
☎ ＝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、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。

＝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

暮
ら
し

宅地建物取引士による無料相談
（不動産取引一般）

4月2日（金）・9日（金）午後
1時～3時　＊原則、毎週金
曜日に開催（4月30日、祝
日・年末年始を除く）

すみだ区民相談室（区
役所１階）

申当日直接会場へ　＊正午から整理券を配布　問 ▼すみだ区民相談室
☎5608－1616　 ▼東京都宅地建物取引業協会墨田区支部☎3622－
1221

行政書士によるくらしと事業の
手続き無料相談（許認可申請、コ
ロナ関連補助金申請、ビザ申請、
遺言・相続手続等）

4月6日（火）・13日（火）午
後1時～4時　＊原則、毎週
火曜日に開催（祝日・年末
年始を除く）

区役所1階区民相談
コーナー

申当日直接会場へ　問 ▼ すみだ区民相談室☎5608－1616　 ▼東京
都行政書士会墨田支部☎080－3596－7830

社会保険労務士による無料相談
（各種年金・労務管理等）

4月7日（水）・21日（水）午
後1時～4時半　＊原則、毎
月第1・第3水曜日に開催
（祝日・年末年始を除く）

申当日直接会場へ　問 ▼ すみだ区民相談室☎5608－1616　 ▼東京
都社会保険労務士会墨田支部☎5638－6080

司法書士による無料法律相談（不
動産や会社の登記、相続、遺言、
成年後見等）

4月8日（木）・15日（木）午
後2時～4時　＊原則、毎週
木曜日に開催（祝日・年末
年始を除く）

すみだ区民相談室（区
役所１階）

申当日直接会場へ　＊午後1時から整理券を配布　問 ▼すみだ区民相
談室☎5608－1616　 ▼東京司法書士会墨田・江東支部☎3635－
1900

絵手紙教室（全6回） 4月～9月の毎月第3日曜日
午後1時半～3時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内季節の果物などを題材に絵手紙を描く　対中学生以上　定先着20
人　費 3000円　申 4月2日から八広地域プラザ☎6657－0471へ　
＊受け付けは4月14日までの午前9時～午後8時

吾嬬の里 料理教室「季節感を取
り入れた家庭料理で食卓を充実
させよう」（全6回）

4月22日、5月27日、6月24
日、7月29日、8月26日、9
月30日いずれも木曜日午前
10時～午後1時

対16歳以上の方　定先着12人　費6000円（材料費込み）　
持エプロン、三角巾（バンダナも可）、布巾、ハンドタオル　
申4月2日から八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け
付けは4月18日までの午前9時～午後8時

吾嬬の里 楽しい菜園体験（キュ
ウリ、ゴーヤ、ナス、トマト、ジャ
ガイモの植付け）

4月24日（土）・25日（日）、5
月1日（土）・2日（日）から1日
を選択　＊天候により変更
の可能性あり（日程の詳細は
申込先へ）

内吾嬬の里の畑で夏野菜を育てる　＊随時手入れを行い7月～8月に
収穫予定　定各苗先着10人　費各苗500円　持手袋、タオル　＊動
きやすい服装で参加　申 4月2日から八広地域プラザ☎6657－0471
へ　＊受け付けは植付け希望日の前日までの午前9時～午後8時（4月
19日は休館）

健
康
・
福
祉

健康体力づくり教室「ゆるやか
ヨガ・健美操」（各教室全8回）

4月7日～6月2日の水曜日

▼ゆるやかヨガ＝午前9時
45分～10時45分　 ▼健美
操＝午前11時～正午　＊5
月5日を除く

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2550円　＊体験は
1回510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

弁護士による権利擁護法律相談 4月15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）

内判断能力が十分ではない方への権利擁護法律相談、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 

「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

4月19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8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

ひきこもりの当事者とその家族
を応援する「すみだみんなのカ
フェ(居場所)」

4月22日 ( 木 )、5月20日
(木)、6月17日(木)午前10
時半～正午

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内講座とグループワーク　【テーマ】「ひきこもりと医療のつながり」「ひ
きこもりとは」「親子のコミュニケーション」等　対区内在住在勤在学で、
ひきこもり状態の方やその家族　定各日先着15人　費無料　申事前
に電話で保健予防課精神保健係☎5608－6506へ

