
☎ ＝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

〝みんなで森を守るお手伝い〞鹿
沼の森で植林体験

6月5日(土)午前7時半～午
後5時　＊午前7時20分に
区役所1階正面玄関前に集
合

栃木県鹿沼市上粕尾　
＊往復バスを使用

内植林体験　対区内在住在勤の小学生以上　＊高校生以下は20歳以
上の方の同伴が必要　定 10人(抽選)　費無料　申参加者の住所・氏
名・年齢・電話番号を、電話またはEメールで5月14日午後5時までに
環境保全課緑化推進担当☎5608－6208・ KANKYOU@city.
sumida.lg.jpへ　＊受け付けは ▼電話＝5月6日午前9時～　 ▼ Eメー
ル＝5月1日～　＊Eメールの件名は「植林体験申込」　＊抽選結果は5
月21日までに通知

「向島・庭つながり」庭師と学ぶ
〝江戸の園芸・朝顔仕立て〞(全3
回)

6月5日、7月3日、8月7日い
ずれも土曜日午前9時半～
11時半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内江戸の風情を今に残す向島百花園の庭師と、江戸の園芸の仕立て
で朝顔を育てる　＊講座実施日以外は自宅で栽培　定 15人(抽選)　
費 3000円(材料費・保険料)　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5月27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

健
康
・
福
祉

「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

▼ 5月11日(火)午前10時～
11時半　 ▼5月
20日(木)午前
10時～正午

▼5月11日＝ガランドー
ル (石原4－11－12)　

▼5月20日＝すみだボ
ランティアセンター(東
向島2－17－14)

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 ▼ 5月11日＝先着4人　 ▼5月20日＝先着6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

みかんの会(認知症家族会) 5月11日(火)午後1時半～
3時

たちばなホーム(立花
3－10－1)

内今後の介護に活
い
かすため、介護の悩みや思いを分かち合う　対認知

症の家族を介護している方や介護の経験がある方、認知症に関心がある
方　定先着10人　費無料　申事前に、ぶんか高齢者支援総合センター
(文花1－29－5都営文花一丁目アパート5号棟1階)☎3617－6511へ

はなみずき会 5月15日(土)午後1時半～
2時半

八広はなみずき高齢者
支援総合センター(八
広5－18－23)

内認知症デイサービスについて講師から学ぶ　対区内在住で、認知症
の方を介護している家族等　定先着20人　費無料　申事前に電話で
八広はなみずき高齢者支援総合センター☎3610－6541へ

むこうじま家族会 5月17日（月）午後1時半～2
時半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内ミニ講座「施設の種類と選び方」、介護者交流会　対区内在住で、認
知症の方を介護している方　定先着20人　費無料　申事前に、むこ
うじま高齢者支援総合センター(東向島2－36－11・ベレール向島内)
☎3618－6541へ

高齢者ヨガ教室「優しいヨーガ」
(全5回)

5月17日～6月14日の毎週
月曜日午後3時～5時

梅若ゆうゆう館(墨田
１－４－４・シルバー
プラザ梅若内)

内ゆっくりした呼吸で体と心をほぐす　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　定先着8人　
費無料　申 5月6日午前9時から梅若ゆうゆう館☎5630－8630へ　
＊受け付けは5月12日までの午前9時～午後5時 

弁護士による権利擁護法律相談 5月20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 

区総合体育館公開講座「いきい
きシニア、楽しく運動講座」(全
2回)

6月3日(木)・17日(木)午
前10時～正午

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

内効果的なトレーニングを継続し、自由に歩ける体を作るための理
論と実技を学ぶ　対 60歳以上の方　定先着20人　費無料　持室内
用の運動靴(靴底が黒くないもの)　＊動きやすい服装で参加　申事
前に講座名・住所・氏名・電話番号を、電話またはEメールで区総
合体育館☎3623－7273・ sumidagym@n-reco.co.jpへ　＊受
け付けは5月28日まで

身体障害者向け「ボッチャ体験
教室」(全4回)

6月7日～28日の毎週月曜
日午前10時半～11時半

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内パラリンピックの正式種目であるボッチャの体験　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5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

ぜん息の呼吸リハビリテーショ
ン教室(全5回)

7月12日(月)、9月1日(水)、
10月1日(金)、11月2日(火)・
30日(火)午後2時～4時

区役所会議室131(13
階)ほか　＊会場の詳
細は申込先へ

内息切れを減らす工夫や運動法を学び、息苦しさを改善する　対ぜん
息疾患のある方　＊全日程参加できる方を優先　定先着10人程度　
費無料　申事前に電話で保健計画課保健計画担当☎5608－6190へ

子
育
て
・
教
育

S
ソ ル テ ィ ー ロ
OLTILO F

フ ァ ミ リ ア
AMILIA SOCCER　

SCHOOL(全40回予定)
令和4年3月までの金曜日
午後3時～7時　＊日程の
詳細は問い合わせるか、
SOLTILOのホームページ
を参照

区総合運動場 ( 堤通
2－11－1)

