
　令和2年度墨田区議会定例会2月議会において、山本区長が3年度の区政運営の基本的な考え
方を示す、施政方針説明を行いました。今号1面では、その要旨をお伝えします。
［問合せ］政策担当☎5608－6231

令和3年度の
区政運営の基本方針

▼新型コロナウイルスの感染拡大
を抑えこみ、区民の「命」を守る

▼区民の生活や経済活動・社会基
盤をしっかり支える

▼社会の変革を促し、〝すみだ〞の未
来につなげる

新型コロナウイルス感
染症に対する取組
新型コロナウイルスの感染拡大を抑
えこみ、区民の「命」を守る取組
　感染拡大防止の様々な取組を進め
るとともに、複合災害に備えた避難
所の感染症対策物資整備や、地域医
療の基盤体制維持を目的とした医師
会等への支援金給付、重症回復者等
の二次救急機関への補助、ワクチン
接種体制の確保等に取り組みます。
区民の生活や経済活動・社会基盤を
しっかり支える取組
　生活困窮者自立支援事業の体制強
化や、ひとり親家庭就業・養育費等
支援事業を行います。また、区内事
業者の経営相談の強化や融資制度の
充実を図ります。
社会の変革を促し、〝すみだ〞の未来
につなげる取組
　「GIGAスクール構想」を着実に進め、
児童・生徒の学習環境の確保・充実
を図ります。また、自転車駐車場利用
申請のオンライン化など、ICTの活用
を推進します。さらに、区内事業者の
販路開拓などを支援するビジネスモ
デル転換支援事業等を実施するほ
か、SDGsにつながる取組として、プ
ラスチック製容器・包装の分別回収・
再資源化の調査検討を行います。

〝夢〞実現プロジェクト

「暮らし続けたいまち」の実現
1　子ども・子育て支援を充実させ、
笑顔があふれるまちづくり
子ども・子育て支援が徹底整備さ

れたまちづくり
　産後ケア事業や、私立保育所等へ
の整備助成、訪問型保育支援事業の
充実、児童虐待を未然に防止する
ためのモデル事業等を実施します。
知・徳・体の充実を図る教育によ
る将来のすみだを担うひとづくり
　学力向上「新すみだプラン」や、
国際理解教育の着実な推進、SNS
を活用した相談体制の充実等を進
めていきます。
緑豊かな公園など、子育てしやす
い住環境づくり
　子育て世帯の定住促進支援や、公
園・児童遊園再整備を推進します。
2　地域力日本一の、住んでいて
よかったまちづくり
災害に強い安全・安心なまちづくり
　災害時の高齢者・障害者等要配慮
者の安全・安心確保や、固定系防災
行政無線屋外子局の追加整備、水害
ハザードマップの改定など、地域防
災力の向上を図ります。
誰もが安心して暮らし続けられる
まちづくり
　地域住民の複雑化・複合化した支
援ニーズへの対応や重層的なセーフ
ティネットの強化など、「すみだ型
共生社会」の実現に向けた取組や、
介護予防・普及啓発、新保健施設等
複合施設の整備等を進めていきます。
地域力を高めるコミュニティと
ひとづくり
　全町会・自治会の実態調査や、
「墨田区空家等対策計画」の改定等、
地域力の基盤を強化していきます。

「働き続けたいまち」の実現
新たなビジネスが生まれ、活発な交
流が進むまちづくり
　区内事業者の相談等支援や、「ハー
ドウェアスタートアップ拠点構想」、
商業活性化への取組等を推進します。
ワーク・ライフ・バランスを実現し、女
性も男性も輝き、活躍できるまちづくり
　女性活躍・働き方改革アドバイ
ザーの派遣等を通じた男女共同参画

のさらなる推進や、ワーク・ライフ・
バランスの普及啓発に努めます。
夢をかなえたい若者や、元気な高齢
者・障害者が活躍できるまちづくり
　就職相談事業の充実や、ハロー
ワークとの連携による就労支援・区
内事業者の雇用促進等を推進します。

