
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、国が設置する大規模接種センターで
のコロナワクチン接種、各傷病手当金の支給、「区役所1階の窓口の混雑緩和にご協力ください」2面 新型コロナウイルス

感染症の関連情報

2000
号

皆さんと区、そして
皆さん同士を結ぶ

　いつも、墨田区のお知らせ「すみだ」をご覧いただきありがとうございます。
　昭和34年(1959年)10月20日に1号を発行した本紙は、今号で2000号を迎えました。
これからも、皆さんにわかりやすく区政情報をお伝えするとともに、区民の皆さんと区
をつなぎ、区民の皆さん同士を結ぶ役割を担う、愛される紙面作りをめざしていきます。
[問合せ]広報広聴担当☎5608－6223

この墨田区シティプロモーションロゴマークのモザイクアートは、平成5年(1993年)11月21日号発行の1000号～令和3年(2021年)5月21日号発行の
1999号の特集面に掲載した写真やイラストを使用して作成しています。

1

墨田区のお知らせ
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◆2面以降の主な内容
2～4面 ･･･ 新型コロナ ウイルス感染
　　　　　症の関連情報等
5・6面 ･･･講座・教室・催し・募集
7面 ･･････すこやかライフ
8面 ･･････つながる すみだ人

毎月 1日・11日・21日発行
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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、5月20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

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
　　�相談票に記入のうえ、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
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。

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、5月25日発行の新型コロナワク
チン接種特集号や区ホームページ

でお知らせしてい
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」

発熱などの症状がある方の相談先

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

後遺症にお悩みの方の相談先

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6月30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
被保険者の問合せ

広域連合お問合せセンター
☎0570－086－519・℻0570－086－075
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（祝日を除く）

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
被保険者の問合せ

5月10日から65歳以上の方への
接種を開始しています

区役所1階の窓口の混雑緩和にご協力ください
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、区役所1階の窓口
(住民登録・戸籍・マイナンバーカード等)で実施している混雑緩和の
取組について改めてお知らせします。各手続・サービスの詳細は区ホー
ムページをご覧ください(各コードを読み取ることでも接続可)。
[問合せ]窓口課庶務係☎5608－6100

■窓口での混雑緩和対策等

▼窓口混雑状況のお知らせ　区役所1階の窓口業務(住民異動
届・マイナンバーカードの交付、住民票の写しや戸籍の証明
書等の発行、戸籍届)の混雑状況が確認できます。

▼キャッシュレス決済　各種証明書等手数料の支払いにキャッ
シュレス決済が利用できます。

▼コードによる申請書作成　スマートフォン等を利用して必
要事項を入力・コード化し持参することにより、窓口で書類
を作成することなく、入力内容が記載された申請書類等を印
刷できます。

コード

コード

コード

■来庁しなくてもできる手続

▼郵送請求　転出届、戸籍謄本・住民票の交付請求等は郵送
で行うことができます。

▼証明書コンビニ交付サービス(マイナンバーカードが必要)　
全国のコンビニエンスストア(一部店舗を除く)のマルチコ
ピー機で、マイナンバーカードを使い、住民票の写し等の証
明書が取得できます。

コード

コード

国が設置する大規模接種センター(千代田区大手町)で
コロナワクチン接種(65歳以上)を希望する方へ

　国では、千代田区大手町に、65歳以上の方を対象としたコロナワクチン接種会場を設置しています。この会場での接種は、インター
ネット(防衛省・自衛隊のホームページ)および無料通信アプリ「LINE(ライン)」でのみ、予約ができます。電話での受け付けは行っ
ておりませんので、ご注意ください。予約には、区が発行する新型コロナウイルス予防接種の接種券(クーポン券)が必要です。区で
は4月1日に65歳以上の方へ接種券(クーポン券)を発送していますので、予約する際にご準備ください。

対象
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県在住で
65歳以上のまだ1回も接種していない方

予約期間／接種期間
6月6日(日)まで／6月7日(月)～13日
(日)の午前8時～午後8時

予約方法

▼防衛省・自衛隊のホームページ
https://www.mod.go.jp/j/

approach/defense/saigai/2020/
covid/center.html　＊右のコードを
読み取ることでも接続可

▼無料通信アプリ「LINE(ライン)」
＊右のコードを読み取り、「自衛隊東
京大規模接種センター接種予約」を友
だち登録

会場
大手町合同庁舎3号館 (千代田区大手町
1－3－3)

コード

注意事項

▼墨田区での予約と大規模接種センターの予約が
重複した場合は、速やかにどちらかの予約を取
り消してください

▼ワクチンの種類が異なる可能性があるため、墨
田区と大規模接種センターで1回ずつ接種するこ
とはできません

問合せ
自衛隊東京大規模接種センター専用問い合わせ窓口
☎0570－056－730　＊受け付けは午前7時～午後9時コード

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）
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安全な食生活のために
夏場の食中毒にご用心

気温が上がる夏場は、食品が傷みやすくなり
ます。楽しい夏を過ごすためにも、食品の取扱
方法に気を付けて、食中毒を防ぎましょう。
万一、おう吐や下痢など食中毒の疑いがある症
状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診の
うえ、問合せ先へご連絡ください。
■食中毒予防3原則
以下の食中毒予防3原則、食中毒菌を「つけな
い」、「増やさない」、「やっつける」を参考に、食
中毒を予防しましょう。
[食中毒菌をつけない] ▼ 調理前と食事前にしっ
かりと手を洗う　 ▼食材や器具はよく洗浄する
[食中毒菌を増やさない] ▼ 食材は冷蔵庫と冷
凍庫で保存する　 ▼調理済食品を室温で放置し
ない [食中毒菌をやっつける] ▼ 加熱する食品
は中心部まで十分に加熱する　 ▼器具は洗浄後、
熱湯や漂白剤で殺菌する
■魚介類の刺身などによる食中毒予防方法