種キッズ(年中・年長)、小学校1・2年生、小学校3・4年生、小学校5・
6年生　定各クラス先着36人　費 ▼キッズ＝5500円　 ▼小学校1・2
年生＝7150円　 ▼小学校3・4年生＝8250円　 ▼小学校5・6年生＝
9350円　＊いずれも別途、入会金5500円が必要　持運動着、運動靴、
飲物、タオル　申事前に教室名・希望クラス・住所・氏名・学年・電
話番号を、電話またはEメールでSOLTILO東京事務局☎6451－
8056・ support@soltilo.comへ　問フクシ・エンタープライズ墨
田フィールド(区総合運動場)☎3611－9070

毎月5日は
すみだ環境の日
5月のエコしぐさ
クールビズ
　　　地球のための
　　　　　　　おもてなし

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

本紙毎月1日号8面に掲載しています 「私の好きな すみだ」写真募集
［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテーマに区内で撮影した写真と、作品名・撮影場所・住所・氏名・
電話番号を、直接または郵送、Ｅメールで〒130－8640広報広聴担当（区役所6階）☎5608－6223・
OSHIRASE@city.sumida.lg.jpへ　＊Eメールの件名は「私の好きな すみだ」　＊写真は

▲

直接・郵
送＝Ａ4以下の紙に印刷するか、jpeg形式でCD－Rに保存　

▲

Ｅメール＝jpeg形式で添付（1通あたり
3MB以内）　＊応募に関する注意事項等は問い合わせるか、区ホームページを参照

随時、「私の好きな すみだ」をテーマに区内で撮影した写真と、作品名・撮影場所・住所・氏名・

広告 永代供養出張サポート　１霊5万円　生前申込可　(株 )メモリアルアシスト　☎0120－05－1234

墨田区のお知らせ

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

52021年（令和3年）5月1日

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）

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 内容・対象等 申込み・問合せ等

暮
ら
し

都営住宅入居者の募集 【募集住宅】 ▼世帯向け(一般募集住宅)　 ▼若年夫婦・子
育て世帯向け(定期使用住宅)　 ▼居室内で病死等があっ
た住宅　＊単身者の申込みが可能な住宅もあり　対都内
在住で所得が定められた基準に該当する方　＊ほかにも
要件あり　＊詳細は募集案内を参照

【募集案内と申込書の配布期間／配布場所】5月6日(木)～14日
(金)／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(初日は午前8時半～、最終日は午後5
時まで)　＊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　申申込書を郵送で5月19日(必着)までに渋谷郵便
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

高齢者個室借上げ住宅(区との
賃貸借契約)の住宅提供者の募
集

【募集住宅】昭和56年6月以降に着工し、建築中の場合は借
上げ開始までに完成見込みの、区内にある民間賃貸住宅　
【募集戸数】2戸程度　【設備の要件】 ▼2階以上の住戸の場
合は、エレベーターを設置　 ▼各住戸の専有面積は新築住
宅の場合は25㎡程度、既存住宅の場合は20㎡以上　 ▼台
所・トイレ・浴室を各住戸に設置　＊ほかにも要件あり

申申込書と添付書類を、直接または郵送で5月27日(必着)まで
に住宅課居住支援担当(区役所9階)☎5608－6214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　
＊申込要件や申込書の添付書類の詳細は問い合わせるか、区ホー
ムページを参照

文
化
・
ス

ポ
ー
ツ

〝ご自身の語学力を活
い
かしてみま

せんか〞通訳・翻訳ボランティア
の募集

内区が実施する多文化共生の推進事業等の通訳・翻訳業
務　【登録期間】登録日～令和5年3月31日　対 20歳以上
で次の全ての要件を満たす方 ▼ワードまたはエクセルの
基本操作ができる　 ▼パソコンのEメールアドレスがあ
る　 ▼外国語の通訳・翻訳の能力がある　＊言語ごとに登
録目安の語学力を設定　＊国籍は不問

【募集言語】タイ語、タガログ語、中国語、韓国・朝鮮語、ネパー
ル語、フランス語、ベトナム語等　申随時、登録票をEメー
ルで文化芸術振興課都市交流・国際担当☎5608－1459・
BUNKASHINKOU@city.sumida.lg.jpへ　＊登録票は区ホー

ムページから出力可

＝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、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

子
育
て
・
教
育

フウガドールすみだフットサル
教室(全45回予定)

令和4年3月までの水曜日
午後3時45分～6時50分　
＊日程の詳細は申込先へ

区総合運動場 ( 堤通
2－11－1)