「訪れたいまち」の実現
誰もが安心してまち歩きを楽しめ
る国際的なまちづくり
　公共空間の利活用促進や、舟運
の社会実験、道路バリアフリー整
備等に取り組みます。
観光とものづくりが融合したまちづくり
　産業支援施設「すみずみ」を軸に
区内産業の優れた技術と魅力を区
内外へ発信します。
〝おもてなしの心〞を育むまち・ひとづくり
　東京2020大会の「区独自ボラン
ティア」の活動や、観光地域づくり
法人(DMO)への支援等を行います。

シティプロモーション戦略
まちへの愛着、誇りを育むまちづくり
　4月開設予定の千葉大学墨田サ
テライトキャンパスや情報経営イ
ノベーション専門職大学と連携し、
地域や産業の活性化や、学力向上
への取組等を推進します。
区外からの共感や憧れを生むまちづくり
　「北斎のまち すみだ」をPRし、
区民の愛着と誇りを醸成します。
また、職員の広報マインドの向上
を図り、まちの発展をめざす自覚
と責任感を涵

かんよう
養します。

シティプロモーションを担うひとづくり
　多文化共生の推進や、タウンミー
ティングの開催等を行っていきます。

大学のあるまちづくりの推進
千葉大学・情報経営イノベーショ
ン専門職大学との連携
地域と大学が連携し、「教育」、「健
康」、「環境」などのテーマに取り組み、
持続可能な〝すみだ〞をめざします。
公民学連携組織「UDCすみだ」の

設立
　千葉大学墨田サテライトキャン
パスの開設に合わせ設立する「公・
民・学によるまちづくり共同運営」
をコンセプトとしたアーバンデザイ
ンセンターすみだ(UDCすみだ)は、
キャンパスを拠点とした地域活性化
や産業振興等のプラットフォームの
役割を担います。
地域と大学の交流空間「キャンパ
スコモン」の整備事業
　キャンパスコモンは、あずま百樹園
と一体的に区が公園として整備し、
大学による社会実験・研究発表や、地
域イベントの実施など、地域と大学が
交流する賑

にぎ
わいの場としていきます。

東京2020オリンピック・パラ
リンピック大会に向けた取組
　キャラクターの活用やシティドレッ
シング等で大会成功への気運を醸成
し、大会開催時にはコミュニティラ
イブサイトの開設により競技等への
関心を高めていきます。さらに、〝共
生社会の実現〞に向け、多文化交流や
ボランティアマインドの醸成を図り、
大会を契機としたこれらの取組をレ
ガシーとして次世代へ引き継ぎます。

行財政改革の推進
　「行財政改革実施計画」の策定や、
事務事業の見直し、事務改善の取組
等を通じて、持続可能な財政基盤の
確立と簡素で効率的な行政システム
の構築を進めます。また、「第2次公
共施設マネジメント実行計画」によ
る公共施設の再編と施設のライフ・
サイクル・コストの低減に取り組ん
でいきます。
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◆2面以降の主な内容
2・3面 ･･･ 新型コロナウイルス感染

症の関連情報等
4面 ･･････ 講座・教室・催し

毎月 1日・11日・21日発行
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電話相談窓口、墨田区コロナワクチン接種問い合わせダイヤル、各種傷病手当金の支給、ひとり親
家庭の方の就業や養育費確保に向けた支援、ひとり親世帯臨時特別給付金等2・3面 新型コロナウイルス

感染症の関連情報



　　

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、2月9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

発熱などの症状がある方の相談先一般的な相談窓口
　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

都「新型コロナコールセンター」
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」

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、ポルトガル語

ご
、

スペイン語
ご
、タイ語

ご
、ベトナム語

ご
での相

そうだんか
談可　　　　　☎0120－565－653　　

午前9時～午後9時(土・日曜日、祝日を含む)
＊タイ語

ご
は午

ご ご
後6時

じ
まで、ベトナム語

ご
は午

ご ご
後7時

じ
まで

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
行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください
かかりつけ医がいる場合

東京都発熱相談センター
☎5320－4592

24時間対応(土・日曜日、祝日を含む)

墨田区発熱・コロナ相談センター
☎5608－1443

月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)

診療や検査が可能な地域の身近な医療機関をご案内し
ますので、下記のいずれかの相談先にお電話ください

＊ 新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなど
についても相談可
＊混雑時は電話がつながりにくい場合あり
＊ 診察が可能な区内の医療機関の一覧は区ホームページ
でも閲覧可（右下のコードを読み取ることでも接続可）

かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合

[問合せ]生活福祉課相談係
☎5608－1295

ひとり親（シングルマザー・シングルファーザー）
家庭の方の就業や養育費確保

に向けた支援

生活を支える新規事業をスタート

　新型コロナウイルス感染症などの影響により、仕事探し
や養育費の確保等にお困りのひとり親家庭の方に対して、
相談員が面接と支援プログラムの作成を行った上で、就業
や養育費確保に向けた支援を実施しています。
面接日の調整のため、事前に電話でお申し込みください。
[対象]ひとり親家庭の母または父で、仕事探しや、養育費
の確保等にお困りの方 [費用]無料

■就業・自立支援事業

子育て中の
ひとり親家
庭の仕事探
しを支援し
ます

ぜひ、
ご相談
ください

■養育費等支援事業

子どもの成
長 の た め、
養育費に関
する支援を
します

1 申請書をダウンロードして店舗での取組内容を確認
申請書は区ホームページからも出力できます（右のコードを読み
取ることでも接続可）。
2 申請書の提出
申請書を郵送またはEメールで〒130－8640墨田区商店街連
合会（区役所1階） inoue@sumida-showren.jpへ

区 内 事 業 者 の 皆 さ ん へ
「新しい生活様式推進宣言店ステッカー」掲示にご協力ください

ステッカー

ひとり親世帯
臨時特別給付金

　新型コロナウイルス感染症の影響により、お困り
のひとり親世帯を支援するために、「ひとり親世帯
臨時特別給付金」を支給しています。支給を受ける
には、令和3年2月28日までに申請する必要があり
ます。　
　支給対象となるかどうかのご確認は、
問い合わせるか、区ホームページをご覧
ください（右のコードを読み取ることでも
接続可)。

申請期限は2月28日です

問合せ
子育て支援課児童手当・医療助成係(区役所4階)
☎5608－6376

コード

墨田区コロナワクチン
接種問い合わせダイヤル

　区内在住の方のワクチン接種ス
ケジュール・接種会場・予約方法
等については、詳細が決まり次第、
区報（本紙）や区ホームページでお知
らせします（区ホームページは右下

のコードを
読み取るこ
とでも接続
可）。

コード

午前8時半～午後5時15分
(土・日曜日、祝日を含む)

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

☎6734－0307

3 提出書類の確認とステッカーの送付
申請書の到着から約2週間でステッカーを郵送します。到着した
ら、店舗の目立つところにステッカーを掲示し、引き続き感染
症予防のための取組を実施してください。　＊1店舗につき1部
のみ（再発行不可）

コード

コード

区では、新型コロナウイルス感染症対策に取り組む店舗にステッカーを発行して
います。掲示することで、お客様に安心安全に取り組む店舗であることをPRできます。
[問合せ]産業振興課産業振興担当☎5608－6187

＊事業の概要は区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）

わく丸

コールセンターを開設しました 
新型コロナウイルス感染症

ワクチン接種に
関する電話相談窓口

事業者の皆さんへ

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
墨田区国民健康保険または、75歳以上で東京都後期高齢者医療制度の被保険者の方へ

受給には申請が必要です。
受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナ
ウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、
その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給しま
す(個人事業主・フリーランスは除く)。
[対象]次の全ての要件を満たす方 ▼墨田区国民健康保険または東京都後期高齢
者医療制度の被保険者である　 ▼給与等の支払いを受けている被用者である　

▼新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑
われ、療養のために労務に服することができない　 ▼労務に服することができ
ない期間について給与の全額または一部が支給されない [支給期間]労務に服す
ることができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服するこ
とができない期間 [支給額]直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労
日数で除した金額×2/3×日数　＊上限あり [適用期間]令和2年1月1日～3年
3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継
続する場合は、最長1年6か月まで）

墨田区国民健康保険の
被保険者

[問合せ]広域連合お問合せセンター
☎0570－086－519・℻0570－086－075
＊ 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）

[問合せ]国保年金課こくほ給付係
☎5608－6123

75歳以上で東京都後期高齢者医療制度の
被保険者

三遊亭 歌之介広告 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）
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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）