▼ 魚介類は冷蔵で保管・陳列している店で購入
する　 ▼購入後は早く帰宅し、冷蔵庫内のよく
冷える場所で保存する　 ▼丸魚は早めに内臓を
取り除き、水道水でよく洗う　 ▼魚介類に寄生
虫がついていないかよく確認する
■食品衛生夏期対策事業
区では、夏場における食中毒発生防止と食の
安全確保を図るため、毎年6月～8月に食品衛生
夏期対策事業を行っています。この事業では、
食品の製造・販売施設等を対象として立入検査
を実施します。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

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

子どものよりよい成長を願って
家庭教育学級補助金

　区では、子どものよりよい成長を願う保護者
の方が学び合うことのできる「家庭教育学習会」
を自主的に開催するための経費の一部を補助金
として交付しています。
[対象]区内の保育所や幼稚園、小・中学校の父
母の会・PTA、社会教育関係登録団体など [定
員 ]先着13団体程度 [補助上限額]2万9000円
[申込み ]事前に申請書を直接または郵送で
〒130－8640地域教育支援課地域教育支援担
当(区役所11階)☎5608－6311へ　＊申請書
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(右のコードを
読み取ることでも接続可)　＊受け付
けは令和4年2月10日まで コード

納入通知書等をお送りします
国民健康保険料

　令和3年度の国民健康保険料について、国民
健康保険加入者がいる世帯の世帯主へ、今月中
に納入通知書等をお送りします。詳細は、同封
の案内をご覧になるか、お問い合わせください。
　なお保険料の決定には、収入がない方でも住
民税の申告が必要になります。国民健康保険加
入者は、3年1月1日に住民票があった市区町村
で申告をしてください。申告がない場合、保険
料の決定や減額判定のほか、高額療養費の支給、
入院時食事代の減額等にも不利益が生じること
があります。
■普通徴収(納付書または口座振替による納付)
　普通徴収の保険料は、6月～4年3月に10回に
分けて納めていただきます(納付書は1年分を
まとめて送付)。保険料は3年度算定基礎額(前
年の総所得金額等から基礎控除43万円を差し
引いた金額)の確定後、それを基に計算を行い
ます。算定基礎額が確認できない場合は、保険
料の所得割分が決定できないため、均等割分の
みを先にお知らせし、算定基礎額の確定後、7月
以降に改めて納付書をお送りします。
■特別徴収(公的年金等からの徴収)
　2年度から引き続き特別徴収に該当する方と、
3年度から新たに特別徴収に該当する方へ、7月
中に納入通知書をお送りします。
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]国保年金課こくほ資格係☎5608－
6121

毎日、午前9時、正午、午後4時・8時か
ら地上デジタル11チャンネルで放送し
ています（各15分間）。なお、放送終了後、
区ホームページでもご覧いただけます。
［問合せ］広報広聴担当☎5608－6220

6月の番組表

区政情報番組

キャスター
大山美佳さん

知＝すみだのそこが知りたい　特＝特集　レ＝レッツスポーツinすみだ
注�新型コロナウイルス感染症の影響で、放送内容が一部変更となる場合があります。ご了承ください。

放映日 午前9時 正午 午後4時 午後8時
6月6日（日）～
12日（土）

知ボランティアフォーラム

6月13日（日）～
19日（土）

特循環型社会に向け
て(再放送)

知 ボ ラ ン テ ィ ア
フォーラム

特循環型社会に向け
て(再放送)

知 ボ ラ ン テ ィ ア
フォーラム

6月20日（日）～
26日（土）

レボルダリングジム�THE�STONE�SESSION�TOKYO

6月27日（日）～
7月3日（土）

レボルダリングジム�
T H E � S T O N E�
SESSION�TOKYO

特循環型社会に向け
て(再放送)

レボルダリングジム�
T H E � S T O N E�
SESSION�TOKYO

特循環型社会に向け
て(再放送)

＊ケーブルテレビへの加入・問合せは、株式会社J:�COM東京すみだ・台東☎0120－999－000へ

6月は東京都HIV検査・相談月間です
HIV(エイズ)検査

　HIVに感染して発症するエイズは、発症す
るまでに自覚症状がないことから、気付きに
くい病気です。しかし、HIVへの感染を早期に
知り、適切な時期に治療を始めることで、エイ
ズ発症を抑えて今までとほぼ同じ生活を送る

万一に備えてご加入ください
学童災害共済制度

　学童災害共済制度は、小・中学生の放課後や
休日の事故等に見舞金が支払われる制度です。
[対象] ▼ 区立小・中学校に通学している児童・
生徒　 ▼区内在住で区立以外の小・中学校、盲
学校・ろう学校・特別支援学校の小・中学部に
通学している児童・生徒 [共済掛金(年額)]50
円　＊就学援助の認定を受けている方は免除
[見舞金額 ] ▼ 死亡＝40万円～60万円　 ▼ 負
傷＝2000円～10万円 [共済期間]加入日～令
和4年3月31日　＊7月20日までに加入すると

4月1日に遡って適用 [申込み] ▼区立小・中学校
の児童・生徒＝各学校が一括申込みを行うため
申込不要　 ▼区立小・中学校以外の児童・生徒
＝掛金と印鑑を持って直接、学務課給食保健・
就学相談担当(区役所11階)☎5608－6305へ

ことができます。区では毎月1回、HIVと梅毒
の検査を匿名・無料で実施していますので、
ぜひ、ご活用ください。
[検査日時]6月3日(木)午前9時～10時　＊結
果は6月17日(木)午前9時～9時半に口頭で説
明(証明書・結果票の発行は不可)[ところ]本
所保健センター(東駒形1－6－4)[対象 ]感染
が心配な機会があってから2か月以上経過し
ている方 [ 定員 ]先着15人 [ 費用 ]無料 [ 申込
み ]当日直接会場へ [問合せ ]保健予防課感染
症係☎5608－6191　＊検査以外の相談は、
随時向島保健センター☎3611－6135または
本所保健センター☎3622－9137でも受け付
け可

