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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

親世帯子世帯で考える「生前相
続」「実家・空き家」対策セミナー
＆相談会

2月13日 (土 ) ▼ セミナー
＝午前10時～11時20分　

▼ 相談会＝午前11時20
分～11時50分

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

内住まい・財産相続の準備や実家・空き家の売却・活用の手法等を司
法書士・専門家から学ぶ　＊終了後、希望者は個別相談会あり　対空
き家等の所有者・相続予定者　定 ▼ セミナー＝先着20人　 ▼相談会
＝先着5組　費無料　申 1月21日午前9時から電話でミサワホーム住
まいるりんぐDesk事務局☎080－3759－2875へ　問安全支援課空
き家対策係☎5608－6520

健
康
・
福
祉

ビギナーサポート〝トレーニング
がはじめて、久しぶりの方に〞

2月15日(月)までの午前9
時～午後8時のうち30分　
＊土・日曜日、祝日を除く

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内トレーナーからマシンの使い方やトレーニングのポイントなどを
学ぶ　対高校生以上　費 1650円　申事前にスポーツプラザ梅若
☎5630－8880へ

男性介護者教室〝ケアMENすみ
だ〞「福祉機器について」

2月4日(木)午後1時半～3
時

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4)

内福祉機器展示室の見学、講話、お茶を飲みながらの意見交換・座談会　
対区内在住の男性　定先着7人　費無料　申事前に教室名・住所・
氏名・電話番号を、直接または電話、ファクスで、うめわか高齢者支援
総合センター(シルバープラザ梅若内)☎5630－6541・℻  3614－
9160へ　問高齢者福祉課相談係☎5608－6174・℻  5608－6404

ふくの会(なりひら認知症家族
会)

2月6日(土)午後1時半～3
時半

なりひら神明橋集会所
(業平5－6－2)

内悩みの共有・情報交換　対区内在住で認知症の家族を介護してい
る方　定先着10人　費無料　申事前に、なりひら高齢者支援総合セ
ンター(業平5－6－2・なりひらホーム内)☎5819－0541へ

高齢者初心者向けおもてなし英
会話教室(全5回)

2月12日～3月12日の毎週
金曜日午前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)

内外国人講師から簡単な英会話を学ぶ　対区内在住で60歳以上の英
会話初心者　＊中級以上の方は不可　定10人(抽選)　費無料　申1
月27日までの午前9時～午後5時に梅若ゆうゆう館☎5630－8630へ

バレンタインのフラワーアレン
ジメント教室

2月12日（金）午後1時半～3
時半

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

対区内在住で60歳以上の方　定10人（抽選）　費1800円　申1月27
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「初心者向けス
トレッチ教室」(全4回)

2月17日～3月10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 1月30日までに、すみだ福祉保健センター
☎5608－3729へ

子
育
て
・
教
育

STEAM人材育成事業
「PROJECT SUMIDA
オンライン」〝工場改善
コース〞

2月13日（土)午前9時半～
11時半

参加者の自宅等　＊オ
ンライン会議システム
「Zoom」を使用

内「Zoom」で区内の工場を見学し、グループで課題発見・解決策の発
表を行う　＊発表方法は絵、マインクラフト、ブロック、折り紙、粘土
など　対自宅等から「Zoom」で参加できる小学生　定30人(抽選)　
費無料　＊通信料等は自己負担　申専用申込フォーム（ https://
www.project-sumida.com/entry-2021）から1月31日までに申込み
（左のコードを読み取ることでも専用申込フォームに接続可）　問経営
支援課経営支援担当☎5608－6184

小学生水泳教室「水慣れクラス」
「クロール息継ぎ特訓クラス」(各
クラス全3回)

2月14日～28日の毎週日
曜日 ▼水慣れクラス＝午前
9時半～10時20分　 ▼ ク
ロール息継ぎ特訓クラス＝
午前10時40分～11時半

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 ▼水慣れクラス＝1人でプールに入れる小学生　 ▼クロール息継ぎ
特訓クラス＝バタ足で5ｍ泳げる小学生　定各クラス先着7人　費各
クラス3300円　申1月21日午前10時から両国屋内プール☎5610－
0050へ　＊窓口での受け付けを優先　＊内容等の詳細は申込先へ 

