（抽選）　
費300円　申教室名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・学年・電話番号を、
往復はがきで11月13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

▼練習 11月22日～12月6日の毎
週日曜日▶低学年クラス＝
午後1時～2時半　▶高学
年クラス＝午後3時～5時

▼動画撮影 12月12日(土)　＊時間未定

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」

10月31日(土)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＝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

ダイエットプログラム体験(超
音波の体脂肪厚測定2か所付き)

10月31日(土)までの午前
9時～午後9時　＊60分程
度

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内トレーニングと食事コントロールで無理なく続けられる6週間ダイ
エットの１回体験　対 18歳以上の方　費 1100円　申事前にスポー
ツプラザ梅若☎5630－8880へ　＊内容等の詳細は申込先へ

読書週間特別展示「読書ででか
ける 世界と出合う」

10月16日 (金 )～12月16
日(水)の開館時間中

ひきふね図書館(京島
1－36－5）

内ひきふね図書館員がおすすめする図書の展示　費無料　申期間中、
直接会場へ　問ひきふね図書館☎5655－2350

第4回さくらんぼの会（認知症家

ター(向島3－

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
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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北斎を知る
－HOKUSAI PROMOTION－

北斎名品コレクション40

　月明かりの下で佇
たたず
む棒

ぼ て ふ り
手振を描いた作品です。棒手振

とは、天
てんびんぼう
秤棒で魚や野菜などを担いで売り歩く商人のこ

とです。本作が描かれた江戸時代後期は隅田川界
かいわい
隈でも

蜆
しじみ
や蛤を売り歩く棒手振の姿が見られました。棒手振の

持つかごには、月光に照らされる蛤が胡
ごふん
粉という白い絵

の具で表されています。
　作品上部には、当時狂歌師としても活躍した文人、
大田南畝の画賛「蜆

しじ み
子かと 思ひ

い
の外

ほか
の蛤は け

げ
にく

ぐ
りは

まに 思ひ
い
つき影(蜆

しじみ
かと思ったら蛤で、まさに〝ぐりは

ま〞だ)」が記されています。〝ぐりはま〞とは、蛤の「はま」
と「ぐり」を逆さにした言葉で、物事の手順や結果が食
い違うことです。
　本作は「新収蔵品展〝学芸員が選んだおすすめ50〞」展
の後期（10月13日～11月8日）でご覧いただけます。

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。
葛飾北斎「蛤

はまぐり

売り図」(肉筆画) 　「ファスナーの船」は、アーティストの鈴木康広氏が飛行機の窓から東
京湾を見たときに、海を進む船と航跡がファスナーで海（地球）を開いて
いるように見えたことから着想したものです。昨年に引き続き、今年もファ
スナーの船が隅田川の水面を開いていきます。きっと見
慣れた街の風景の見方を変えてくれることでしょう。また、
すみゆめのホームページでは、ドローンによる空撮の映
像や川の水面を撮影した動画をご覧いただけます(令和
3年2月頃まで閲覧可)。普段なかなか気付かない水の多

彩な表情をお伝えします。
［とき］10月31日(土)～11月8日(日)の正午～
午後2時［ところ］隅田川（吾妻橋～桜橋を往
復）［問合せ］「隅田川 森羅万象 墨に夢」事務局
☎5608－5446　＊詳細は、すみゆめのホーム
ページを参照　＊新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、企画内容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。すみゆめ通信

隅田川 森羅万象 墨に夢

ファスナーの船、今年も隅田川を航行します！

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

Ｂリーグ「サン
ロッカーズ渋谷　
対 秋田ノーザン
ハピネッツ」観
戦ご招待

10月28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17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

すみだを代表する製品を作る職人
〝すみだマイスター〞から教わろう
「干

え と
支丑
うし
」江戸木

き め
目込
こみ
人形作り

11月15日（日）午前10時～
午後4時　＊途中1時間の休
憩あり

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

内すみだマイスターから教わりながら、来年の干支「丑」の人形を作
る　対中学生以上　定先着20人　費 2000円 (材料費)　申 10月
11日午前9時から電話で、すみだ産業会館☎3635－4351へ

踊りからひもとく韓国文化 11月19日 (木 )午
後2時～3時半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

【講師】金 春江氏（韓国伝統舞踊家）　対区内在住在勤在学の方　定20人
(抽選)　費500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11月6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

イ
ベ

ン
ト

「緑のカーテンコンテスト」の応
募作品の発表・一般投票

10月12日(月)～30日(金) 自宅等 内区ホームページでの「緑のカーテンコンテスト2020」応募作品の発
表と投票　＊投票結果は11月19日に区ホームページで発表　＊入選作
品は、11月19日～12月1日に緑と花の学習園(文花2－12－17)で展示
予定　費無料　問環境保全課緑化推進担当☎5608－6208

区
政
そ

の
他

地域包括支援センター運営協議
会の傍聴

11月16日 ( 月 ) 午後1時
半～

区役所会議室131(13
階)

定 5人 (抽選)　申会議名・住所・氏名・電話番号・ファクス番号を、
電話またはファクスで10月30日までに高齢者福祉課地域支援係
☎5608－6170・℻  5608－6404へ　＊協議会の議事録は後日、
区民情報コーナー (区役所1階 )または区ホームページで閲覧可　
問高齢者福祉課地域支援係☎5608－6170

ぽ
け
っ
と

自衛隊個別相談会 10月19日(月)～21日(水)
の午前10時～午後4時

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)

内自衛隊の入学制度や採用種目について相談する　対自衛隊に興味
がある方や転職を検討している方　費無料　申期間中、直接会場へ　
問自衛隊東京地方協力本部江東出張所☎3685－2002

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

暮
ら
し

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　【日の出ハイツの間取り等】
▶間取り＝1DK、2DK(31.32㎡～44.98㎡)　▶負担月額
＝4万5000円～8万円　【セイカガーデニアガーデンの間取
り等】▶間取り＝1K＋S、1DK、1DK＋S(32.11㎡～42.31
㎡)　▶負担月額＝5万7000円～8万5000円　＊いずれの
住宅も、負担月額は家賃減額(所得に応じて最大4万円）を受
けた場合の金額で、別途、共益費(月額1万8000円または1
万9000円)・敷金(2か月分または3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(募集住宅ごとに、希望者が複数の場合は、あっせん順位を抽
選で決定)
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