ご協力ください
墨田区のお知らせ「すみだ」
(区報)の戸別配付

　墨田区のお知らせ「すみだ」(区報)は、主に
新聞に折り込んで配布しているほか、区施設
や区内の駅、一部の信用金庫・コンビニエン
スストア・スーパーマーケットなどでも配布
しています。また、新聞を購読していない方へ、
発行日 (1日、11日、21日 )にご自宅へ無料で
お届けする戸別配付を行っています。ぜひ、ご
利用ください。
[対象]区内在住で新聞を購読していない方 [費
用 ]無料 [配付開始号] ▼ 1日 (必着 )までの申
込み＝当月の11日号　 ▼ 11日 (必着 )までの
申込み＝当月の21日号　 ▼ 21日 (必着 )まで
の申込み＝翌月の1日号 [申込み]随時、戸別配
付申込書を直接または郵送、ファクス、Eメー
ル で 広報広聴担当 ( 区役所6階 ) ☎5608－
6223・FAX5608－6406・ OSHIRASE@city.
sumida.lg.jp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　
＊区ホームページの申込みフォームからも申
込可(下のコードを読み取ることでも接続可)
[注意事項] ▼ 1住戸につき、原則1
部配付　 ▼郵便ポスト等の確認の
ため、配達員が現地調査を実施す
る場合あり コード

広告 「畳を替えて気分を変えてみませんか？」　畳の事なら…。あなたの町の（有）たたみ工房さいとうへ！　 緑四　☎03－3631－9591
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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、プランター
や花苗、用土等を区が無料で提供します。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

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

毎月5日は
すみだ環境の日
6月のエコしぐさ
ごみ削減
　　　使う分だけ
　　　　　　　買う努力

� 墨田区環境キャラクター
　��「地球くん」

新型コロナウイルス感染症対応施策も
掲載しています

すみだ産業情報ナビ

コード
すみだ産業情報ナビ

いますぐ
検索！

毎月1日は
墨田区防災の日
6月1日の点検項目
災害に
　　役立つ近所の　
　　　　　　　おつき合い

今こそ、人と人とのつながりを。STOP!コロナ差別
　新型コロナウイルス感染症の収束がいまだ
に見えない状況の中、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報道さ
れています。例えば、感染から回復したにもか
かわらず会社から一方的に自宅待機を命じら
れたり、感染者の名前や行動が特定され、SNS
等で公表・非難されたりといったことなどです。
こうした偏見や差別は決して許されません。
　コロナ禍において、感染するかもしれない
という恐怖が不安を呼び、その不安が「差別」、
「偏見」を生みます。感染症がもたらす怖さは、
こうした「差別」、「偏見」がウイルス感染に
関わる人や対象を日常から遠ざけ、人と人と
の信頼関係や社会のつながりを失わせるこ
とです。恐れるべきものは、人でなくウイル
スです。今こそ、私たち一人ひとりが互いの
立場に立ち、相手を思いやり、優しい心で支
え合うことが大切です。不確かな情報に惑わ
されず、正しい情報に基づいた冷静な行動を
お願いします。

■法務省による相談窓口
　法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイ
ルス感染症に関連する人権侵害を受けた方の相
談を受け付けています。新型コロナウイルス感
染症に関する人権侵害のみならず、様々な人権
侵害に関連する電話相談も受け付けています。
[相談先]みんなの人権110番☎0570－003－
110　＊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）
■区による法律・人権相談
区では、人権侵害に関して悩みを抱える方

が無料で弁護士に相談できる法律・人権相談
を実施しています（事前予約制）。
[予約受け付け]すみだ区民相談室（区役所1階）
☎5608－1616　＊相談は毎週月・水・金
曜日の午前10時～11時半、午後1時～4時（祝
日・年末年始を除く）　＊相談時間は1回30分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［問合せ］人権同和・男女共同参画課人権同和
担当☎5608－6322　＊上記の相談窓口以
外の相談機関は区ホームページ
を参照（右のコードを読み取るこ
とでも接続可）

人 権 コ ラ ム 74

コード

健康はたばこの煙のない暮らしから
墨田区禁煙医療費補助事業

5月31日は世界保健機関(WHO)が定める「世
界禁煙デー」です。また、この日から1週間は厚
生労働省が定める「禁煙週間」です。区では、禁
煙を希望する区民の方を対象に、禁煙医療費の
補助事業を行っています。この機会に禁煙に
チャレンジしてみませんか。
[ 対象者 ]区内在住の20歳以上の方で、本事
業登録時、禁煙治療開始前または治療中の
方　＊治療終了後の方は申込不可 [ 助成内
容 ] 禁煙 に か か る 医療費自己負担分 の
1/2( 上限1万円 )　＊1人1回のみ [ 対象経
費 ] ▼ 禁煙外来での禁煙治療費　 ▼ 薬局で購

調査票は届きましたか
経済センサス–活動調査

5月中に、区内全ての事業所・企業に調査票
を配布しましたので、調査票が届いていない
事業主の方はご連絡ください。
　回答は、郵送またはインターネットで、6月
8日までにお願いします。詳細は区ホームペー
ジおよび総務省統計局のホームページをご覧
ください。
[ 調査基準日 ]6月1日 (火 )[ 問合せ ]総務課統
計係☎5608－6205

回収のご協力をお願いします
使用済歯ブラシ

区とライオン株式会社は、プラスチックの
資源循環を目的として、令和2年3月31日に
「ハブラシリサイクルに関する協定」を締結し
ました。この協定に基づき、使用済歯ブラシ
を回収する事業を開始し、1年間で約5500本
を回収することができました。
　使用済歯ブラシの回収ボックスは、区内の
公共施設等に設置していますので、引き続き
ご協力をお願いします。
[ 問合せ ]すみだ清掃事務所分室☎3613－
2228

お困りの方はご相談ください
就職差別相談窓口

6月は都の「就職差別解消促進月間」です。就労
を希望する方が本籍や性別、思想、信条等により、
公正に採用されないことは決して許されません。
既に働いている方に対する差別も同様です。お
困りの方は、相談窓口にお問い合わせください。
[相談窓口] ▼ 東京都ろうどう110番☎0570－
00－6110　 ▼ ハローワーク墨田☎5669－
8609[ 問合せ ]人権同和・男女共同参画課人
権同和担当☎5608－6322

