
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
　　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

クリスマスを彩る
「ハンギングバス
ケットづくり講習
会」

12月4日(金)午前10時～正
午

区役所1階アトリウム 対区内在住在勤の方　定先着10人　費3500円（5スリットのバスケッ
ト代、花代）　＊バスケットをお持ちで花代のみの方は2500円　持エ
プロン、手袋、作品を持ち帰るための袋　申11月11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

人権週間事業　皮革工芸体験教
室「革で来年の干

え と
支(丑

うし
)のマス

コットキーホルダーを作ろう！」

12月5日(土)
午前10時 ～
11時40分

社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

内地域の産業である皮革産業について学びながら、革のマスコットキー
ホルダーを作る　＊皮革工場での皮から革への加工工程を記録した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ビデオ上映あり　＊革製品を進呈　対区内在住在勤在学の小学生以
上(小学校3年生以下は保護者の同伴が必要)　定先着16人　費無料　
申事前に社会福祉会館☎3619－1051へ　＊受け付けは11月27日
までの月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（11月16日は休館)

令和2年度エコライフ講座第２
回「ごみの最終処分場を見に行こ
う！ 中央防
波堤埋立処
分場見学」

12月9日（水）午後0時半～4
時　＊区役所1階アトリウ
ムに10分前までに集合

中央防波堤埋立処分場
(江東区青海三丁目先)　
＊往復バスで移動

内家庭から出るごみが集まる埋立処分場を見学する　対区内在住在
勤在学の方　定 20人（抽選）　費無料　申講座名・希望回・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、はが
きまたはファクス、Eメールで11月24日（必着）までに〒130ー
8640環境保全課環境管理担当☎5608－6207・℻  5608－1452・
KANKYOU@city.sumida.lg.jpへ　＊抽選結果は後日通知　

令和2年度エコライフ講座第３
回「これからのエネルギー〝水素〞
を楽しく学ぼう！」

12月15日（火）午後0時50
分～4時半　＊区役所1階ア
トリウムに10分前までに集
合

東京スイソミル（江東
区潮見1－3－2）　＊往
復バスで移動

内実際に水素を発生させ、そのエネルギーで物を動かす実験を通し、
水素の特徴やエネルギー資源としての可能性について学ぶ　対区内
在住在勤在学の方　定 20人（抽選）　費無料　申講座名・希望回・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、は
がきまたはファクス、Eメールで11月30日（必着）までに〒130ー
8640環境保全課環境管理担当☎5608－6207・℻  5608－1452・
KANKYOU@city.sumida.lg.jpへ　＊抽選結果は後日通知　

健
康
・
福
祉

健康体力づくり教室「健美操（呼
吸体操）」(全8回)

11月18日～令和3年1月13
日の水曜日午前11時～正午　
＊12月30日を除く

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対 18歳以上の方　定先着50人　費 2550円　＊体験は1回510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

はなみずき認知症家族会 11月21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)

内高齢者探索のためのGPS機能の付いた機器など、認知症介護で使
う福祉用具について学ぶ　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

ボランティア説明会 11月25日（水）午前10時～
11時半

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　対ボランティ
アを始めようと考えている方　定先着8人　費無料　申事前に、すみ
だボランティアセンター☎3612－2940へ

すみだ食育フェス2020「食育で
みんながつくる 笑顔の環

わ
」パネ

ル展

11月26日(木)～29日(日)
の午前10時～午後4時

区役所１階アトリウム 内食育の取組のパネル展示　費無料　申期間中、直接会場へ　問保
健計画課保健計画担当☎5608－6517　＊11月28日～12月2日に食
育に関する各児童館の作品を京成曳舟駅（八広方面出口2階連絡通路）
でも展示（詳細は区ホームページを参照）

初心者向け英会話教室（全4回） 12月4日～25日の毎週金曜
日午前10時～正午

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内外国人の先生に日常英会話を教わる　対区内在住で60歳以上の方　
定 10人(抽選)　費無料　申 11月17日までに、すみだ福祉保健セン
ター☎5608－3721へ

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）

12月14日(月)午後2時～4
時

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

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　申事前に催し名・希
望会場・住所・氏名・年齢・電話番号を、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