2 2021年（令和3年）2月21日



☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

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

[とき]4月～令和4年2月 (新型コロナウイル
ス感染症の影響により、変更する場合あり)　
＊8月を除く　＊曜日・時間等は下表のとお
り　＊公園会場は雨天等の場合、振替日に実
施 [内容]介護予防体操、脳トレ、体力測定等　
＊男性向けの会場あり [対象]区内在住の65歳
以上で、医師から運動を制限されていない方　

教室修了後は介護予防自主グループとしての継続をめざします
介護予防サポーターによる「げんき応援教室」(各会場全20回)

会場 曜日（原則） 時間 運動強度 定員
江東橋集会所（江東橋5－16－15） 第2・第4金曜日 ▼第1部＝午後1時半～2時半 弱め 各部10人

▼第2部＝午後3時～4時 普通

日進公園（亀沢3－24－3） 第1・第3火曜日 午前10時～11時　＊6月～9
月は午前9時半～10時半

普通 20人

業平公園（業平2－3－2） 第1・第3木曜日 午前10時～11時　＊6月～9
月は午前9時半～10時半

普通 20人

すみだ女性センター（押上2－12－7－
111）　＊男性向け

第1・第3金曜日 午前10時～11時 普通 15人

からたち児童遊園（京島3－10－19） 第1・第3水曜日 午前10時～11時　＊6月～9
月は午前9時半～10時半　

普通 15人

旧向島中学校（東向島4－18－9） 第1・第3月曜日 ▼第1部＝午前10時半～11
時半

弱め 各部15人

▼第2部＝午後1時半～2時半 普通

立花四丁目集会所（立花4－8－10） 第2・第4木曜日 ▼第1部＝午後1時半～2時半 弱め 各部15人

▼第2部＝午後3時～4時 普通

八広はなみずき高齢者支援総合セン
ター（八広5－18－23）　＊第1部は男
性向け

第2・第4水曜日 ▼第1部＝午前9時半～10時
半

普通 各部15人

▼第2部＝午前11時～正午

＊本教室未受講者を優先　＊ほかにも条件あり
[定員]各会場10人～20人(抽選)[費用]無料 [申
込み]教室名、希望する会場・運動強度、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3月16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　＊1人1会場のみ申込可

区の世帯と人口（2月1日現在）

世帯 15万5371（＋17）
人口 27万5524（－123）
男 13万6291（－43） ＊住民基本台帳による

女 13万9233（－80） ＊（　）内は前月比

ご注意ください
曳舟文化センター抽選会の
会場変更

曳舟文化センターの令和4年3月利用分の抽
選会は、会場を変更して実施します。なお、抽
選会および利用者登録等の詳細は区ホームペー
ジをご覧ください。
[抽選日時]3月1日(月 )午前9時　＊受け付け
は 午前8時半 ～ [ 抽選会場 ]区役所会議室
122(12階 )[問合せ]文化芸術振興課文化芸術
担当☎5608－6212

創業者を応援します
商工業融資「チャレンジ支
援資金」

　これから区内で開業される方や開業後5年
未満の区内中小企業者の資金需要に応えるた
め、区では「チャレンジ支援資金」の融資あっ
せんを行っています。詳細はお問い合わせく
ださい。
[融資限度額]1750万円 [利率]2.0％　＊うち
1.8％を区が補助 [返済期間]7年以内　＊据置
期間(12か月以内)を含む [申込み]随時、申込
用紙と必要書類を直接、経営支援課経営支援
担当 (区役所14階 )☎5608－6183へ　＊申
込用紙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

新しい仲間と一緒に活動を
老人クラブ

　高齢者が、仲間とともに住み慣れた地域で生
き生きと過ごすため、老人クラブでは、趣味や
誕生日会等の集まりだけでなく、健康づくりや
社会奉仕活動、多世代交流等を行っています。
現在区内には147の老人クラブがあり、1万人
以上の会員がいます。また、区内の老人クラブ
で組織する墨田区老人クラブ連合会では、例年
グラウンドゴルフ等の軽スポーツ大会や映画会、
旅行など多くの催しを開催しています。関心が
ある方は、お問い合わせください（なお、今年度
は、多くの事業が中止となっています）。
[対象]区内在住でおおむね60歳以上の方 [問合
せ]墨田区老人クラブ連合会事務局(区役所11
階)☎5608－6167・℻5608－6411　＊詳細
は墨田区老人クラブ連合会事務局
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) コード