マイナンバーカード交付の
土曜臨時窓口を開設します！                      

今月の開設日 6月5日・19日の午前9時～
午後5時（6月～9月の第1・
３・５土曜日に開庁）

窓口課（区役所１階）開設場所

マイナンバーカードの交付のみ
第2・4日曜日開庁時と取扱業
務が異なるためご注意ください。

取扱業務

[問合せ］窓口課住民異動係☎5608－6102

入した禁煙補助薬 [ 問合せ ]保健計画課健康
推進担当☎5608－8514　＊詳細
は問い合わせるか、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

　皆さんが撮影した写真を本紙毎月1日号
8面に掲載します。ぜひ、ご応募ください。

［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　

＊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

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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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 　　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）
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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、手洗いや、せきエチケットを心掛け、発熱等の症状がある方は参加をお控えください。

＝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

健
康
・
福
祉

ぶんか・みかんの会(認知症家
族会)

6月8日(火)午後1時半～3
時

ぶんか高齢者支援総合
センター(文花1－29－
5文花一丁目アパート5
号棟1階)

内地域連携型認知症疾患医療センター中村病院の相談員から、認知症
疾患医療センターについてや、認知症の方への対応を学ぶ　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15人　費無料　申事前に、ぶんか高齢者支援総合センター
☎3617－6511へ

認知症診断の流れを知ろう(認
知症普及啓発事業)

6月16日(水)午後2時～3
時

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内地域連携型認知症疾患医療センター中村病院の相談員から、認知症
診断の流れや診断方法を学ぶ　対認知症の方を介護している方、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☎3625－6541へ

すみだ食育フェス2021「食育で　
みんながつくる 笑顔の環

わ
」 パネ

ル展

6月17日 (木 )・18日 (金 )
午前10時～午後4時

すみだリバーサイド
ホール2階イベント
ホール(区役所に併設)

内食育について、関係団体や企業等の取組の展示 費無料　申当日
直接会場へ　問保健計画課保健計画担当☎5608－6517

すみだ食育フェス2021「食育で　
みんながつくる 笑顔の環

わ
」 食品

表示ミニ講座

6月17日(木) ▼午後2時～
2時40分　 ▼午後3時～3時
40分

内「今こそ気になる！ダマされないサプリメントの選び方」について
のミニ講座　＊参加者には記念品を進呈　定各先着10人　費無料　
申事前に講座名・希望時間･氏名･電話番号を、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・FAX��5608－
6405・ SEIKATUEISEI@city.sumida.lg.jpへ　＊詳細は区ホーム
ページを参照

「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

6月19日(土 )午前10時～
11時半、6月30日(水)午前
10時～11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　定各日先着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

第1回健康教室「フレイル・サル
コペニア予防の運動について学
ぼう」

6月28日（月）午後2時～3時 八広地域プラ
ザ ( 八広 4－
35－17)

内リハビリ科に所属する理学療法士から自宅で簡単・安全にできる運
動を中心とした生活習慣病予防を学ぶ　定先着20人　費無料 持筆
記用具　申 6月2日から八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付
けは6月27日までの午前9時～午後8時(6月21日は休館)　＊空きがあ
れば当日会場でも申込可

身体障害者向け「体力アップ体
操教室」(全4回)

7月6日～27日の毎週火曜
日�午前10時～正午

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6月7
日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3723・FAX��5608－3720
へ　＊申込時に手話通訳・磁気ループの希望可

第1回生きがい講座 認知症予防
トレーニング「認トレ」

7月21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)

内インストラクターと一緒に、身体的トレーニングと知的トレーニン
グを行う　対おおむね55歳以上の方　定先着40人　費無料　申事前
に電話で、てーねん・どすこい倶楽部事務局☎5631－2577へ　＊受
け付けは月曜日～金曜日の午前10時～午後4時　問高齢者福祉課支援
係☎5608－6168

子
育
て
・
教
育

すみだファミリー・サポート・
センター「サポート会員養成集
中講座」

6月21日(月)午前9時～午
後1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)

内子どもの送迎や預かりをする有償ボランティアの養成講座(事業説明・
保育理論)　＊保育実習については別途案内　対次の全ての要件を満た
す方 ▼区内在住の20歳以上で、受講後、サポート会員として有償ボラン
ティアができる　 ▼心身ともに健康である ▼子育ての援助に理解と熱
意がある　＊資格は不要　定先着10人　費無料　＊各自、普通救命講
習の受講が必要(資料代1500円)　持筆記用具、身分証明書等　申事前
に電話で、すみだファミリー・サポート・センター☎5608－2020へ　
＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時

子どもとのコミュニケーション
スキルアップ講座〝CAREプログ
ラムを使って〞(全3回)

6月21日(月)・29日(火)、
7月7日(水)午前10時～11
時半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内子どもとの適切な関わり方についてCAREプログラムを使って学ぶ　
対区内在住で3歳～小学生の子どもがいる保護者　定先着12人　費無
料　申 6月1日午前9時から電話で子育て支援総合センター☎5630－
6351へ　＊事前申込みによる未就学児の一時保育あり

仕
事
・
産
業

墨田区伝統工芸保存会作品展 6月4日(金 )～9日(水 )午
前10時～午後6時

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)

内墨田区伝統工芸保存会会員による作品展示・即売　費無料　申当
日直接会場へ　問産業振興課産業振興担当☎5608－1437

シニア生涯ワーキングセミナー 7月2日(金)午後1時半～4
時15分　＊開場は午後1時

区役所会議室131(13
階)

内今後のライフプランを立て、シニア世代の働き方を考える　対 55
歳以上で、求職中の方やこれから就職活動を始めたい方　定先着40
人　費無料 持電卓、筆記用具　申事前に電話でセミナー予約専用
ダイヤル☎050－3749－0637へ　問 ▼東京しごとセンターシニア
コーナー☎5211－2335　 ▼経営支援課経営支援担当☎5608－
6185

文
化
・

ス
ポ
ー
ツ

泳ぎでお困りの事、解消しませ
んか?「プールプライベートレッ
スン」

6月30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(30分)＝3000円　 ▼2人(45分)＝5000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

