
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、住居確保給付金、「ストップ！新型
コロナウイルス感染症を理由とする差別」2面 新型コロナウイルス

感染症の関連情報

[対象]令和3年4月1日現在、区内在住の小学校3年生～
5年生で、4月29日に開催するワークショップ・任
命式と今後予定する活動に2回以上参加できる方　
＊活動には保護者の送迎が必要 [任期]令和4年3
月31日まで [定員]10人程度（抽選）[費用]無料　
＊各会場・活動場所までの交通費は自己負担 [応
募方法]4月11日までに区ホームページ
内の応募フォームから申込み（右のコー
ドを読み取ることでも接続可）

第 4期生　募集案内

子どもPR大使の活動の様子や関連動
画を見ることができます（右のコード
を読み取ることでも接続可）。 コード

コード

[内容]▶表現力をみがくワークショップ＝ミュージカル・演劇の脚本家・演出家とし
て活躍する天野まり氏（劇団M.M.C所属）からコミュニケーション力アップのコツを学
ぶ　▶墨田区長による任命式　＊保護者の見学スペースあり（途中入退場も可）　＊新
型コロナウイルス感染症の影響で中止または延期の場合あり

ワークショップ・任命式  4月29日 (祝 ) 午後 0時 45分～ 4時

ワークショップや活動の様子は、動画や写真で記録し、区
ホームページや区公式 SNS、広報番組のほか、外部メディア ( 新聞、テレビ、雑誌
等 ) などでも使用する場合があります。併せて、参加者の氏名、学校名、学年なども
掲載する場合がありますので、ご承諾の上、お申し込みください。

主な活動（予定）
▶すみだまつりこどもまつり（10月）　▶明治大学等のワー
クショップ（秋以降）　など年度内に10回以上の活動あり

保護者の方へのお願い
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令和3年度
小学校3年生～5年生対象

任命式で区長と一緒に

1墨田区のお知らせ2021年（令和3年）3月21日

墨田区のお知らせ

https://www.city.sumida.lg.jp/発行 ： 墨田区（広報広聴担当）☎5608－1111代表　〒130－8640墨田区吾妻橋一丁目23番20号

2021 年　3/21（令和 3年）

◆2面以降の主な内容
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染症の関連情報等
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鷲尾麻衣

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

資源の有効活用にご協力を
古着・金属製調理器具などの回収とフードドライブの年間予定

　ご家庭で不用になった古着や
金属製調理器具などの回収を来
年度も実施します。同時に、ご
家庭で余っている食料品等を回
収するフードドライブも実施し
ます。
[年間予定]右表のとおり [回収
品目]古着、靴、ぬいぐるみ、金
属製調理器具、食料品　＊詳細
は問い合わせるか、区ホームペー
ジを参照(右下のコードを読み
取ることでも接続可)[対象]区
内在住の方　＊事業者を除く
[持込方法]それぞれ別の袋に入
れて当日直接会場へ [問合せ]
すみだ清掃事務所分室
☎3613－2228

月 とき／会場
4月 ▶17日(土)／業平公園(業平2－3－2)　▶18日(日)／白鬚公園(墨田1－4－42)
5月 ▶8日(土)／八広公園(八広5－10－14)　▶22日(土)／緑と花の学習園(文花2－12－17)　▶23日(日)／すみ

だ清掃事務所(業平5－6－2)
6月 ▶6日(日)／区総合体育館屋外駐車場(錦糸4－15－1・錦糸公園内)　▶19日(土)／白鬚公園(墨田1－4－42)　

▶20日(日)／区役所１階正面玄関前
9月 ▶25日(土)／ひいらぎ公園(八広1－16－11)　▶26日(日)／みどりコミュニティセンター(緑3－7－3)
10月 ▶9日(土)／若宮公園(本所2－2－19)　▶23日(土)／中和公園(菊川1－18－25)　▶24日(日)／東あずま公園(立

花2－32－12)
11月 ▶7日(日)／八広公園(八広5－10－14)　▶20日(土)／白鬚公園(墨田1－4－42)　▶21日(日)／すみだ清掃事

務所(業平5－6－2)
12月 ▶18日(土)／業平公園(業平2－3－2)　▶19日(日)／区役所１階正面玄関前
令和4年
1月

▶22日(土)／みどりコミュニティセンター(緑3－7－3)　▶23日(日)／若宮公園(本所2－2－19)

