
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

ご加入ください
令和3年度区民交通傷害保険 コース 一時払保険料 補償内容と最高保険金額

A 900円 区民交通傷害Ａコース（150万円）
B 1500円 区民交通傷害Ｂコース（350万円）
C 2500円 区民交通傷害Ｃコース（600万円）
XJ 1400円 区民交通傷害Ｘコース（  35万円）＋自転車賠償責任（1億円）
AJ 1900円 区民交通傷害Ａコース（150万円）＋自転車賠償責任（1億円）
BJ 2500円 区民交通傷害Ｂコース（350万円）＋自転車賠償責任（1億円）
CJ 3500円 区民交通傷害Ｃコース（600万円）＋自転車賠償責任（1億円）
注  犯罪被害やひき逃げによる事故で被った逸失利益・精神的損害等の損害額を保険金額を限度に補償する「被
害事故補償（600万円）」が全コースに付きます。

注  加入は１人１コースのみで、保険料は掛け捨てです。

区分 申込書の配布・受け付け場所 申込期限
団体 地域活動推進課(区役所14階) 3月12日(金)まで
個人 郵便局・金融機関 3月24日(水)まで

地域活動推進課(区役所14階)、各出張所 3月31日(水)まで
注  団体区分で申し込む場合は、事前に電話で問合せ先へご予約ください。
注  申込期限以降の中途加入はできません。

（募集文書承認番号SJ20－10542・2021年1月19日承認）

■申込書の配布・受け付け場所・申込期限

■各コースの保険料（年間）・補償内容等 （表1）

（表2）

区民交通傷害保険は、区が窓口となり、車両による交
通事故でけがをしたときに、入院や通院の治療期間・治
療実日数に応じて保険金が支払われる制度です。今回か
ら全コースに「被害事故補償」が付くなど補償内容や保
険料が改正されました。なお、自転車に乗る方は「自転
車賠償責任」付きのコースをご検討ください。また、本
紙に記載している内容は概要となりますので、詳細は問
い合わせるか、区ホームページをご覧ください。
[保険料(年間)・補償内容等]表1のとおり [保険期間]4
月1日午前0時～令和4年3月31日午後12時 [対象]区内
在住在勤の方 [受け付け場所等]表2のとおり [引受保険
会社]損害保険ジャパン株式会社東京公務開発部営業開
発課(新宿区西新宿1－26－1)☎3349－9666　＊受
け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時 [問合せ]
地域活動推進課地域活動推進担当☎5608－6196

輸血を必要としている方のために
献血にご協力を

病気やけがなどで輸血を必要としている方の
尊い生命を救うため、献血へのご協力をお願いし
ます。
■区役所での献血
[とき ]2月12日 (金 ) ▼ 午前10時～11時15分　

▼午後0時半～4時 [ところ]区役所１階アトリ
ウム [対象]16歳～69歳で、体重が50㎏以上の
方　＊65歳以上の方は、60歳～64歳の間に献
血の経験がある方のみ [持ち物] ▼初めての方＝

身分証明書　 ▼献血をした経験がある方＝献血
カード・手帳 [問合せ] ▼東京都赤十字血液セン
ター☎5272－3523
■「献血ルームfeel」での献血
常設の献血ルームfeel(押上1－1－2東京ソラ
マチ®10階)では、落ち着いた環境で献血を行
うことができます。
[受け付け時間]午前10時～午後5時45分(成分
献血は午後5時まで）　＊12月31日、1月1日を除
く [問合せ]献血ルームfeel☎6456－1972
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[問合せ ]保健計画課保健計画担当☎5608－

6189　＊献血の注意事項等は、日本赤十字社の
ホームページを参照

毎月5日は
すみだ環境の日
2月のエコしぐさ
風呂敷は
　　　幸せ包む
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 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

　　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
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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

空き家予防オンラインセミナー
〝家族信託で空き家を予防する〞

2月20日(土 )午前10時～
11時半

参加者の自宅等　＊オ
ンライン(ユーチュー
ブ)での受講

内家族信託を活用した、自宅や実家を空き家にしないための対策を学
ぶ　対区内在住の方、区内にある空き家の所有者・相続予定者　費無
料　＊通信料は自己負担　申電話で2月1日～19日の午前9時半～午
後6時に京成不動産株式会社☎0120－557－367へ　＊初日は正午～、
最終日は午後5時まで　＊京成不動産株式会社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

たてもの無料相談 2月20日(土)正午～午後4
時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内区内にある建築物の耐震化について専門家に相談する　＊詳細は墨
田区耐震化推進協議会の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)　費無料　申当日直接会場へ　問防災まちづくり課
不燃化・耐震化担当☎5608－6269

健
康
・
福
祉

みどりコミュニティカフェ 2月12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、折り紙など　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

こうめ会(認知症家族介護者教
室)「お口の健康は元気の源〝お
口と認知症予防の関係〞」

2月16日(火)午後2時～3
時

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内言語聴覚士から見た、認知症と口
こうくう
腔の関係を学ぶ　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　定先着10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