ぶんか・みかんの会(認知症家

八広地域プラ
ザ ( 八広 4－

 ☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

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
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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）

＝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

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

劇団区民劇場第125回公演 岩崎
加根子「かなの会」合同公演

6月19日(土) ▼午後1時～　

▼午後5時～　 ▼ 6月20日
(日)午後2時～　＊開場は
いずれも45分前

すみだトリフォニー
ホール(錦糸1－2－3)

内 ▼第1部＝朗読劇「本所おけら長屋〝まよいご〞」／畠山健二作　 ▼第
2部＝朗読「春琴抄」／谷崎� 潤一郎原作　費 ▼日時指定前売り券＝各
2500円　 ▼当日券＝各3000円　＊全席自由　申事前に電話で劇団
区民劇場� 名渕☎090－3913ー5345へ　問文化芸術振興課文化芸術
担当☎5608－6212

体験してみませんか！「たのし
い運動教室」の1回体験

7月1日 ( 木 ) ～9月29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＝太極拳、大人のカンフー、ヨガなど全18教室　 ▼子
どもクラス＝キッズチアダンス、ジュニアチアダンス、カンフー、こど
も運動教室、ヒップホップダンスなど全10教室　対 ▼大人クラス＝
18歳以上の方　 ▼子どもクラス＝詳細は申込先へ　定各教室8人～
20人　費各教室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　＊内容等の詳細は申込先
へ

イ
ベ
ン
ト

BIG SHIPライブイベ
ント「ひなたおさむ七
夕コンサート」

7月3日(土)・4日(日)午後4
時～　＊開場は午後3時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内シャンソンのコンサート　定各日先着72人　費各日4000円(全席
指定)　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(6月21日は休館)

ぽ
け
っ
と

プレパパ！プレママ集まれ！両
親学級開催

7月6日（火）午前10時～午
後３時

NPO法人子育てひろ
ば・かぁかのおうち（東
向島6－16－10）

内助産師による沐
もくよく
浴とおむつ替え指導、妊婦生活の相談など　対妊娠

中の方とその配偶者　定先着10組　費 200円（施設利用料）　申事前
に電話でNPO法人子育てひろば・かぁかのおうち☎3614－5016へ

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、手洗いや、せきエチケットを心掛け、発熱等の症状がある方は参加をお控えください。

＝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

東京都施行型都民住宅(中堅所
得者層のファミリー世帯向け住
宅)入居者の募集

対都営住宅の所得基準を超える所得がある世帯　＊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】6月9日(水)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(6月1日は午前9時～、最終日は午後5時まで)　＊なく
なり次第終了　＊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6月14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

高齢者向け住宅(2人世帯用・単
身用)入居者の募集

【高齢者個室借上げ住宅の募集戸数】 ▼ 2人世帯用(2K・
2DK)＝1戸　 ▼単身用(1K・1DK)＝10戸　【シルバーピ
アの募集戸数】 ▼ 2人世帯用 (2DK)＝1戸　 ▼ 単身用
(1DK)＝8戸　対 ▼ 2人世帯用＝区内に3年以上居住して
いる65歳以上の方と、その三親等以内の親族で60歳以上
の方からなる2人世帯　 ▼単身用＝区内に3年以上居住し
ている65歳以上の方　＊いずれも持ち家がある方は不可

【入居予定者の決定方法】 ▼高齢者個室借上げ住宅＝募集戸数の2
倍の資格審査対象者を抽選で選定し、資格審査実施後、住宅困窮
度合いが高い方から半数を入居予定者に決定　 ▼シルバーピア
＝募集戸数と同数の資格審査対象者を抽選で選定し、資格審査の
合格者を入居予定者に決定　持公的年金の源泉徴収票など、令
和2年中の収入が分かるもの、ボールペン　申 6月23日(水)～
25日(金)の午前9時半～午後4時に直接、区役所会議室121(12
階)へ　＊公的年金の源泉徴収票など、令和2年中の収入が分か
るものを持参　【来場時の注意事項】 ▼当日、せきや発熱等の症状
がある場合は来場を控える　 ▼来場時はマスクを着用　 ▼検温
と手指の消毒を実施　 ▼会場内の混雑回避のため、入場制限を行
う場合あり　問住宅課居住支援担当(区役所9階)☎5608－
6214　＊詳細は問合せ先や各出張所で配布する募集案内を参照

子
育
て
・
教
育

〝すみだの街を舞台に、起業家に
なろう！〞サブス区小学生スター
トアッププロジェクト2021(墨
田区STEAM人材育成事業)参
加者の募集

内スタートアップ支援サービス「サブス区」を利用して起
業をめざす　【活動日】7月18日、10月10日、12月19日い
ずれも日曜日　＊ほかにも自主活動あり　【活動場所】参
加者の自宅・区役所ほか　＊原則、オンライン会議システ
ム「Zoom」等を使用　対「Zoom」等での参加ができる小
学生で構成されたチーム　＊1チーム最大5人程度　＊個
人での参加も可　定 5チーム程度(選考)　選書類選考　
費無料　【オンライン説明会の日時】6月6日(日)午前10
時～11時

【オンライン説明会の申込み】当日直接オンライン会議システム
「Zoom」で参加　＊オンライン説明会の参加は任意　＊参加
URLは本プロジェクトのチラシまたは区ホームページに掲載　【チ
ラシの配布場所】経営支援課（区役所14階）、区民情報コーナー（区
役所 1 階 ) 等 申 申込 フ ォ ー ム (　https://forms.gle/
HrtsPkPiYfbZWzEY7)から6月6日～20日に申込み
＊右のコードを読み取ることでも接続可　問経営支
援課経営支援担当☎5608－6184

墨田育英会奨学生の募集 【奨学資金の貸付額(月額)】 ▼国公立＝1万8000円　 ▼私
立＝3万5000円　＊初回は8月上旬に4月～9月の6か月分
を支給し、その後は10月・1月に支給　【利率】無利子　【償
還方法等】貸付終了後１年間据置き、15年以内の月賦・半
年賦・年賦等で償還　対国公立および私立の高等学校・
高等専門学校・専修学校(高等課程)に在学し、次の全ての
要件を満たす方 ▼保護者が区内に1年以上居住している　