2月 ▶19日(土)／ひいらぎ公園(八広1－16－11)　▶20日(日)／中和公園(菊川1－18－25)
3月 ▶19日(土)／緑と花の学習園(文花2－12－17)　▶20日(日)／東あずま公園(立花2－32－12)
注 時間はいずれも午前9時～午後2時です。
注 上記の日程や場所が変更になる場合は、随時、本紙や区ホームページでお知らせします。
注  白鬚公園での回収場所は、スポーツプラザ梅若(墨田1－4－4)の裏です。隅田川沿いの都立東白鬚公園と間違えやすいのでご注意ください。コード

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染者や医療従事者、その家族等に対する様々
な差別的扱いが社会問題になっています。例えば、感染を理由に会社を解雇されたり、勤
務先の病院で感染者が出たことを理由に子どもの保育園等の利用を拒否されたりするなど
です。こうした偏見や差別は決して許されません。
　「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が2月13日に施行され
ました。この改正では、感染者や医療従事者、その家族等の人権が尊重され、差別的扱いを
受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられています。区では、
今後も差別的扱い等を防止するため、関係機関と連携して啓発活動を行っていきます。

　離職者等で就業意欲がある方のうち、住居を失った、
または失いかねない方に一定期間、求職活動を条件と
して家賃相当額(上限あり)を支給します。受給を終
了した方も、2月1日から再申請ができるようになりま
した。再申請の期限は3月31日です。なお、解雇された
方で対象となる方は、今回の期限が過ぎても再申請が
できます。詳細は電話でお問い合わせください。
[対象]申請日において離職・廃業から2年以内の方、
または個人の責に帰すべき理由・都合によらない勤
務時間・就労機会の減少により、収入が減少した方　
＊そのほか収入・資産等の要件あり[支給期間]原則3
か月(令和2年度中に新規申請し受給を開始した方のみ
最長12か月まで延長可)　＊要件等の制度の詳細や必
要書類については、問い合わせるか、区ホームページを
参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

受給を終了した方の再申請は3月31日までです
住居確保給付金

[問合せ]くらし・しごと相談室すみだ(区役所3
階・生活福祉課内）☎5608－6289 コード

みんなの人権110番
☎0570－003－110

[とき]月曜日～金曜日の午前8時半～午後
5時15分（祝日・年末年始を除く）
＊電話以外でも相談可／詳細は法
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）

[問合せ]人権同和・男女共同参画課人権同和担当☎5608－6322　＊相談機関
等の詳細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）

ストップ！ 新型コロナウイルス感染症を理由とする差別

差別等の人権侵害を受けた方へひとりで悩まずご相談ください

コード

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

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

墨田区新型コロナ
ワクチン接種広報
大使「わく丸」

　　

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、3月11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

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
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国語、韓

かんこくご
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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)

墨田区後遺症相談センター☎5608－1443
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)

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医療機関をご案内します。

電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。

＊ 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

コード

法律・人権相談（対面相談・予約制）
すみだ区民相談室（区役所1階）ところ

[とき]月・水・金曜日の午前10時～11時
半・午後1時～4時のうち1回30分　＊祝日・
年末年始を除く [申込み]事前に、すみだ区
民相談室☎5608－1616へ

コード

後遺症にお悩みの方の相談先新設しました

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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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

ご意見ありがとうございました
令和3年度墨田区食品衛生
監視指導計画案

皆さんからお寄せいただいたご意見等の概要
と区の考え方を閲覧できます。
[閲覧期間／閲覧場所]3月31日(水)まで／生活

区の世帯と人口（3月1日現在）

世帯 15万5448（＋77）
人口 27万5492（－32）
男 13万6201（－90） ＊住民基本台帳による

女 13万9291（＋58） ＊（　）内は前月比

すみだのものづくりをご自宅で
「すみだモダン×スタイル
ストア」特設サイト

区では、すみだらしさがあふれる優れた産品を「す
みだモダン」として認証し、国内外へPRすることで、
すみだの知名度向上とイメージアップを図ってい
ます。この度、すみだの魅力をさらに広く発信する
ため、インターネットショップ「スタイルストア」
内にすみだモダン特設サイトを開設しました。特
設サイトでは、区内事業者へのインタビューや、
商品紹介、産業支援施設「SHOP&WORKSHOP す
みずみ」の紹介などを掲載しています。ぜひ、ご覧
ください。
[問合せ ]産業振興課産業振興担当☎5608－
6188　＊詳細
は、「スタイル
ストア」内のす
みだモダン特
設サイトを参
照（下のコード
を読み取るこ
とでも接続可）