12月15日(火)午後2時～4
時

区総合運動場(堤通2－
11－1)

12月16日(水)午後2時～4
時

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

12月17日(木)午後2時～4
時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

第３回セカンドステージセミナー
「ウクレレ演奏・アロハー〝ウク
レレの音色で南国気分を味わい
ませんか〞」

12月16日(水)午後2時～4
時

すみだリバーサイド
ホール2階イベント
ホール(区役所に併設)

内ウクレレ演奏の鑑賞、ストレッチ体操　【出演】ヴィンテージクラブ（ウ
クレレ演奏グループ）　【講師】押野康代氏（理学療法士）　対おおむね
55歳以上の方　定先着100人　費無料　持マスク　申事前に講座名・
開催日・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、てーねん・どすこい倶楽部事務局☎5631－2577・℻  5631－
2578へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前10時～午後4時（祝日を
除く）　問高齢者福祉課支援係☎5608－6168・℻  5608－6404

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〞

12月16日(水)午後　＊時
間の詳細は申込先へ

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内家族関係等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 11月12日午前8時半から電話で向島保健センター☎3611－
6193へ

レレの音色で南国気分を味わい

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。

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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【初回ご相談無料！】　不動産＆相続に関するご相談は『サムライアシスト』    https：//samuraiassist.comまで　☎03－5652－0801広告
☎ ＝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

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〞

12月24日(木)午後1時半～
3時半

向島保健センター(東
向島5－16－2)

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、こころの病をもつ方の家族　定先着15
人　費無料　申 11月12日午前8時半から電話で向島保健センター
☎3611－6193へ

子
育
て
・
教
育

すみだキラキラママのつどい 11月25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)

内／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～3歳）／先着6人　 ▼足形アート／先着5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

墨田区私立保育園
協会「TOKYO保育
フォト展」

11月 25日 ( 水 ) ～ 28日
(土)の午前9時半～午後8
時　＊初日は午後1時～、
最終日は午後5時まで

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「保育フォトコンテスト」入賞作品と区内私立認可保育所等の応募
作品の展示　費無料　申期間中、直接会場へ　問子ども施設課保育
係☎5608－1253

仕
事
・

産
業

とき時あーと展2020 11月13日(金)～18日(水)
の午前10時～午後6時

産業観光プラザ すみ
だ まち処(押上1－1－
2東京ソラマチ®5階)

内区内の職人グループ「パルティーレ〝すみだ作る創るの会〞」による
屏
びょうぶ
風、革工芸品、桐工芸品などの展示・即売　費無料　＊一部自己負担

あり　申期間中、直接会場へ　問産業振興課産業振興担当☎5608－
1437

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

ユートリヤで健康な体になろう！
「太極拳、ボーカルテクニックク
ラス、ヨーガ、歌うボイスエクサ
サイズ」（11月）

▼太極拳＝11月12日（木）・
26日（木）午後1時～2時　　

▼ボーカルテクニッククラ
ス＝11月14日（土）・28日
（ 土 ）午前10時 ～11時

▼ヨーガ＝11月16日（月）
午後3時～4時　 ▼歌うボイ
スエクササイズ＝11月20
日（金）午後3時～4時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内初級者向け健康講座　＊1日のみの参加も可　対 16歳以上の方　
定 ▼太極拳・ヨーガ＝各先着15人　 ▼ボーカルテクニッククラス・
歌うボイスエクササイズ＝各先着20人　費 ▼ ボーカルテクニックク
ラス＝各日1000円　 ▼その他＝各日700円　申事前に、すみだ生涯
学習センター事業課☎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　＊空きがあれば当日会場でも申込可

友好都市交流展with大地のタカ
ラ×江戸のチカラ〝十勝・台東・
墨田 連携事業〞

11月17日（火）～23日（祝）
の午前9時～午後5時　＊17
日は午後1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)

内墨田区の友好都市・姉妹都市や墨田区・台東区と十勝地域との交流
事業を紹介するパネル展示　費無料　申期間中、直接会場へ　問文
化芸術振興課都市交流・国際担当☎5608－1459