手話通訳者の養成講座 亀沢のぞみの家（亀沢
4－18－11）

対区内在住在勤の20歳以上で、次の全ての要件を満たす方 ▼手話講
習会上級コースを修了している、または、同等の技量を有している　

▼手話通訳士の資格を有していない　 ▼墨田区以外の地域で登録通訳
者として活動していない　申申込書を郵送またはファクスで各申込
期限（消印有効）までに墨田区障害者団体連合会事務局（〒130－0014
亀沢4－18－11）☎・℻  3624－3154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　問 ▼墨田区障害者団体連
合会事務局　 ▼障害者福祉課障害者給付係☎5608－6163

▼墨田区手話通訳者養成ス
テップアップ講座（全2回）

5月6日（木）・13日（木）午
前10時～正午

内区の登録手話通訳者として活動するための意識づくり、地域の聴覚
障害者との交流　定10人程度（抽選）　費無料　【申込期限】4月14日

▼墨田区手話通訳者養成講座
（全35回）

5月27日～令和4年2月24
日の木曜日午前10時～正午
＊日程の詳細は申込先へ

定 10人程度（選考）　＊面接および技能確認を5月20日（木）午前10時
から亀沢のぞみの家で実施　費無料　＊教材費は自己負担　【申込期
限】5月13日

身体障害者向け「癒やしのヨガ
＆ストレッチ教室」（全4回）

5月7日～28日の毎週金曜
日午後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4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

〝ずっと元気でい
るために〞介護予
防のための「元気
もりもり教室」（各
部全12回）

5月11日～8月3日の火曜日

▼第1部＝午後1時半～2時
半　 ▼第2部＝午後3時～4
時　＊日程の詳細は申込先
へ

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内健康体操（運動強度は ▼第1部＝中　 ▼第2部＝やや強め）、脳トレー
ニングなど　対区内在住の65歳以上で、医師から運動を制限されてい
ない方　＊初参加者を優先　＊ほかにも要件あり　定各部24人（抽選）　
費無料　申教室名・希望の部・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4月27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

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）

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

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
（事務補助）

内会議資料の印刷、イベント物資の整理等　【雇用期間】6
月1日～11月30日　【募集数】1人　選書類選考　＊必要
に応じて面接も実施

申採用選考受験申込書を直接または郵送で4月23日（必着）ま
でに〒130－8640文化芸術振興課文化行事担当（区役所14階）
☎5608－6181へ　＊採用選考受験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

特別区立幼稚園（大田区・足立区
を除く）教員採用候補者の募集

対昭和62年4月2日以降の生まれで、幼稚園教諭普通免許
状を有する方　＊令和4年4月1日までに取得見込みの方を
含む　【第1次選考（筆記試験）実施日】6月20日(日)　＊詳
細は選考案内を参照　【選考案内・申込書等の配布場所】申
込先、各区教育委員会事務局（墨田区では問合せ先）　＊特
別区人事・厚生事務組合のホームページからも出力可

申申込書等を郵送で5月7日(消印有効)までに特別区人事・厚生
事務組合教育委員会事務局人事企画課採用選考担当（〒102－
0072千代田区飯田橋3－5－1東京区政会館17階）☎5210－
9857へ　＊特別区人事・厚生事務組合のホームページからも申
込可（5月7日午後5時受信分まで）　問教育委員会事務局指導室
（区役所11階）☎5608－6307

区
政
そ

の
他

〝ふるさと納税×クラウドファン
ディング〞令和3年度「すみだの
夢応援助成事業」助成希望事業
の募集

内ふるさと納税を活用して資金調達を行う地域活性化事業
の募集　＊採択された事業の実施団体は手数料なしで、ふ
るさと納税ポータルサイトでのクラウドファン
ディングに挑戦　対区内で実施する事業で、地
域のニーズや社会的意義のあるもの

申事前に申込先へ相談の上、申込書類を直接または郵送で4月
21日(必着）までに〒130－8640地域活動推進課まなび担当（区
役所14階）☎5608－6202へ　＊詳細は問い合わせるか、募集
要項を参照　＊募集要項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（左のコードを読み取ることでも接続可）

＝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 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