内容 4月1日からの定員
定期利用保育（1歳児・
2歳児)

24人　 ＊変更前 は22人　
＊0歳児は変更なし

一時預かり 当日、定期利用保育に空き
がある人数に加え6人

ご注意ください
曳舟文化センター抽選会

曳舟文化センターは現在、大規模修繕工事に
より休館しているため、令和4年4月～6月利用
分の抽選会は、会場を変更して実施します。なお、
抽選会や利用者登録等の詳細は区ホームページ
をご覧ください。
[抽選会日時] ▼ 4年4月利用分＝3年4月1日（木）

▼4年5月利用分＝3年5月6日（木）　 ▼4年6月利
用分＝3年6月1日（火）　＊いずれも午前9時～（受
け付けは午前8時半～）[抽選会場]すみだ生涯学
習センター(東向島2－38－7)[問合せ]文化芸
術振興課文化芸術担当☎5608－6212

ぜひ、ご利用ください
文花子育てひろばの一時預
かりひととき保育

4月1日から、文花子育てひろば（文花1－20－
7）で一時預かりひととき保育を開始します。利
用には、事前登録が必要です。詳細は、文花子育
てひろばのホームページをご確認ください（下の
コードを読み取ることでも接続可）。
[問合せ]文花子育てひろば☎6661－
8177

4月1日から定員が増えます
両国子育てひろばの定期利
用保育・一時預かり

4月1日から、両国子育てひろば保育室（横網
1－2－13・ヒューリック両国リバーセンター内）
で実施している定期利用保育と一時預かりは、
下表のとおり定員が増えます。詳細は、両国子育
てひろばにお問い合わせください。
[問合せ]両国子育てひろば☎3621－6525

ご利用ください
無料耐震相談

区では、木造住宅や非木造建築物の耐震性に不
安がある方を対象に、専門家による現地調査・質
疑応答・報告書の提出を行う無料耐震相談を実
施しています。また、耐震診断・耐震改修助成等
の助成金に関する相談も受け付けています。ぜひ、
ご利用ください。
[費用]無料 [申込み]随時、電話で防災まちづく
り課不燃化・耐震化担当☎5608－6269へ

衛生課(区役所5階)、区民情報コーナー(区役所
1階)　＊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 [問合せ]生活
衛生課食品衛生係☎5608－6943

コード

コード
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 ☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

2021年（令和3年）3月21日

☎ ＝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

ふくの会(なりひら認知症家族
会)

4月3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

高齢者転ばない体づくり体操教
室(全5回)

4月8日～5月13日の木曜日
午後3時～5時　＊4月29日
を除く

梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内)

対区内在住の60歳以上で、医師から運動を制限されていない方　＊初
参加者を優先　定12人(抽選)　費無料　申3月22日～26日の午前9
時～午後5時に梅若ゆうゆう館☎5630－8630へ

ラジオ体操教室(全
4回)

4月16日～5月7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)

内ラジオ体操の基本を学ぶ 対区内在住の60歳以上で、全日程参加
できる方　定12人(抽選)　費無料　申3月27日までに、すみだ福祉
保健センター☎5608－3721へ

要介護状態にならないために「ら
くらく水中ウォーク教室」(全12
回)

5月10日～7月26日の毎週
月曜日午後1時半～3時

ルネサンス両国(両国
2－10－14)

内温水プールでのウォーキング・バランス運動　対介護保険の要介護
認定で要支援1・2と認定された方、基本チェックリストで事業対象者と
判定された方　＊ほかにも要件あり　定先着10人　費4800円　申3
月22日から担当の介護支援専門員または各高齢者支援総合センターへ　
＊受け付けは4月16日まで　問高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

子
育
て
・
教
育

子ども水泳教室「幼児水慣れ・
水遊び教室」「小学生クロール息
継ぎ特訓教室」「小学生クロール
25m完泳教室」(各教室全3回)

▼幼児水慣れ・水遊び教室
＝4月8日～22日の毎週木
曜日午後3時 ～3時50分　

▼小学生クロール息継ぎ特
訓教室＝4月11日～25日の
毎週日曜日午後0時50分～
1時40分　 ▼小学生クロー
ル25m完泳教室＝4月11
日～25日の毎週日曜日午後
2時～2時50分