世界をもっと深く知るコンサー
ト「新日本フィルハーモニー交
響楽団による弦楽四重奏」

令和3年1月16日(土)午前
11時～正午

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

定 80人(抽選)　＊区内在住の方を優先　費 500円　申催し名・住
所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号を、往復はがきで12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

イ
ベ
ン
ト

クリスマスコンサート
〝新日本フィルハーモニー交響楽団
の演奏を聴きにきませんか〞

12月24日(木)正午～午後
1時

すみだリバーサイド
ホール2階イベント
ホール(区役所に併設)

内新日本フィルハーモニー交響楽団員による弦楽五重奏　定100人(抽
選)　費無料　申代表者の住所・氏名(ふりがな)・電話番号、参加人
数を、往復はがきまたはEメールで12月7日(必着)までに〒130－
8640文化芸術振興課文化芸術担当 BUNKASHINKOU@city.
sumida.lg.jpへ　＊1通につき2人まで申込可　＊抽選結果は後日通
知　問 ▼文化芸術振興課文化芸術担当☎5608－6212　 ▼すみだト
リフォニーホール☎5608－5404

ぽ
け
っ
と

相続寺子屋区民講座「もめないた
めの相続の基礎」

11月25日(水)、12月９日
（水）午前10時～正午

▼11月25日＝曳舟文
化センター（京島1－
38－11）　 ▼12月９
日＝みどりコミュニ
ティセンター（緑3ー
7－3）

内遺言など相続に関する基礎知識を身に付ける　定各日先着10人　
費無料　申当日直接会場へ　問相続寺子屋東京事務局☎090－
9014－8106

新型コロナウイルス感染症にか
かる「こころといのちの法律相
談（電話相談）」

12月1日(火)、令和3年1月
22日(金)午後3時～7時　

自宅等 内新型コロナウイルス感染症の影響による、暮らし・職場・借金・家
庭などの様々な心の悩みを、弁護士に相談する　費無料（東京・千葉・
神奈川・埼玉・茨城以外から発信の通話料は自己負担）　申当日電話
で、「新型コロナウイルス感染症にかかるこころといのちの法律相談」

▼東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城＝☎0120－556－289へ　 ＊そ
の他地域からの発信は☎03－6257－1007へ　問東京弁護士会人権
課☎3581－2205

初心者向け「やさしい終活セミ
ナー」

12月6日(日 )午前11時～
午後0時半（予定）

R・side両国 多目的ス
ペース（両国1－12ー3
両国ビル3階）

内医療、介護、保険、相続、葬儀、お墓などの終活の知識を身に付け
る（セミナー修了後、アンケート回答者にエンディングノートを進呈）　
定先着12人　費 2000円　申事前に催し名・氏名・電話番号を、E
メールでカウンセリングルームハートトゥハート crhth.
workshop@gmail.comへ 問カウンセリングルームハートトゥハー
ト「やさしい終活セミナー」担当・楠☎080－2137－6331

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

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

仕
事
・
産
業

会計年度任用職員(地方公務員
法上の一般職の非常勤職員)の
募集(事務補助)

内自転車駐車場利用申請に関する書類審査・発送・
データ入力等　対パソコンの基本操作(ワード、エ
クセル)ができる方　【雇用期間】令和3年1月6日～
3月31日　【募集数】3人　選書類選考および面接　
＊面接日は書類選考合格者に後日通知

申採用選考受験申込書を直接または郵送で11月20日(必着)までに
〒130－8640土木管理課交通安全担当 (区役所10階 )☎5608－
6203へ　＊採用選考受験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

墨田区常勤職員(栄養士)の募集 種Ⅰ類　対平成3年4月2日以降の生まれで、管理栄
養士の免許を有する方または、第34回管理栄養士国
家試験(令和2年3月1日実施)に合格した方　＊国籍
は不問　＊令和3年3月31日までに免許を取得する
必要あり（免許を取得できない場合は採用不可）　【募
集数】１人

【第1次選考日】12月13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・図書館ほか　＊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11月30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

産業観光プラザ　すみだ　まち
処「歳時ゾーン」における令和3
年度企画展提案の募集

内すみだの産業・歴史・文化・観光に関する企画
展提案の募集　＊具体的な製品展示・実演・即売等
で、組合・団体・区のPRにつながるもの　対特別
区民税・都民税を滞納していない区内事業者で構成
される組合・団体・グループ等