▼経済的な理由で修学が困難である　 ▼成績が優秀である
(直近の全教科の成績が5段階評価で平均3.0以上)　 ▼世
帯の収入が基準以下である　 ▼同種の奨学金をほかから受
けていない

【募集数】10人程度　選書類選考　申申請書・住民票(世帯主と
の続柄が記載された世帯全員のもの)・所得証明(父母または申
込者を扶養している方の課税証明書等)・在学する高等学校等の
奨学生推薦調書を、直接または郵送で6月30日(必着)までに
〒130－8640公益財団法人墨田育英会(区役所11階・教育委員
会事務局庶務課内)☎5608－6302へ　＊申請書は申込先で配
布

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)

内受け付け補助、発送業務等　【勤務場所】子育て支援課
(区役所4階)　【雇用期間】8月1日～9月30日　＊人事評
価が良好の場合、令和4年3月1日～31日も雇用する予定
あり　【募集数】1人　選書類選考

申採用選考受験申込書を直接または郵送で6月11日（必着）まで
に〒130－8640子育て支援課児童手当・医療助成係(区役所4
階)☎5608－1439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

宅)入居者の募集

コード

お知らせ 食中毒予防　手指の消毒は、しっかり手洗い後、よく手を拭いてからが効果的です　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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住民票の写し、印鑑登録証明書、区民税・都民税課税(非課税)証明書はコンビニ交付で！(マイナンバーカードが必要)　窓口課証明係☎5608－6104お知らせ
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 ☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

■健康診査・骨密度検診・がん検診等

健康診査・検診名 とき ところ 内容・対象・定員・費用　 申込み　＊一部を除き、区ホー
ムページから電子申請も可

若年区民健康診査（16歳か
ら39歳の方の健康診査）

7月12日（月)午前9時～
11時

向島保健セン
ター

［内容］身体・血圧測定、胸部エックス線・尿・血液・心電図検査
等［対象］区内在住で16歳～39歳の方　＊治療中の方、勤務先・
学校等で受ける機会がある方は受診不可［定員］各日先着100人　
＊事前申込みによる一時保育あり（各日先着30人)［費用］無料

事前に電話で、すみだ�けんし
んダイヤル☎6667ー1127へ　
＊受け付けは ▼若年区民健康
診査（7月12日実施分）＝6月
16日まで　 ▼若年区民健康診
査（7月18日実施分）＝6月22
日まで　 ▼骨密度検診＝6月9
日まで� ▼胃がん検診（医療機
関実施分）＝6月30日まで　

▼大腸がん検診・肺がん検診
＝令和4年3月11日まで　 ▼前
立腺がん検診＝10月15日まで　

▼胃がんリスク検査＝11月15
日まで　＊胃がん検診（胃部
エックス線検査・検診車実施
分）は、日程の選択可　＊乳が
ん検診（検診車実施分）は、検診
会場・日程の選択可（詳細は、
すみだ�けんしんダイヤルへ）　
＊骨密度検診・肝炎ウイルス
検診は電子申請は不可　

7月18日(日)午前9時～
11時

本所保健セン
ター

骨密度検診 6月16日(水)午前9時～
10時

向島保健セン
ター

［内容］超音波検査［対象］区内在住で、30・35・40・45・50・
55・60・65・70歳の女性［定員］先着80人［費用］無料　＊骨粗
しょう症で治療中・経過観察中の方は受診不可

胃がん検診（胃部エックス
線検査・医療機関実施分）

7月31日（土）までの区
内実施医療機関診療日

区内実施医療
機関

[内容]バリウムによる胃部エックス線検査 [対象]区内在住で40
歳以上の方 [費用]無料

胃がん検診（胃内視鏡検
査・医療機関実施分）

[内容]胃内視鏡検査（胃カメラ）[対象]区内在住で50歳以上の方
[費用]1500円　＊生活保護受給者等は無料

胃がん検診（胃部エックス
線検査・検診車実施分）

毎月1回～2回(午前中) すみだ福祉保
健センター

[内容]バリウムによる胃部エックス線検査 [対象]区内在住で40
歳以上の方 [費用]無料

子宮頸
けい
がん・乳がんセッ

ト検診
東京都予防医学協会検
診実施日　＊両方の検
診を同日に実施

東京都予防医
学協会（新宿区
市谷砂土原町）

［内容］ ▼子宮頸がん検診＝視診、頸部細胞診　 ▼乳がん検診＝視
触診、マンモグラフィ［対象］区内在住で40歳以上の女性［費用］
無料

子宮頸
けい
がん検診（医療機関

実施分）
実施医療機関診療日 区内実施医療

機関等
［内容］視診、頸部細胞診［対象］区内在住で20歳以上の女性　＊妊娠
中または出産後の方は受診の可否を実施医療機関に相談［費用］無料

乳がん検診（医療機関実施分） ［内容］視触診、マンモグラフィ［対象］区内在住で40歳以上の女性
［費用］無料乳がん検診（検診車実施分）7月～令和4年3月（毎月

1回～3回）
区内施設３か
所

大腸がん検診 令和4年3月31日(木)ま
での区内実施医療機関診
療日

区内実施医療
機関

［内容］便潜血検査（検便）［対象］区内在住の40歳以上で、区内実
施医療機関で健康診査と同時に大腸がん検診を受診することが
できない方　＊原則、健康診査の対象者は健康診査と同時に受診
［費用］400円　＊生活保護受給者等は無料

肺がん検診 ［内容］胸部エックス線検査、喀
かく
痰
たん
細胞診　＊喀痰細胞診は、50歳

以上で、喫煙指数（1日の喫煙本数×年数）が600以上の方にのみ
実施［対象］区内在住の40歳以上で、区内実施医療機関で健康診
査と同時に肺がん検診を受診することができない方　＊原則、健
康診査の対象者は健康診査と同時に受診［費用］無料