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　

▼小学生クロール息継ぎ特訓教室＝バタ足で5ｍ泳げる小学生／先着
10人　 ▼小学生クロール25m完泳教室＝クロールで12.5m泳げる小
学生／先着10人　費各教室3300円　申3月22日午前9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

ひがしんビジネスフェア2020
オンライン

3月24日 (水 )～6月30日
(水)

参加者の自宅等　＊東
京東信用金庫のホーム
ページで開催

内オンラインでの企業・製品の紹介、製品販売、ビジネスマッチング
等　費無料　＊通信料・購入費は自己負担　申期間中、直接、東京東
信用金庫のホームページへ（左のコードを読み取ることでも接続可）　
問 ▼ 東京東信用金庫地域支援部☎5610－1129　 ▼産業振興課産業
振興担当☎5608－6186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

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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☎ ＝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

健
康
・
福
祉

知的障害のある方が、仲間を作
り、社会生活のルールを学ぶ「す
みだ教室」

【活動期間】5月16日～令和4年2月6日の原則毎月第1・3
日曜日午前9時半～午後3時　＊ボランティアは午後3時
半まで　【活動場所】本所中学校(東駒形3－1－10)ほか

選面接　＊面接日は後日通知　申申込書を直接または郵送で4
月5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)☎5608－6503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

▼受講生の募集 対区内在住在勤の65歳以下で知的障害のある、次の全ての
要件を満たす方 ▼義務教育課程を修了した(高校等に在学
中の方を除く)　 ▼医療管理や介護を必要としない　 ▼団
体行動ができる　 ▼自宅と会場を1人で往復できる　 ▼全
日程参加できる　 ▼愛の手帳3度～4度に相当する

【募集数】若干名　費無料　＊教材費等は自己負担

▼ボランティアの募集 対18歳以上で障害者教育に関心がある方　＊高校生を除く ＊謝礼あり

仕
事
・
産
業

特別区職員Ⅰ類(大学卒程度)
【一般方式】の募集

＊下記以外の資格でも受験できる場合あり　＊資格・免
許は令和4年3月31日までに取得・登録見込みも可　＊募
集内容の詳細は採用試験案内を参照

【一般方式における採用予定数】 ▼事務＝874人程度　 ▼土木造
園(土木)＝53人程度　 ▼土木造園(造園)＝8人程度　 ▼建築＝
53人程度　 ▼機械＝13人程度　 ▼電気＝13人程度　 ▼福祉＝
114人程度　 ▼心理＝24人程度　 ▼衛生監視(衛生)＝29人程
度　 ▼衛生監視(化学)＝5人程度　 ▼保健師＝111人程度　【土
木・建築新方式における採用予定数】 ▼土木造園(土木)＝9人程
度　 ▼建築＝6人程度　【第１次試験日】5月2日(日)　【採用試験
案内の配布場所】各区役所、特別区人事委員会事務局(千代田区
飯田橋3－5－1・東京区政会館内)　＊墨田区では職員課(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・コ
ミュニティ会館等で配布　申4月5日午後5時(受信有効)までに
特別区人事委員会採用試験情報のホームページから申込み　＊ス
マートフォンからも申込可　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　＊事務については、点字による受験も可　＊詳細は特別
区人事委員会採用試験情報のホームページを参照

▼事務、土木造園(土木)、土
木造園(造園)、建築、機械、
電気

対日本国籍を有し、平成2年4月2日～平成12年4月1日に
生まれた方

▼福祉 対平成4年4月2日～平成12年4月1日に生まれ、社会福祉
士もしくは児童指導員の資格を有する方、または保育士の
資格を有し、都道府県知事の登録を受けている方　＊国籍
は不問

▼心理 対昭和57年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大
学(短期大学を除く)の心理学科を卒業した方、またはこれ
に相当する方　＊国籍は不問

▼衛生監視(衛生)、衛生監視
(化学)

対日本国籍を有し、平成4年4月2日～平成12年4月1日に
生まれた方　＊衛生監視(衛生)は食品衛生監視員および
環境衛生監視員の両資格を有する方

▼保健師 対昭和57年4月2日～平成12年4月1日に生まれ、保健師
の免許を有する方　＊国籍は不問

特別区職員Ⅰ類(大学卒程度)
【土木・建築新方式】の募集

種土木造園(土木)、建築　対日本国籍を有し、平成2年4
月2日～平成12年4月1日に生まれた方

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

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

ちょっと楽しいスポーツ教室
〝ニュースポーツ(ミニテニス、
ラージ卓球、ビーチボールバレー
等)を体験しよう〞(各会場全14
回予定)