緑と花があふれる「まち」へ
まちなか緑化

　区では、町会・自治会などの団体の皆さんに
よる、緑や花であふれた、潤いのある地域づく
りを支援するため「まちなか緑化」(緑と花のま
ちづくり推進地域事業)を推進しています。推
進地域(国や都の土地等を除く)には、区がプラ
ンターや花苗、用土等を無料で提供します。また、
花の種類や育てる時期などを決める計画づくり
や植栽・維持管理等を「緑と花のサポーター」が
支援します。緑化したいと考えている場所があり
ましたら、ぜひ、
ご相談ください。
[問合せ]環境保
全課緑化推進担
当(区役所12階)
☎5608－6208　

ご協力ください
区内企業等へのヒアリン
グ

　区では来月から、「新型コロナウイルス感染
症緊急対策資金」をご活用いただいた一部の区
内中小企業等へ、電話によるヒアリングを行い
ます。
　このヒアリングでは、新型コロナウイルス
感染症の急速な拡大により、人々の生活様式
や社会経済に１年近く影響が及ぶ中で、区内
企業等がお困りのことなどを確認するもの
です。
　ヒアリングから得られた情報は、今後の産業
振興施策の構築の検討などに活用します。ぜひ、
ご協力ください。
[ ヒアリング期間 ]３月１日～31日 [ 問合せ ]
経営支援課経営支援担当☎5608－6183

公益財団法人墨田区文化振興財団
☎5608−5404・錦糸1−2−3

トリフォニーホール
からのお知らせ

　新型コロナウイルス感染症と最前線で日夜戦う区内の医療従事者等の
皆さんへ感謝を込めて、トリフォニーホールの公演にご招待します。
[ 招待公演 ] ▼すみだ平和祈念コンサート2021＝3月10日（水）

▼分身ロボット「OriHime」と聴くクラシックコンサート＝3月15日（月）

▼生オケ・シネマ チャップリン「街の灯」＝3月17日（水）　 ▼新日本フィ
ル定期演奏会ルビー＝3月26日（金）・27日（土）　ほか　＊対象となる公

区内の医療従事者等の皆さんへ

新型コロナウイルス感染症対策のため、ご来場の際は事前に、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。

演と開演時間等の詳細は、すみだトリフォニーホールのホームページを
参照 [対象]区内在住在勤で、医療機関等で働いている方とその家族 [定
員]各10組20人（抽選）[入場料]無料 [申込み]すみだトリフォニーホー
ルのホームページの応募フォームから各申込期限までに申込
み(右のコードを読み取ることでも接続可)

コード

「Music & Art for BLUE」トリフォニーホール&新日本フィル公演へご招待
　

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
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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

健
康
・
福
祉

背骨コンディショニング(腰痛・
肩こり等でお悩みの方)の体験

2月26日～3月26日の毎週
金曜日午後1時～2時

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内肩こり・坐
ざこ つ
骨神経痛の改善プログラム　対18歳以上の方　定各回

先着8人　費1回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

ユートリヤで健康な体になろう！
(3月)

▼ 太極拳＝3月4日 (木 )・
18日 (木 )午後1時～2時　

▼ ヨーガ＝3月8日(月 )・
29日(月)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日のみの受講も可　対16歳以上の方　
定各先着15人　費各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

男性介護者教室〝ケアＭＥＮすみ
だ〞「座談会」

3月4日(木)午後1時半～3
時

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内お茶を飲みながらの意見交換・座談会　対区内在住の男性　費無
料　申事前に教室名・住所・氏名・電話番号を、電話またはファクスで、
なりひら高齢者支援総合センター☎5819－0541・℻  5819－3185
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)

3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

点訳体験講座 3月6日(土)午後
2時～3時

すみだボランティアセ
ンター(東向島2－17－
14)

内点訳の体験　＊講習会参加者の募集は別途実施　対講習会の受講を
検討中の方、点訳に関心がある方　＊講習会の詳細は申込先へ　定先着
15人　費無料　申2月22日午前9時から、すみだボランティアセンター
☎3612－2940へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時半
(祝日は除く)

みどりコミュニティカフェ 3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、折り紙等　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