前立腺がん検診 10月31日（日）までの実
施医療機関診療日

［内容］血液検査［対象］区内在住で50歳～74歳の男性［費用］700
円　＊生活保護受給者等は無料

胃がんリスク検査 11月30日（火）までの実
施医療機関診療日

［内容］血液検査［対象］区内在住で30・35・40・50・60歳の方　
＊胃の病気で治療中・服薬中などの方は、受診できない場合あり
［定員］各年齢先着400人程度［費用］無料

肝炎ウイルス検診 実施医療機関診療日 [内容]血液検査 [対象]区内在住の16歳以上で、原則、過去に肝
炎ウイルス検診を受診したことがない方 [費用]無料

注「子宮頸がん・乳がんセット検診」は、東京都予防医学協会が受診日時を指定して、受診日の2週間前～1週間前に受診票を送付します。なお、申込状況により、受診日が3か月以上先になる場合が
あります。体調その他やむを得ない理由により、指定日時での受診が困難な場合は、受診日時を変更できることもありますので、直接、東京都予防医学協会☎3269－1134にお申し出ください。
乳がん検診は、授乳中の方、卒乳後6か月を経過していない方、豊胸手術を受けた方、ペースメーカー等の医療器具を装着している方は、受診できません。

注 ��各種がん検診は、検診の対象部位において、手術後の方、治療中または経過観察中の方は、原則、受診できません。「胃がん検診」「乳がん検診」「肺がん検診」は、妊娠中または妊娠の
　可能性がある方も受診できません。また、問診結果等により、受診できない場合があります。なお、自覚症状がある方は、検診を待たずに、すぐに医療機関で診察を受けてください。
注電子申請のページには、右のコードをスマートフォン等で読み取ることでも接続できます（健康診査・検診名で検索）。
注検査の結果、精密検査が必要と判定された場合は、必ず精密検査を受けましょう。なお、精密検査等の二次検査は保険診療(有料)になります。

注

＊対象はいずれも令和3年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）中に誕生日を迎え、対象年齢となる方
＊胃がん検診（胃内視鏡検査）、子宮頸

けい
がん検診、乳がん検診は2年度に各1回（その他は年度内に各1回）のみ受診可

■歯科・整形外科応急診療医院（6月）　　＊整形外科は医院名の後ろに整と記載
とき 医院名 ところ・電話番号

6日(日) うが歯科医院 緑2－19－3�T＆Kビル1階　☎5600－3654

両国整形外科クリニック整 両国4－37－6スゴーアネックスビル4階　☎5669－
7773

13日(日) 酒井歯科医院 東向島5－3－10　☎3611－5967

墨田中央病院整 京島3－67－1　☎3617－1414

20日(日) とがわ歯科医院 本所4－1－3�宮地ハイツ2階　☎5608－4658

むさし整形外科整 京島1－38－1　☎5631－7634

27日(日) 坂田歯科医院 東向島5－11－2　☎3619－0705

宮田外科整形外科整 東駒形3－13－4　☎3623－6561

注いずれも診療時間は午前9時～午後5時です。健康保険証や医療証等を必ずお持ちください。
注歯科の受診については、事前に電話で予約のうえ、ご来院ください。

受け付け ところ・電話番号 診療科目
午前9時～
午後9時半

すみだ福祉保健センター（向島
3－36－7）内☎5608－3700

内科、小児科

注診療日は、日曜日・祝日・年末年始です。健康保険証や医療証等を必ずお
持ちください。

■すみだ平日夜間救急こどもクリニック
受け付け ところ・電話番号 診療科目
午後7時～
9時45分

同愛記念病院（横網2－1－11）
救急外来内☎3625－1231

小児科（15歳以下
の急病患者）

注診療日は月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）です。健康保険証や医療
証等を必ずお持ちください。なお、駐車場は有料です。

都内の医療機関情報案内（24時間案内）
●都医療機関案内サービス「ひまわり」☎5272－0303・℻  5285－8080 
＊同ホームページからも医療機関の検索可

●東京消防庁「救急相談センター」 ▼携帯・PHS・プッシュ回線☎＃7119　

▼23区ダイヤル回線☎3212－2323

コード

簡単！便利！すみだ けんしんダイヤルのご利用を
●�骨密度検診・がん検診・肝炎ウイルス検診の申込み・受診票再
発行・問合せ
●�40歳以上の健康診査・成人歯科健康診査・後期高齢者歯科健
康診査の受診票再発行・問合せ

●若年区民健康診査・小規模事業所健診の申込み・問合せ
☎6667－1127

［受け付け］月曜日～金曜日の午前9時～午後6時(祝日・年末年始を除く)
＊番号をお確かめのうえ、かけ間違いのないようご注意ください
＊午前9時～10時半頃、休み明け、月初めは大変混み合います
＊聴覚障害のある方等は、FAX6862－6571へ

■6月の健康相談窓口         　　　　　　＊全て予約制（事前に各保健センターへ）
種別 向島保健センター(東向島5－16－2)

☎3611－6135
本所保健センター(東駒形1－
6－4)☎3622－9137

健康相談 月曜日～金曜日　＊電話での相談も可　＊保健師・栄養士・歯科衛生士
等が対応

育児相談 【受け付け】7日(月)・21日（月）午前9時～10時【受け付け】7日(月)午前9時～10時
ママのリラックスタイム 3日（木） 8日（火）
心の健康相談 9日(水) 23日(水)
依存症相談 14日(月) －
思春期相談 － 9日（水）・16日（水）

休
日
等
の
急
病
の
と
き
に
は

■墨田区休日応急診療所
受診前に必ず電話で、ご連絡ください。その際に、受診時間・
受診方法をご案内します。事前連絡がないときは、一度帰
宅をお願いする場合がありますので、ご注意ください。

2021年（令和3年）6月1日

健康・福祉のページ    https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/

墨田区の医療・健康情報新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各種健
診・検診や相談が中止または延期となる場合があり
ます。最新情報は区ホームページをご確認ください。