申企画書を直接または郵送、ファクスで12月4日(必着)までに産業
観光プラザ すみだ まち処(〒131－0045押上1－1－2東京ソラマ
チ®5階)℻  6796－6345へ　＊企画書の書式等は申込先で配布　
問 ▼産業観光プラザ すみだ まち処☎6796－6341　 ▼観光課観光
担当☎5608－6931

＝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。

ぜひ、ご利用ください

[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－
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「北斎漫画」は、ありとあらゆるものが約
4000図描かれた絵手本です。ここでの「漫画」
は、北斎が漫然と描いた画という意味で、現
在の漫画の意味とは異なります。しかし、中
には現在の漫画の原点ともいえる表現が含ま
れています。本図は、様々な芸を描いた４図
から成り、４コマ漫画の原始的な形と評価さ
れています。紐

ひも
で吊

つ
り下げた柿を食べる

「 釣
つりがき
柿 」、煙草 の 煙 で 文字 を 表現 す る

「煙
たばこきょくのみ
草曲呑」、饅

まんじゅう
頭を投げて口で受けて食べる

「曲
きょくぐい
喰」、ここまでが起承転結の、起・承・転で、

最後の結が「無
むげい
芸大
たいしょく
食」で笑わせています。本

図は「GIGA・MANGA展」の前期（11月25日～12月13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。
「北斎漫画」十

じゅっぺん

編 芸
げいくら

競べ図（版本）

江戸戯
ぎ が

画（GIGA）から近代漫画までをたどる漫画の歴史
企画展「ＧＩＧＡ・ＭＡＮＧＡ 江戸戯画から近代漫画へ」開催！
　印刷文化が発展した江戸時代の戯画は、明治近代ジャーナリズム媒体
の誕生とともに、挿絵、漫画へと姿を変え、漫画雑誌も刊行されるに至り、
大衆が楽しめる新しい絵画表現として確立しました。
　本展では、江戸時代の風刺表現である浮世絵の戯画を、日本の漫画的な
表現の出発点とし、江戸時代から昭和戦中期の日本の漫画の変遷を展覧
します。ぜひ、ご来館ください。
[とき]11月25日（水）～令和3年1月24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＝1200円　 ▼高校生・大学生・65
歳以上の方＝900円　 ▼中学生・障害のあ
る方＝400円　＊観覧日当日に限り、常設
展も観覧可能　＊詳細は、すみだ北斎美術
館のホームページを参照［問合せ］すみだ北
斎美術館☎6658－8936

すみだ 子 育 て ア プ リ

　区では、妊婦の方や乳幼児の
保護者が、安心して出産や子育
てができるように、子育て支援
情報をアプリで配信しています。
ぜひ、ご利用ください。
[利用方法 ]App Storeまたは
Google Playからアプリ「すみ
だ子育てアプリ」をダウンロー
ド　＊下のコードを読み取るこ
とでもダウンロードページに接
続可 [費用]無料　＊通信料は自
己負担 [問合せ]子育て支援課子
育て計画担当☎5608－6084

App Store
コード

Google Play
コード

おでかけマップ
区内の保育園や児童館など施設を地
図で見ることができます。

イベント
妊娠期の講座や子どもと参加できる
イベントを探せます。

保育サービスQ&A
経験豊富な保育コンシェルジュが保
育サービスに関するご質問にお答え
します。

予防接種ナビ
子どもの生年月日を登録すると、予
防接種のスケジュール
を自動で作成し、接種
日が近づくとメールで
お知らせします。

緊急のとき
夜間や休日に受診できる医療機関や
相談窓口を掲載しています。

区からのお知らせ
区から子育て支援情報が届きます。

きずなメール
出産予定日や子どもの生年月日を
登録することで、妊娠期～3歳の子
どもの成長に合わせた
子育てに関するアドバ
イスが届きます。

　妊娠期に毎日メールが届くのが
楽しみでした。自分だけだろうかと
いう疑問に答えてくれる内容も多く、

出産直後の育児が大変で
辛い時に、このメールの
おかげで気持ちが大分楽
になりました。

利用者アンケートより
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