仕
事
・
産
業

HACCPサポート講習会 4月12日（月）午前10時～
11時半　＊受け付けは午前
9時半～

区役所会議室131（13
階）

内食品衛生法の改正に伴うHACCP義務化についての講義、「衛生管理
計画」の作成　対区内の飲食店などの事業者　定先着50人　費無料　
申事前に店舗の住所・名称・電話番号、参加人数を、電話またはファ
クス、 Eメールで生活衛生課食品衛生係☎5608－6943・℻  5608－
6405・ SEIKATUEISEI＠city.sumida.lg.jpへ　＊詳細は区ホーム
ページを参照

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」

4月30日（金）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1組＝
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

区民体育大会「グラウンド・ゴ
ルフ大会」

4月17日 (土 )午前9時15
分～午後2時　＊受け付けは
午前8時20分～　＊雨天の
場合は4月24日(土）に延期

錦糸公園野球
場（ 錦糸4－
15－1）

対区内在住在勤在学の方　定先着96人　費 500円　申事前に電話で
墨田区グラウンド・ゴルフ協会事務局 宮澤哲男☎090－3222－
5364へ　＊受け付けは4月9日までの午前10時～午後5時

東京2020大会100日前記念 墨
田区オリンピック・パラリンピッ
ク地域協議会未来枠主催「ワー
ルドおにぎりフェスタ 世界の料
理をおにぎりにしてみよう〝ボリ
ビア編〞」

4月18日（日）午前10時～正
午

参加者の自宅等　＊オ
ンライン会議システム
「Zoom」を使用

内区がホストタウンであるボリビア多民族国の文化などを学ぶとともに、
ボリビア料理をおにぎりにする　対区内在住在学の小学校2年生～4年
生とその保護者で、自宅等からZoomで参加できる方　定先着20組
40人　＊2人1組　費無料　＊通信料・食材費は自己負担　＊後日参
加者に送付する2種類のレシピから、食物アレルギーの有無等を考慮し
てレシピを1つ選択し食材を各自で準備　申事前に住所、児童の氏名（フ
リガナ）・学年（年齢）・学校名、保護者の氏名・児童との関係、電話番号
を、Eメールで墨田区オリンピック・パラリンピック地域協議会事務局（オ
リンピック・パラリンピック室内）☎5608－1445・ OLY-
PARA2020＠city.sumida.lg.jpへ　＊Eメールの件名は「おにぎりフェ
スタ申込み」　＊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）

ラジオ体操指導者講習会(全10
回)

4月22日、5月20日、6月17
日、8月19日、9月16日、10
月21日、11月11日、令和4
年1月20日、2月17日、3月
17日いずれも木曜日午後6
時半～8時

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

費 3000円　持室内用の運動靴　＊靴底が黒色のも
のは不可　申当日直接会場へ　問 NPO法人東京都
ラジオ体操連盟 佐藤幸一☎3625－0565

区民体育祭「バスケットボール
大会」

6月6日・13日・20日、8月
15日・29日いずれも日曜
日午前8時～午後9時

種男子1・2・3部、女子1・2部　対区内在住在勤在学の高校生以上
で構成されたチーム　費 1チーム5000円　＊5月11日（火）午後7時か
ら、区総合体育館で実施する代表者会議で支払い　申申込書を直接ま
たは郵送で4月27日（必着）に〒130－8640スポーツ振興課スポーツ
振興担当（区役所14階）☎5608－6312へ　＊申込書は申込先、区総合
体育館、スポーツプラザ梅若(墨田1－4－4)で配布　問墨田区バスケッ
トボール協会 中山重樹☎090－1430－7766・ shi-naka@extra.
ocn.ne.jp

ぽ
け
っ
と

第4回すみだ輪おどり（盆踊り） 4月10日(土)午後2時～5
時　＊受け付けは午後1時
半～　＊雨天時は4月11日
（日）に延期

隅田公園そよ風ひろば
（向島1－3）

内区内盆踊り定番曲と、ご当地音頭を十分な距離を空けて踊る　定先
着120人　費 500円　＊新型コロナウイルス感染症予防のため、釣銭
がないように支払い　持手拭い（踊りに使用）　申当日直接会場へ　
＊感染症対策のため氏名・電話番号の聞き取りと手指消毒・検温あり
（団体での参加の場合は事前に問合せ先へ）　問すみだ輪おどり実行委
員会 坂井☎090－3617－4313

錦糸公園野球
場（ 錦糸4－

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。

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

コード

コード

お知らせ 新型コロナウイルス感染症対策　飲食店では大声や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
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