墨田区長

山 本　亨夢
両国駅の北側にある国技館は、〝相撲の聖地〞
として全国的に広く知られています。来月か
ら始まる東京2020オリンピック競技大会でも、
ボクシング会場として熱戦の舞台となります。
その歴史は明治42年に、現在の場所から少し
南にある回向院の一角で相撲常設館として開
館したことから始まります。その後「国技館」
と命名され、失火や関東大震災、東京大空襲
で3度全焼するという災難に見舞われましたが、
その度に再建されました。戦後は連合国軍総
司令部（GHQ）に接収され、「メモリアルホール」
としてプロレスやボクシング、ジャズ演奏会
など様々な興行が行われました。進駐軍によ
る接収解除後の昭和33年には日本大学に譲渡
され、「日本大学講堂」と呼ばれるようになり
ます。この講堂では1970年代にボクシングの

世界タイトルマッチが多く行われました。こ
の時代にチャンピオンになったボクサーには、
大場政夫さん、ガッツ石松さん、輪島功一さん
など、今も世代を超えて愛される選手がいます。
昭和60年に現在の国技館が竣工し、一時期は
蔵前に移っていた相撲の本場所開催地が37年
ぶりに両国に戻ってきました。このような歴
史の中で格闘技の殿堂となり、現在までその
レガシーが引き継がれています。すみだ郷土
文化資料館の企画展「すみだのスポーツの殿
堂〝国技館のあゆみ〞」では、その歴史を貴重な
資料とともに紹介します。9月5日まで開催(6
月28日～7月7日を除く)しますので、ぜひ皆
さんにもご来場いただきたいと思います。
さて、区内では先月から高齢者を対象とし
た新型コロナウイルスワクチン接種が始まっ

ています。集団接種の会場で使用されている
接種の流れを表したマニュアルや誘導サイン
のデザインは、今春、区内に新しいキャンパ
スを開設した千葉大学との共同事業により生
まれたものです。接種に来られた方が会場内
で迷わないように、接種の流れや会場の経路
等を視覚的に分かりやすく色分けしています。
ワクチン接種で会場に来られた際に、ぜひご
活用いただければと思います。

墨田区長

山 本　亨夢　すみだのスポーツの殿堂〝国技館〞

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス
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つながる

すみだ人
びと

　下町ならではのお節介や、人の温かさやつな
がりが、今も残っているところです。
　すみだには祖父の代から住み始めて、私自身、
生まれも育ちも墨田区。さらに、結婚して子育て
を経験したのも墨田区です。生まれ育った地域で
子育てができた私自身の経験が、〝アウェイ感〞を
抱える方への思いを強くさせたのかもしれません。

　ここのスタッフは全員、私自身のママ友やこ
の施設を利用していたママたちなんです。ここ
で開く各講座の先生も、利用者やそのご家族です。
全てが〝人とのつながりとご縁〞で運営されてい
ます。すみだに引っ越してきた方にも、ここで生
まれ育った方と同じようにすみだの良さを感じ
てほしいです。

Q. 𠮷永さんは、すみだのどんなところが好きですか？ 　東向島で英会話教室
「スターズイングリッシュ
スクール」を運営する傍ら、
保育園等で子どもたちに
英語を教えるナイジェル・
ボンドさんです。
［問合せ］広報広聴担当
☎5608－6223

Q. 現在の活動を始めたきっかけは何ですか？
私自身9人の孫がいますが、子育てをしてい

る親御さんを見ていて、寄り添うことがとても
大切だと感じたことがきっかけです。
　親御さんの中には、自分が生まれ育っていな
い地域で子育てをしている方が多いことに気付
きました。このような土地勘がなく身内や知り
合いが少ない〝アウェイ感〞を抱える方にも、す
みだを〝ホーム〞と感じてほしいと強く思ってい

ます。今はコロナ禍で、何かあった時に実家の
親御さんに来てもらうことや、帰省することが
難しい利用者がたくさんいます。困ったときに
〝ちょっと預けられるお母さん〞のような存在が
近所にあったら、それだけですごく安心すると
思うんです。この施設は私の自宅を一部改修し
て運営しているので、実家に帰ったような温か
い気持ちになれると思います。

𠮷永道子さん（東向島在住）

次回登場してくださるのは・・・

私の好きな すみだ

本コーナーへの写真を随時
募集しています。詳細は今号4
面をご覧ください。

今月の1枚
「幼なじみのデート」
【撮影】伊藤牧子さん

「地域子育て支援拠点」として、子育てひろば
「かぁかのおうち」を運営しています。妊娠中の
方や、3歳までの子どもを育てる方が、お茶を飲
みながらほかの利用者やスタッフとのつながり
を深め、実家のようにほっと一息つけて、困っ
たときに気軽に子どもを預けられる場所を提供
しています。また、子どもの成長に合わせて、
利用者に寄り添った〝切れ目のない支援〞を行っ
ています。例えば妊娠中の方には、両親学級を
開き、助産師を招いて沐

もくよく
浴やおむつ替え指導を

1対1で行っています（今号6面に同講座の掲載
あり）。出産後は、育児相談をはじめ、英語教室
やピラティスなどの子育て講座、七夕などのイ
ベントを行っています。
ここではスタッフが橋渡し役となり、利用者
同士の〝つながり〞作りのお手伝いをしています。
利用者の中には、ここで出会い仲良くなって、家
族ぐるみで親交を深めている方もいます。スタッ
フとだけでなく利用者同士で子育ての悩みや喜
びを共有して、子育てが大好きになれる場所です。

Q. すみだでどのような活動をしていますか？

すみだを愛し、すみだで活躍する人をリレー形式で紹介する「つながる すみだ人」。
お話を伺った方に次の方を紹介していただき、すみだを愛する人をつないでいきます。
第33回は、NPO法人子育てひろば「かぁかのおうち」(東向島6－16－10)の運営
に携わり、多くの子育て中の方を見守ってこられた𠮷永道子さんです。

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

▶�七夕まつりの様子。スタッ
フと一緒に、子どもたちが
願い事を書いた短冊を笹に
飾り付けていきます。

▲普段の一時預かりの様
子。新型コロナウイルス
感染症対策を徹底しな
がら運営しています。

[問合せ]広報広聴担当☎5608－6223

2021年（令和3年）6月1日

ワクチン接種記者会見の様子
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