
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・℻  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・℻  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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