がん相談会「がんサロンSAKURA」3月13日(土)午後2時～4
時

区役所会議室131(13
階)

内「がんと共に生きる」をテーマに、参加者同士で語り合う　＊個別相
談あり　対がん患者とその家族　定先着20人　費無料　申事前に住
所・氏名・電話番号・同伴者の氏名を、電話またはEメールでNPO法
人在宅ホスピスボランティアきぼう☎5669－8302・ info@
volunteer-kibou.orgへ　問本所保健センター☎3622－9137

第29回体力測定 3月14日(日)午前10時半～
11時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内ストレッチ、握力・上体起こし・反復横跳びの測定など　＊新規利
用者は測定終了後に初回講習会あり　対高校生以上　定先着15人　
費240円(トレーニング室利用料)　持運動着、室内用の運動靴、飲物　
申事前に本所地域プラザ☎6658－4601へ　＊受け付けは午前9時～
午後8時(2月15日は休館) 

手話体験講座 ▼ 3月16日(火)午前10時～
11時　 ▼3月17日(水)午後
6時45分～7時45分

▼3月16日＝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 )　 

▼ 3月17日＝すみだ
ボランティアセンター
(東向島2－17－14)

内手話の体験　対手話に関心がある方　＊子ど
もの同伴は不可　定各日先着15人　費無料　
申2月22日午前9時から電話で、すみだボランティ
アセンター☎3612－2940へ　＊受け付けは月
曜日～金曜日の午前9時～午後5時半(祝日は除
く)

子
育
て
・
教
育

子ども水泳教室「幼児水慣れ・
水遊び教室」「小学生水慣れ教室」　
「小学生クロール息継ぎ特訓教
室」(各教室全3回)

▼ 幼児水慣れ・水遊び教
室＝3月4日～18日の毎週
木曜日午後3時～3時50分　

▼小学生水慣れ教室＝3月
7日～28日の日曜日の午前
9時半～10時20分（3月21
日を除く）　 ▼小学生クロー
ル息継ぎ特訓教室＝3月7
日～28日の日曜日午前10
時40分～11時半（3月21
日を除く）

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対／定 ▼幼児水慣れ・水遊び教室＝4歳以上の未就学児／先着15人　

▼小学生水慣れ教室＝1人でプールに入ることができる小学生／先着7
人　 ▼小学生クロール息継ぎ特訓教室＝バタ足で5ｍ泳げる小学生／
先着7人　費各教室3300円　申2月22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

仕
事
・
産
業

まちのかばんやさん　すみっこ
すみだのものづくり

2月26日 (金 )～3月17日
(水 )の午前10時～午後6
時、3月27日 (土 )・28日
(日)午前11時半～午後4時　
＊3月27日・28日は小雨
決行、荒天中止

▼2月26日～3月17日
＝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) 

▼3月27日・28日＝ふ
くろう360°(向島1－
23－3東京ミズマチ
イーストゾーンＥ01・
WISE OWL HOSTELS 
RIVER TOKYO内)

内区内の作家による革製品の展示・即売　費無料　＊購入費は自己負
担　申期間中、直接会場へ　問 ▼ 産業振興課産業振興担当☎5608－
1437　 ▼丸ヨ片野製鞄所☎6279－8991

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」

3月31日(水)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

日曜成人水泳教室「背泳ぎマス
ター教室」(全3回)

3月7日～28日の日曜日午
後2時15分～3時5分　＊3
月21日を除く

対クロールで泳げる16歳以上の方　定先着10人　費3300
円　申2月22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

区民体育大会「少年
野球大会」

4月4日～6月13日の日曜
日・祝日　＊5月3日～5日
を除く

隅田公園少年野球場
(向島5－6－13)ほか

費1チーム2万円　申費用を持って直接、3月7日午前9時～11時に隅
田公園少年野球場へ　問墨田区少年野球連盟事務局 苅谷裕子☎090－
3960－1129　＊代表者会議を3月13日(土)午後6時半から、すみだ
生涯学習センター(東向島2－38－7)で実施(受け付けは午後6時～)

ユートリヤで健康な体になろう！

男性介護者教室〝ケアＭＥＮすみ

3月6日(土)午後

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

☎ ＝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

4 墨田区のお知らせ 2021年（令和3年）2月21日




