
【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』まであ https://samuraiassist.com　☎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

暮
ら
し

フラワーアレンジメント教室「多
肉植物の正月飾り」

12月27日(日)▶午前9時～
10時半　▶午前11時～午
後0時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内多肉植物で正月風の寄せ植えを作る　対小学生以上　定各先着9
人　費各2000円　申12月2日から八広地域プラザ☎6657－0471へ　
＊受け付けは12月25日までの午前9時～午後8時(12月21日は休館)

健
康
・
福
祉

みどりコミュニティカフェ 12月11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、軽い体操、折り紙　対 おおむね60歳以上の方　費無料　
持マスク、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

地域福祉・ボランティア講演会 12月13日(日)午後1時～3
時

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

【テーマ】新しい〝はじめの一歩〞のために 岡さんのいえTOMOの活動
からいま、できることを考える　【講師】小池良実氏（岡さんのいえ
TOMO 代表）　＊終了後、交流会あり　対区内在住在勤で、ボランティ
ア活動や地域活動に関心がある方　定先着80人　費無料　申事前に、
すみだボランティアセンター(東向島2－17－14)☎3612－2940へ

「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

12月21日(月)午前10時～
11時半

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)

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

身体障害者向け「体力アップ体
操教室」（全4回）

令和3年1月5日～26日の毎
週火曜日午前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12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

頭の体操ゲーム教室（全5回） 令和3年1月13日～2月10
日の毎週水曜日午前10時～
正午

梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内)

内頭と体を使った20種類のゲームを楽しみながら脳機能を活性化さ
せる　対区内在住で60歳以上の方　定 12人(抽選)　＊初参加者を優
先　費無料　持筆記用具　申 12月7日までの午前9時～午後5時に梅
若ゆうゆう館☎5630－8630へ

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

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

ご意見をお寄せください
都市計画案の縦覧

[対象計画／対象区域] ▼「都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針」／特別区、市、瑞穂町、日
の出町、大島町、八丈町、三宅村、神津島村、新島
村、小笠原村　 ▼「都市再開発の方針」／特別区、
市(昭島市、清瀬市、羽村市、稲城市、あきる野市
を除く)[縦覧期間／縦覧場所]12月2日(水)～
16日(水)／東京都都市整備局都市づくり政策部

冬はノロウイルスによる食中毒が増
える季節です
食品の衛生歳末一斉事業等

■一斉監視指導の実施
　年末は、贈答用などの多種多様な食品が短期間
に大量に流通します。保健所では食中毒や食品に
よる事故を防ぐため、年末まで、飲食店・スーパー
マーケット等に対する一斉監視指導を実施して
います。
■ノロウイルスによる食中毒の予防
　冬はノロウイルスによる食中毒が増加する季
節です。この食中毒は、ウイルスに汚染された二
枚貝を生や生に近い状態で食べた場合や、ウイル
スに感染した食品取扱者を介して汚染された食
品を食べた場合などに起こります。また、患者の
糞
ふんべん
便や嘔

おうとぶつ
吐物などからウイルスに感染すること

もあります。下記の予防ポイントを守り、ノロウ
イルスによる食中毒を防ぎましょう。
[予防ポイント] ▼石

せっけん
鹸を使って十分に手洗いをす

る　 ▼下痢や嘔吐等の症状がある場合は、食品を
直接取り扱う作業をしない　 ▼ノロウイルスは熱
に弱いので、二枚貝は中心部までよく加熱する　

▼牡
か き
蠣を生で食べるときは「生食用」の表示がある

ことを確認する　＊詳細は区ホームページを参照
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

都市計画課(〒163－8001新宿区西新宿2－8－
1第二本庁舎12階北側)、都市計画課(区役所9
階)[都市計画案への意見書の提出]都市計画案の
名称・ご意見(書式自由)・住所・氏名・電話番
号を、直接または郵送で12月2日～16日(消印有
効)に東京都都市整備局都市づくり政策部都市計
画課へ　＊詳細は都ホームページを参照 [問合せ]

▼縦覧および意見書の提出について＝東京都都
市整備局都市計画課☎5388－3225、都市計画
課都市計画・開発調整担当☎5608－6265

▼「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に
ついて＝東京都都市整備局広域調整課☎5388－
3227　 ▼「都市再開発の方針」について＝東京
都都市整備局企画課☎5320－5128