生きがい講座「エンディングノー
トやお墓のこと 終活の秘

ひけつ
訣！」

2月17日(水)午後1時半～
3時半

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

【講師】武藤頼胡氏 (一般社団法人終活カウンセラー協会代表理事 )
対おおむね55歳以上の方　定先着40人　費無料　申事前に講座名・
開催日・住所・氏名・電話番号を、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

弁護士による権利
擁護法律相談

2月18日(木)午後1時半～
4時半

すみだボランティアセ
ンター(東向島2－17－
14)

内認知症の方や知的障害・精神障害のある方の法律相談、親族後見人
からの相談、福祉サービスの苦情相談　定先着3人　費無料　申事前
に電話で、すみだ福祉サービス権利擁護センター☎5655－2940へ

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
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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広告
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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

第2回健康教室「まだ続く乾燥の
時期。めざせ！傷つきにくいお
肌」

2月22日 (月 )午
後2時～3時

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内「スキン・フレイル」や肌の手入れ方法について学ぶ　定先着30人　
費無料　申 2月2日から八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付
けは2月21日までの午前9時～午後8時(2月15日は休館)　＊空きがあ
れば当日会場でも申込可

「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

2月22日(月)午後2時～3
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

地域福祉活動オンラインセミ
ナー「今だから改めて考えよう
つながる意味とは」

3月1日 (月 )～15日 (月 )　
＊視聴は1時間程度

参加者の自宅等　＊オ
ンライン(ユーチュー
ブ )または貸出DVD
での受講

内地域でつながりを持つことの意味や効果について改めて考え、多世
代がつながる方法やコロナ禍でもできる身近な活動について学ぶ　【講
師】澤岡詩野氏(公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団主任研究員)　
対地域課題や地域福祉活動に関心がある方　費無料　＊通信料は自
己負担　申事前に専用申込フォームから申込み　＊左のコードを読み
取ることでも接続可　＊受け付けは3月10日まで　＊DVDの貸出し
は枚数に限りあり　問墨田区社会福祉協議会☎3614－3900

仕
事
・
産
業

令和2年度23区合同説明会及び
技術職採用フォーラムPR動画配
信

7月30日(金)まで(予定) 参加者の自宅等　＊オ
ンライン配信

内特別区人事委員会のホームページ特設サイトでの動画配信 ▼各区・
組合の概要、特色、魅力、求める人材などの説明動画　 ▼技術職職員に
よる、印象に残った仕事等についての紹介動画　対令和3年度以降の
特別区職員採用試験・選考受験希望者　費無料　＊通信料は自己負担　
申期間中、特別区人事委員会のホームページ特設サイトへ　問 ▼職員
課人事担当☎5608－6244　 ▼特別区人事委員会事務局任用課採用
係☎5210－9787　＊受験資格や説明会などの詳細は特別区人事委員
会のホームページを参照

コロナ禍の〝疲れ〞と〝怒り〞を和
らげる！「明日から使えるカウ
ンセリングマインドとアンガー
マネジメント」

2月26日(金)午後6時半～
8時

区役所会議室131(13
階)

【講師】村田 淳氏(社会保険労務士・産業カウンセラー)、髙野真子氏(特
定社会保険労務士・アンガーマネジメントファシリテーター)　対区
内企業の経営者・管理職・人事労務担当者、テーマに関心がある方　
定先着20人　費無料　申事前に講座名・住所・氏名(ふりがな)・電
話番号・勤務先の名称を、電話またはファクス、Ｅメールで人権同和・
男女共同参画課男女共同参画担当☎5608－6512・℻  5608－6934・
JINKEN@city.sumida.lg.jpへ　＊内容の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)

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

運動不足解消！「アクアビクス」 2月22日までの毎週月曜日
午後1時10分～1時55分

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 16歳以上の方　費 1回770円　＊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　＊定員等の詳細は申込先
へ

区民企画提案・プロデュース講
座

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

申講座名・参加希望プログラム名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電
話番号を、往復はがきで各申込期限(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　＊空きがあれば、締切後も申込可

▼わくわくストレッチ(全2
回)

2月27日(土)、3月6日(土)
午前10時半～11時半

【講師】上野恭子氏(自力整体ナビゲーター)　対区内在住在勤在学の方　
定20人(抽選)　費500円　【申込期限】2月14日

▼すみだ検定(通称すみけん)
創って学んで街づくり(全
3回)

2月27日～3月13日の毎週
土曜日午前10時～正午

【講師】大野田 和弘氏(すみだ検定実行委員会実行委員長)ほか　定12
人(抽選)　費1500円　【申込期限】2月14日

▼心に響く優しいヨガ(全3
回)

3月11日～25日の毎週木曜
日午後3時～4時10分

【講師】林 真理子氏(健康運動指導士・ヨガインストラクター)　対区
内在住在勤在学で、医師から運動を制限されていない方　定15人(抽選)　
費2400円　【申込期限】2月28日