内フットサルチーム「フウガドールすみだ」の選手やコーチからフットサル
を学ぶ　対 ▼ミドルクラス＝小学校1年生～4年生　 ▼アッパークラス＝小
学校4年生～6年生　定各クラス先着24人　費各クラス8250円　＊いずれ
も別途、年会費5500円、ユニフォーム代1万1000円(ユニフォームを購入済
みの場合は不要)が必要　持運動着、運動靴、飲物、タオル　申事前に教室
名・希望クラス・住所・氏名・学年・電話番号を、電話またはEメールでフ
クシ・エンタープライズ墨田フィールド（区総合運動場）☎3611－9070・
lesson@sumidacity-ground.comへ　＊内容等の詳細は、問い合わせる

か、フクシ・エンタープライズ墨田フィールドのホームページを参照
キッズダンス(ヒップホップ)教
室「小学生クラス」「幼児クラス」
(各クラス全10回)

5月22日～7月24日の毎週土
曜日 ▼小学生クラス＝午後2
時45分～3時45分　 ▼幼児
クラス＝午後4時～4時45分

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対 ▼ 小学生クラス＝小学生　 ▼幼児クラス＝3歳以上の未就学児　　
定各クラス先着15人　費各クラス5000円　持飲物　＊動きやすい
服装で参加　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付
けは5月15日までの午前9時～午後8時

仕
事
・

産
業

H
ハ サ ッ プ
ACCPサポート講習会 5月13日(木)午後2時～3

時半　＊受け付けは午後1
時半～

区役所会議室131(13
階)

内 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

常設展示「隅
田川レガッタ
展」

9月5日(日)までの午前９
時～午後５時　＊入館は４
時半まで　＊毎週月曜日・
第４火曜日、5月6日、8月
10日は休館（ただし、5月3
日、8月9日は開館）

すみだ郷土文化資料館
（向島２－３－５）

内かつての大学対抗戦などで使用されたオール・艇庫の模型や、応援
用の旗、明治時代の隅田川を描いた浮世絵などの展示　費 ▼ 個人＝
100円　 ▼団体（20人以上）＝80円　＊中学生以下と身体障害者手帳・
愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は無料　
申期間中、直接会場へ　問すみだ郷土文化資料館☎5619－7034

陸上クラブRun for the Future
(全96回予定)

令和4年3月までの火・金・
土曜日午後5時15分～6時
45分　＊日程の詳細は問合
せ先へ

区総合運動場 ( 堤通
2－11－1)

対 5歳以上の方　費 ▼月4回まで＝6600円　 ▼月5回以上＝1万1000
円　＊いずれも別途、年会費5500円が必要　持運動着、運動靴、飲物、
タオル　申事前に電話で一般社団法人Run for the Future☎6337－
6041へ　＊内容等の詳細は問い合わせるか、一般社団法人Run for 
the Futureのホームページを参照　問フクシ・エンタープライズ墨
田フィールド(区総合運動場)☎3611－9070

5月5日の「子どもの日」はプー
ルへ行こう！無料開放日！イベ
ント開催！〝時間によって水深
が変わるよ！〞

5月5日(祝)午前9時～午後
8時

両国屋内プール(横網
1－8－1)

内 ▼午前9時～正午＝水深110cm(通い慣れている方向け)　 ▼午後0
時半～午後3時半＝水深90cm(子ども向け)　 ▼午後4時～8時＝水深
130cm(深いプールで泳いでみたい方向け)　＊詳細は問合せ先へ　
＊混雑時は、お待ちいただく場合あり　持水泳帽、水着、バスタオル等　
申当日直接会場へ　問両国屋内プール☎5610－0050

区総合体育館公開講座「ランニ
ングクリニック(初級・上級)」

▼初級＝5月13日(木)午後
7時～9時　 ▼上級＝5月27
日(木)午後7時～9時

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

内／対 ▼初級＝トレーニングの基本を学ぶ／ランニング初心者　 ▼上
級＝ランニングの上達に必要なトレーニングを学ぶ／フルマラソン完走、
記録更新をめざす上級者　定各級先着15人　費各級500円　持室内
用の運動靴(靴底が黒くないもの)　＊動きやすい服装で参加　申事
前に講座名・住所・氏名・電話番号を、電話またはEメールで区総
合体育館☎3623－7273・ sumidagym@n-reco.co.jpへ　＊受
け付けは5月6日まで

健康体力づくり教室(各コース
全8回)

5月28日（金）～7月28日
（水）　＊日程の詳細は申込
先へ

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内エアロビクス、太極拳、からだいきいき体操などの全8コース　対18
歳以上の方　定各コース先着50人　費各コース2550円　申事前に
直接、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

イ
ベ
ン
ト

BIG SHIPスペシャルコンサー
ト　新日本フィルハーモニー
〝ジブリ音楽を親子で楽しもう〞

6月5日 ( 土 ) 午後1時 ～　
＊開場は午後0時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内新日本フィルハーモニー交響楽団による金管五重奏　定先着120
人　費 ▼中学生以上＝1500円　 ▼小学生以下＝500円　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

お知らせ 食中毒予防　生の肉や魚を切った後はすぐに、包丁・まな板を洗浄・消毒する　　　　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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