親子で楽しむSTEM教室オンラ
イン

3月6日（土）・13日（土）い
ずれも午後1時半～4時

参加者の自宅等　＊オ
ンライン会議システム
「Zoom」を使用

内身近にあるものを使ってゴム動力の車を作る　対自宅等から
「Zoom」で参加できる小学校１年生～3年生とその保護者　定各日
20組40人(抽選)　費無料　＊通信料等は自己負担　持牛乳パック、
ティッシュ箱、ストロー、竹ひご、輪ゴム、はさみ、定規、テープ等　
＊詳細は参加者へ別途通知　申参加する子どもと保護者の住所・氏
名・電話番号、学年、参加希望日を、直接または郵送、Eメールで2月
3日(必着)までに〒130－8640地域教育支援課地域教育支援担当
（区役所11階）☎5608－1433・ CHIIKIKYOUIKU@city.sumida.
lg.jpへ

「PROJECT SUMIDA
オンライン」〝工場改善

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

所得税・特別区民税が控除されます
65歳以上の方の障害者控除対象者認定

　区内在住の65歳以上で、障害者手帳の交付を
受けていない方でも、認知症やねたきりにより介
護認定を受けている方は、福祉事務所長の認定を
受けることで、所得税・特別区民税の障害者また
は特別障害者控除の対象となります。認定には調
査が必要ですので、事前にお問い合わせください。
[対象・控除の種別・控除額]右表のとおり [問
合せ ]高齢者福祉課支援係☎5608－6168・
℻  5608－6404

最新号を発行しました
墨田区男女共同参画情報誌
「すずかけ」

　墨田区男女共同参画情報誌「すずかけ」の最新
号の特集は「コロナから見えてきたもの」です。
無料で配布していますので、ぜひ、ご覧ください。 
[配布場所]すみだ女性センター(押上2－12－7－
111)、区民情報コーナー
(区役所1階)、各出張所・
図書館ほか [問合せ]すみ
だ女性センター☎5608－
1771

巻頭インタビューは
ケロポンズのお二人

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

■対象・控除の種別・控除額
対象 控除の種別 控除額

軽度・中度の認
知症高齢者

障害者控除［所得税］27万円
［特別区民税］26万円

重度の認知症高
齢者

特別障害者
控除

［所得税］40万円
［特別区民税］30万円

ねたきり高齢者
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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。
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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

ユートリヤで健康な体になろう！
（2月）〝ヨーガ・太極拳〞

2月中の ▼ヨーガ＝月曜日
(予定 )　 ▼ 太極拳＝木曜
日 (予定 )　＊詳細は問い
合わせるか、すみだ生涯学
習センターのホームペー
ジを参照

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　
定各日先着15人　費各日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

日曜水泳教室「平泳ぎマスター
教室」(全3回)

2月14日～28日の毎週日曜
日午後2時15分～3時5分

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対16歳以上でクロールで泳げる方　定先着10人　費3300円　申1
月21日午前10時から両国屋内プール☎5610－0050へ　＊窓口で
の受け付けを優先　＊内容等の詳細は申込先へ

ボート教室 2月21日～3月7日の毎週
日曜日 ▼午前10時～正午　

▼午後1時～3時

平井橋艇庫(立花3－
29－10)および平井橋
船着場(立花3－29地
先)付近の旧中川

対区内在住在勤在学の小学校4年生以上　＊中学生以下は保護者の同
意が必要　定各回先着9人　費各回50円(保険料)　申事前に電話で
NPO法人スポーツドアあずま☎3617－9002へ　＊受け付けは各開
催日の前日午後5時まで　問 ▼スポーツドアあずま　 ▼スポーツ振興
課スポーツ振興担当☎5608－6312

区民体育大会
「サッカー大会」

3月7日～4月18日の毎週
日曜日、3月20日（祝）いず
れも午前9時～午後4時　
＊4月以降は午後6時まで

荒川四ツ木橋緑地球技
場(東墨田三丁目地先)
ほか

対区内在住在勤の方で構成するチーム　費1チーム7000円　＊2月6
日(土)午後6時から、すみだ生涯学習センター(東向島2－38－7)で実
施する代表者会議で支払　申電話で1月29日までにスポーツ振興課ス
ポーツ振興担当☎5608－6312へ　問墨田区サッカー協会　貝柾 悠
☎080－2040－1307