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！

ぜひ、ご利用ください
らくらく舟旅通勤 第2弾

　朝の通勤等の交通手段として、船を活用した、
らくらく舟旅通勤の第2弾を実施します。ぜひ、
ご利用ください。
[とき]12月14日(月)～24日(木)の午前7時～
9時半に20分間隔で運航　＊土・日曜日を除く
[ところ]両国船着場(横網一丁目地先)ほか [運
航ルート ] ▼ 両国船着場、朝潮運河、日の出

▼ 豊洲ぐるり公園、お台場海浜公園、天王洲
＊日の出、天王洲、五反田の航路(品川区が実施)
と乗換えが可能 [費用]各ルート500円　＊品川
区が実施するルートは100円 [申込み]事前に東
京舟旅☎6722－6106へ　＊受け付けは月曜
日～金曜日の午前10時～午後5時　＊東京舟
旅のホームページからも申込可(下のコードを
読み取ることでも接続可)　＊空きがあれば、
当日船着場でも申込可 [問合せ] ▼ 東京都都市
整備局都市基盤部交通企画課交通
プロジェクト担当☎5388－3392　

▼ 観 光 課 観 光 担 当 ☎ 5608 －
6500 コード

つながりささえあうみんなの地域づ
くり
歳末たすけあい運動

　12月28日 (月 )まで、歳末たすけあい運動
を行っています。皆さんからお寄せいただい
た募金は、その全額が高齢者や障害のある方
への福祉活動のほか、ボランティア活動、町会・
自治会の福祉活動、小地域福祉活動、ふれあい
サロン活動など、地域の様々な福祉活動に活
用されます。皆さんのご協力をお願いします。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、今年度は街頭募金は行いません。以下の窓
口または振り込み、募金箱への募金をお願いし
ます。
[窓口での募金方法]期間中、直接、次のいずれか
の窓口へ ▼墨田区社会福祉協議会(東向島2－17－
14)　 ▼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)　 ▼地域活動推進課地
域活動推進担当(区役所14階)　＊受け付けは月
曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く、
区役所は午前8時半～)[振り込みでの募金方法]
事前に電話で問合せ先へ　＊後日、振込用紙を送
付 [募金箱での募金方法]期間中、区内各所に設
置している募金箱へ　＊設置場所については墨
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
でも接続可)[ 問合せ ] 墨田区社会
福祉協議会☎3614－3900 コード

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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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

　　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。

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

東京都施行型都民住宅(中堅所
得者層のファミリー世帯向け住
宅)入居者の募集

対都営住宅の所得基準を超える所得がある世帯　＊詳細は募
集案内を参照　【募集案内と申込書の配布期間／配布場所】12
月9日(水)まで／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・日曜日は区民情報コーナーのみ　
＊区民情報コーナーは午前8時～午後9時(初日は午前9時か
ら、最終日は午後5時まで)　＊なくなり次第終了　＊配布期
間中、東京都住宅供給公社のホームページからも出力可

申申込書を郵送で12月14日(必着)までに
東京都住宅供給公社都営住宅募集センターへ　
問 ▶住宅課公営住宅担当☎5608－6214　
▶東京都住宅供給公社都営住宅募集センター
☎3498－8894

区
政
そ
の
他

〝新しい場で活躍しませんか〞
すみだ女性センター運営委員
の募集

内すみだ女性センターの運営全般に対する提言、事業の
広報活動・運営協力など　【委嘱期間】令和3年4月1日～5
年3月31日　対区内在住で、年3回程度、月曜日～金曜日
の日中に開催する会議に参加できる方　＊事前申込みに
よる子どもの一時保育(無料)あり　【募集数】4人程度　
選書類選考　【報酬】1会議につき7500円(税込み)

申応募用紙または、区や地域での活動経験や応募動機(500字程
度で書式自由)・住所・氏名(ふりがな)・生年月日・年齢・性別・
職業・電話番号・ファクス番号を、直接または郵送、ファクス、
Ｅメールで3年1月31日(必着)までに、すみだ女性センター
( 〒131－0045押上2－12－7－111) ☎5608－1771・
℻  5608－1770・ JOSEICENT@city.sumida.lg.jpへ　＊応
募用紙と募集チラシ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

すみだ女性センター協力委員の
募集

【委員会名／活動内容／募集数】▶すずかけ編集委員会／情
報誌「すずかけ」の編集(年25回程度)／10人程度　▶すず
かけひろば委員会／すずかけひろばの企画・実施(年7・8
回程度)／10人程度　▶すずかけ講座委員会／講座の企画・
実施(年7・8回程度)／6人程度　▶情報資料委員会／情
報の収集、図書の選定等(年6回程度)／4人程度　【任期】
令和3年4月１日～5年3月31日　対区内在住在勤在学の
方　選書類選考　【謝礼】年間7500円(税込み)程度