4月～令和4年3月の土曜日
午後2時～4時　＊日程の詳
細は各申込先へ

▼第四吾嬬小学校(京
島3－64－9)　 ▼外手
小学校 (本所2－1－
16)

対区内在住在勤で20歳以上の方　定各会場30人(抽選)　費各会場

▼64歳以下＝4200円　 ▼65歳以上＝3550円　＊いずれも保険料込み　
申電話で3月30日までに ▼第四吾嬬小学校の希望者＝スポーツドアあず
ま事務局☎3617－9002へ　 ▼外手小学校の希望者＝両国倶楽部事務局
☎3622－5181へ　問スポーツ振興課スポーツ振興担当☎5608－6312

体験してみませんか「たのしい
運動教室」

4月1日（木）～6月30日（水）　
＊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)

内 ▼大人クラス＝ヨガ・太極拳・大人のカンフーなど全18教室

▼子どもクラス＝カンフー・こども運動教室・チアダンスなど全10教
室　定各教室8人～2 0人　費各教室体験1回1100円　＊体験以降
は残り回数×1100円　申事前にスポーツプラザ梅若☎5630－8880
へ　＊内容や対象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

日曜成人水泳教室「クロールマ
スター教室」(全3回)

4月11日～25日の毎週日曜
日午前11時半～午後0時20
分

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対バタ足で7ｍ泳げる16歳以上の方　定先着10人　費3300円　申3
月22日午前9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「弓道大会」 4月18日(日)午前9時～午
後5時　＊受け付けは午前8
時半～

弓道場 ( 江
東橋4－1－
3)

種個人(男女別)　対区内在住在勤在学の方　＊東京都学生弓道連盟の
加入者を除く　費無料　持弓道衣、弓具　申住所・氏名・性別・電話番
号を、郵送で4月12日(必着)までに墨田区弓道連盟 武井省吾(〒130－
0014亀沢3－12－4)へ　問墨田区弓道連盟 村川利夫☎3612－7887

区民体育大会「アーチェリー大
会」

4月18日 (日 )午前9時45
分～午後5時　＊受け付け
は ▼20mダブル＝午前9時
15分～　 ▼30mダブル＝
午後0時半～

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

種20ｍダブル・30ｍダブル(男女別)　費無料　申種別・住所・氏名・
年齢・電話番号を、ファクスまたはEメールで4月4日午後6時までに
墨田区アーチェリー協会事務局☎3625－1874・℻  3625－1860・
active-okayasu@lily.ocn.ne.jpへ　＊Eメールでの申込みの場合、

件名に「区民体育大会」と明記

イ
ベ
ン
ト

第14回すみだNPOフェスティ
バルwith「SDGsフォーラム」〝楽
しく、豊かな未来をめざそう！〞

3月28日(日) ▼団体の活動
紹介＝午前11時～午後1時　

▼フォーラム＝午後1時半～
4時

▼会場での参加＝すみ
だ生涯学習センター
( 東向島2－38－7)　

▼自宅等での参加＝参
加者の自宅等(オンラ
イ ン 会議 シ ス テ ム
「Zoom」を使用)

内区内で活動する様々なNPOや地域団体の活動紹介、「すみだから
はじまる新型コロナ時代のSDGs(持続可能な開発目標)」をテーマと
したフォーラム　費無料　＊通信料は自己負担　申事前に、すみだ
NPO協議会のホームページから申込み(左のコードを読み取るこ
とでも接続可) 問地域活動推進課まなび担当☎5608－6202

区
政
そ
の

他

iU 情報経営イノベーション専門
職大学入学式・記念演奏会

4月1日(木)午後2時半～4
時20分

すみだトリフォニー
ホール(錦糸1－2－3)

内 iU 情報経営イノベーション専門職大学入学式と、ロックバンド「少
年ナイフ」による演奏会　対区内在住の方　定先着30人　費無料　
申3月21日午前9時からiU 情報経営イノベーション専門職大学のホー
ムページの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)　問 ▼ 情報経営イノベーション専門職大学☎5655－1555　

▼行政経営担当☎5608－6230

コード

コード

＝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。
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