ぽ
け
っ
と

第3回すみだ輪おどり(盆踊り) 2月14日 (日 )午後3時15
分～5時45分　＊受け付け
は午後2時45分～

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

内区内盆踊り定番の14曲と、ご当地音頭(今回は堅菊音頭・業平音頭)
を十分な間隔を空けて踊る　定先着250人　費500円　＊新型コロナ
ウイルス感染症拡大予防のため、釣銭がないように支払　持手拭い(踊
りに使用)、室内履きまたは底のきれいな草履　申当日直接会場へ　
問すみだ輪おどり実行委員会 坂井☎090－3617－4313

午後1時～3時

＝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　＊所得に応じ
て最大4万円の家賃減額あり　【日の出ハイツの間取り・
負担月額等】 ▼間取り＝1DK、2DK(31.32㎡～44.98
㎡ )　 ▼家賃減額を受けた場合の負担月額＝4万5000
円～8万円　＊別途、共益費(月額1万9000円 )・敷金
(3か月分)が必要　【セイカガーデニアガーデンの間取
り・負担月額等】 ▼ 間取り＝1K＋ S、1DK、1DK＋
S(32.11㎡～42.31㎡ )　 ▼ 家賃減額を受けた場合の
負担月額＝5万7000円～8万5000円　＊別途、共益
費(月額1万8000円 )・敷金(2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(希望者が複数の場合は、募集住宅ごとに、あっせん順位を抽
選で決定）

健
康
・
福
祉

墨田区介護サービス相談員の
募集

内介護保険制度の普及啓発活動、区内介護保険施設へ
の訪問（月2・3回）、地域関係団体と連携した活動　
＊活動前に研修あり　【任期】依頼日～令和5年3月31
日　対区内在住の20歳以上で次の全ての要件を満た
す方 ▼ 現在、介護保険サービスを提供する業務に携
わっていない　 ▼介護サービス事業者等と利害関係が
ない　＊介護保険サービス事業者や公務員は不可　【募
集数】若干名　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

申応募用紙と「志望動機・介護サービス相談員になってどのよ
うな活動をしていきたいか」をまとめた作文（400字以上で書式
自由)を、直接または郵送で2月12日（必着）までに〒130－
8640介護保険課管理・計画担当（区役所4階）☎5608－6924へ　
＊応募用紙は申込先や各高齢者支援総合センターで配布してい
るほか、区ホームページからも出力可

イ
ベ
ン
ト

「フォトジェニックスカイツリー
写真展」出展者の募集

内東京スカイツリー®をテーマとする写真展の出展者
の募集　＊写真展は、11月下旬に区役所1階アトリウム
で開催予定　対次の全ての要件を満たす方 ▼東京スカイ
ツリーの写真を撮影し、展示に使うパネルを自費で作成
できる　 ▼写真展の事前準備や当日の運営に参加できる　
【募集数】若干名　＊選考あり

申住所・氏名・電話番号・Eメールアドレスを、
Eメールで1月31日までにスカイツリー定点観
測実行委員会 t.sky.tree.in.my.backyard@
gmail.comへ　問 ▼スカイツリー定点観測実行
委員会 奥田☎3622－3403　 ▼観光課観光担
当☎5608－6931

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
(保育士・保育園補助員・用務
補助・栄養士)

内区立保育園・認定こども園の ▼保育士・保育園補助
員＝保育補助　 ▼用務補助＝用務業務　 ▼栄養士＝栄
養管理指導　【雇用期間】4月1日～　対 ▼ 保育士＝保育
士資格を有する方　【募集数】若干名　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2月4日（必着）まで
に〒130－8640子ども施設課保育係（区役所4階）☎5608－
6161へ　＊採用選考受験申込書は、申込先で配布するほか、区
ホームページからも出力可

区
政
そ
の
他

令和3年度墨田区食品衛生監視
指導計画案のパブリック・コメ
ント(意見募集)

内食品についての安全・安心を確保するため、食品衛生法
に基づき毎年改定する「食品衛生監視指導計画」の令和3
年度計画案に対する意見の募集　【計画案の閲覧期間／閲
覧場所】2月12日(金)まで／生活衛生課（区役所5階）、区
民情報コーナー（区役所1階）ほか　＊土・日曜日、祝日は
区民情報コーナーのみ　＊区ホームページでも閲覧可

【ご意見の提出方法】ご意見（書式自由）と、住所・氏名・電話番
号を、郵送またはファクス、Eメールで2月12日（必着）までに、
〒130－8640生活衛生課食品衛生係☎5608－6943・
℻  5608－6405・ SEIKATUEISEI@city.sumida.lg.jpへ
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