▼みんなが住む「すみだ」って
どんなところ

3月13日(土)午後2時～3
時半

【講師】小木曽 清三氏(すみだ史談会会長)　定30人(抽選)　費500円　
【申込期限】3月3日

▼墨東長屋文化ザワールド 3月24日(水)午後2時～3
時半

【講師】後藤大輝氏(京島長屋文化連絡会会長)　対区内在住在勤在学の
方　定12人(抽選)　費300円　【申込期限】3月10日

▼バリアフリーヨガ〝すみだ
のみんなでヨガしよう〞

3月28日(日 )午前10時～
正午

【講師】丸山由美氏(ヨガインストラクター)　対区内在住在勤在学の方　
定20人(抽選)　費500円　【申込期限】3月14日

東京2020公認プログラム フラ
ンス語を習ってみよう！(全2回)

3月7日(日)・14日(日)午
前10時～正午

対区内在住在勤在学の方　定 20人(抽選)　費 1000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2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

健康体力づくり教室「ゆるやか
ヨガ、健美操、脂肪すっきりラク
ラク体操、太極拳の全4教室」(各
教室全3回)

3月17日～31日の毎週水曜
日　＊各教室の日程の詳細
は申込先へ

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対 18歳以上の方　定各教室先着50人　費各教室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

区民体育大会「ゴルフ大会」 4月6日(火)午前8時～午後
2時半　＊受け付けは午前7
時～

京葉カントリー倶楽部
(千葉県千葉市若葉区
多部田町802)

種男女別 ▼スクラッチの部　 ▼アンダーハンディキャップの部　＊女
子の参加人数が7人以下の場合はいずれの部も男女混合　対区内在住
在勤在学の方　費 2万円程度(参加費・プレー費)　申大会名、種別、
ハンディキャップ、住所、氏名、年齢、性別、生年月日、電話番号、Eメー
ルアドレス、勤務先の住所・電話番号(区内在勤者のみ)を、はがきま
たはファクス、Eメールで2月6日～3月6日(必着)に墨田区ゴルフ連盟
事務局(〒130－0026両国1－16－9小宮山方)☎5825－4386・
℻  5825－4386・ mmbft317@ybb.ne.jpへ

コード

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

砂で削るガラス工芸【サンドブラスト本部教室】生徒募集!まずは簡単なグラス制作体験￥3500へ☎3865－3946(10－20時無休)浅草橋駅前広告
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　　　　 栄養と運動で介護予防！Y
ユ ー チ ュ ー ブ
ouTubeを活用！
ご自宅で！

　YouTubeの墨田区公式チャンネルで、自宅
でできる運動やバランスのとれた食生活のポ
イントを、区が実施する介護予防教室の概要
と併せて紹介しています。
　自宅で過ごす時間が多い今、動画を活用し
て、いつまでも元気に過ごすための身

から だ
体づく

りを心掛けましょう(右のコードを読み取る
ことでYouTube 墨田区公式チャンネルに接
続可)。

自宅でできるストレッ
チや筋力トレーニング
を紹介

食事の栄養バランスを
見直すためのポイント
を紹介 コード

動画はこちら！

[問合せ]高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

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

などの動画もご覧になれます。 [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!

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。

新型コロナウイルス感染症に関する最新の動
向や区の取組などについてお知らせしています。

区長メッセージ

ここ
だけ!

すみだまちかど放送局

区政情報番組
「ウィークリーすみだ」

ここ
だけ!

　　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）

＝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

都営住宅(ポイント方式と抽せ
ん方式)入居者の募集

【募集案内と申込書の配布期間／配布場所】2月9日(火)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(2月1日は午前8時半～、
最終日は午後5時まで)

申申込書を郵送で2月15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または渋谷郵便局へ　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　＊詳細は募集案内を参照　＊募集案内と
申込書は配布期間中、東京都住宅供給公社のホームページから
も出力可

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

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および応募動機(800字以内で書式自由)
を、直接または郵送で2月12日 (必着 )までに各問合せ先へ
＊採用選考受験申込書は各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

▼就労支援相談員 内生活保護を利用している方等への就労支援　【募集数】
1人　＊生活保護を利用している方に対する就労支援の経
験がある方を優先

問〒130－8640生活福祉課自立支援係(区役所3階)☎5608－
6586　＊詳細は区ホームページを参照

▼家庭相談員 内家庭生活における人間関係の調整および家庭問題の相
談、関係機関への連絡等　【募集数】1人　＊家庭問題の相
談・支援の経験がある方を優先

問 〒130－8640生活福祉課相談係(区役所3階 )☎5608－
6154　＊詳細は区ホームページを参照

区
政
そ

の
他

すみだ環境共創区民会議委員の
募集

内区の環境施策と、区民および事業者の活動との整合性
についての協議など　【任期】4月1日～令和5年3月31日　
【活動日】原則、毎月第4金曜日午後6時半～8時　対区内
在住在勤の方　【募集数】若干名　選書類選考

申応募動機や地球温暖化などの環境に関する課題・提案をまと
めた作文(800字以内で書式自由)と、住所・氏名・年齢・電話
番号を、郵送またはEメールで2月28日(必着)までに〒130－
8640環境保全課環境管理担当☎5608－6207・ KANKYOU@
city.sumida.lg.jpへ　＊選考結果は3月中に通知

【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 https://samuraiassist.com　☎03－5652－0801広告
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