申申込書を直接または郵送、ファクス、Eメールで3年1月31日(必着)
までに、すみだ女性センター(〒131－0045押上2－12－7－111)
☎5608－1771・ ℻  5608－1770・ JOSEICENT@city.
sumida.lg.jpへ　＊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

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

子
育
て
・
教
育

墨田区子ども・子育て会議の
傍聴

12月8日（火）午後6時半～7
時15分

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）

内コロナ禍による子育て世帯への影響等調査について　申事前に子
育て支援課子育て計画担当（区役所4階）☎5608－6084へ　＊受け付
けは12月7日まで

すみだファミリー・サポート・
センター「サポート会員養成集
中講座」

12月11日(金)午前9時～午
後1時

すみだボランティア
センター(東向島2－
17－14)　＊変更と
なる場合あり

内地域の子どもの送迎や預かりをするサポート会員(有償ボランティア)
として活動するために必要な知識を学ぶ　対区内在住の20歳以上で、
子育て支援に理解があり心身ともに健康な方　定先着8人　費無料　
＊別途、各自で普通救命講習(1500円)の受講が必要　持筆記用具　
申事前に電話で、すみだファミリー・サポート・センター☎5608－
2020へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時

ミライク（子ども向け体育スクー
ル）無料体験会

12月13日（日）▶ジュニア＝
午前9時半～10時半　▶キッ
ズ＝午前10時45分～11時
45分

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

対区内在住在学で▶ジュニア＝小学校1年生～3年生　▶キッズ＝3歳
以上の未就学児　定各先着20人　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

地域の教育力の向上をめざして
「地域育成者講習会」

12月17日(木 )午後7時～
8時　＊開場は午後6時半

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)

【テーマ】コロナ禍における地域活動の留意点　【講師】堀 成美氏(公益
社団法人東京都看護協会 危機管理室アドバイザー)　定先着200人　
費無料　申事前に催し名・氏名・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メールで地域教育支援課地域教育支援担
当☎5608－1433・ ℻  5608－6411・ CHIIKIKYOUIKU@city.
sumida.lg.jpへ　＊受け付けは12月7日まで

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

第96回天皇杯 全日本バスケッ
トボール選手権大会(サンロッ
カーズ渋谷)観戦ご招待

12月16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12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歳の方は保護者の同
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

〝コース型教室体験参加者募集〞
「初心者ヨガ教室」の１回体験

12月25日までの▶月曜日
午後8時～8時50分　▶水
曜日午後7時 ～7時50分　
▶金曜日午前11時～11時
50分・正午～午後0時50分

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 16歳以上の方　費各1100円　＊体験は1回のみ　
申事前に電話で両国屋内プール☎5610－0050へ　
＊定員の詳細は申込先へ

イ
ベ
ン
ト

成人を祝うつどい 令和3年1月11日(祝)▶午
前の部＝午前10時半～(開
場は午前9時半)　▶午後の
部＝午後1時半～(開場は午
後0時45分)　＊新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止
のため、2部制で実施(詳細
は区ホームページを参照)

すみだトリフォニー
ホール(錦糸1－2－3)

内記念式典、新日本フィルハーモニー交響楽団による記念コンサート等　
対平成12年4月2日～13年4月1日に生まれ、住所の郵便番号が▶「130」
から始まる方＝午前の部　▶「131」から始まる方＝午後の部　＊11月
30日時点で区内に住民票のある対象者には12月中旬までに案内状を送
付　持案内状　＊持参しなくても、対象者であれば入場可(運転免許
証等の年齢を確認できる証明書が必要)　申当日直接会場へ　＊本人
のみ入場可(付添いの方の入場が必要な場合は事前に問合せ先へ)　
問文化芸術振興課文化行事担当☎5608－6181・℻  5608－6934

区
政
そ

の
他

第130回墨田区都市計画審議会
の傍聴

12月24日（木）午後2時～ 墨田区議会第１委員会
室（区役所17階）

【予定案件】東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の
変更について(東京都決定)ほか　定 10人(抽選)　申住所・氏名・電
話番号を、往復はがきで12月16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

各1100円　＊体験は1回のみ　
事前に電話で両国屋内プール☎5610－0050へ　

6 墨田区のお知らせ 2020年（令和2年）12月1日




