
電話相談窓口、国による大規模接種センター、新型コロナワクチン接種、各特例貸付け、新型コロ
ナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、住居確保給付金など2面 新型コロナウイルス

感染症の関連情報

　今年の5月、「災害対策基本法」が改正され、避難情報等が見直されました。これまで、警戒レベル4は「避難勧告」
と「避難指示」に分けて発令されていましたが、「避難勧告」は廃止され、「避難指示」という名称に一本化されました。
　今号1面では、新たな避難情報等の内容や情報収集の仕方について、4・5面ではコロナ禍における避難方法や
大規模な台風が発生したことを想定したタイムライン(防災行動計画)、各種避難情報についてお知らせします。

 防災課防災係☎5608－6206問合せ

　 防災行政無線
　放送内容は区ホームページや、すみだ安全・安心メール、区
危機管理ツイッター、区公式フェイスブックでも発信します。　　
　また、放送終了後2時間以内であれば、放送内容を防災行政
無線電話応答サービス☎5608－6274でも確認できます。 　  区ホームページ、区危機管理

　 ツイッター、 区公式フェイスブック

ホームページ 危機管理ツイッター フェイスブック

　 すみだ安全・安心メール
s.sumida-city@raiden2.ktaiwork.

jpに、空メールを送信(右のコードを読み取ること
で、メールの送信画面に接続可)。

安全支援課安全支援係☎5608－6199

登録方法

問合せ コード
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避難情報が見直されました！

「避難指示」で必ず避 難 ！

コロナ禍
における
避難方法
等は、
4・5面
を参照

区からの避難情報等はこちらから
　 テレビ
地上デジタル放送のNHK総合テレビ視聴時に、

リモコンの「dボタン」を押し「地域の防災・生活情
報」を選ぶと、区の避難情報等を確認できます。

危険な場所から

警戒レベル 取るべき行動 新たな避難情報等

５ すでに災害が発生、または切迫している状況です
命を守る最善の行動を！ 緊

きんきゅうあんぜんかくほ
急安全確保

警戒レベル4までに、危険な場所から必ず避難！

４ 危険な場所にいる場合は
全員速やかに避難を！ 避

ひ な ん し じ
難指示

３
危険な場所にいる場合は

高齢者等避難に時間を要する方は避難開始
そのほかの方は、避難の準備を整えましょう

高
こうれいしゃとうひなん
齢者等避難

２ 避難に備え
避難行動を確認

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

１ 災害への心構えを高める 早期注意情報
（気象庁）
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◆2面以降の主な内容
2・3面 ･･･新型コロナウイルス感染　　　　　　　
　　　　　症の関連情報等
4・5面 ･･･ 大規模な水害に備えま

しょう
6～8面 ･･･講座・教室・催し・募集

毎月 1日・11日・21日発行

NO.2004

↓2桁月の発行日はここから
　（X：143.35mm）

↓1桁月の発行日はここから
　（X：151.35mm）

東京2020オリンピック
開催まで あと 日

あと 日
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墨田区コロナワクチン
接種問い合わせダイヤル

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または
☎0570－018－555

■予約開始日
▶ 12歳～15歳の方＝7月13日（火）
午前8時半～　＊接種は7月20日
（火）から開始
▶ 16歳以上の方、基礎疾患がある
方など＝予約開始済み

　年齢要件等の詳細は区ホームペー
ジをご覧ください（下のコードを読
み取ることでも接続可）。
■接種会場・予約方法等
7月1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（特集号と区
ホームページは下のコードを読み
取ることでも接続可）。

三遊亭 歌之介 鷲尾麻衣

新型コロナワクチン接種
ご確認ください

　　

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、7月1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

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

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
終了した方の再申請の期限は、9月30日まで延長さ
れました。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の受け付けは
9月30日まで延長されました
住居確保給付金

[問合せ]〒130－8640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

申請期間は8月31日までです

[申込み]墨田区社会福祉協議会☎3614－3902
（〒131－0032東向島2－17－14）

月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（祝日を除く）

「福祉資金 緊急小口資金」「総合支援資金 生活支援費」特例貸付け

＊ 必要書類や制度の詳細については、区および墨田区社会福祉協議会のホームページを
参照(墨田区社会福祉協議会のホームページは、右のコードを読み取ることでも接続可) コード

　生活資金にお困りの方に向けた生活福祉資金制度における「福祉資金 緊急小口資金」
「総合支援資金 生活支援費」の特例貸付けを無利子で行っています。また、「福祉資金 
緊急小口資金」および「総合支援資金 生活支援費」の貸付けが終了した世帯に、再貸付
けを実施しています。なお、申請はいずれも郵送での受け付けです。

[対象]休業等により収入の減少があ
り、緊急かつ一時的な生活維持のた
めの貸付けを必要とする世帯 [貸付
上限額]20万円以内（一括交付）[償
還期間]2年以内(均等月賦償還)

■福祉資金 緊急小口資金 ■総合支援資金 生活支援費
[対象]失業等により生活に困窮し、日常生
活の維持が困難になっている世帯 [貸付上限
額] ▼ 単身世帯＝月額15万円以内　▶2人
以上世帯＝月額20万円以内 [貸付期間]3か
月以内 [償還期間]10年以内(均等月賦償還)

「総合支援資金 生活支援費」の再貸付け
[対象]「福祉資金 緊急小口資金」および「総合支援資金 生活支援費」の貸付けが令和3
年8月31日までに終了(予定も含む)した世帯 [貸付上限額・償還期間]「総合支援資金 
生活支援費」と同様 [貸付期間]3か月以内(延長なし)

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
緊急小口資金等の特例貸付けを利用できない方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮し、緊急小口資金等の特例貸付け
を終了等により利用できない世帯へ、就労による自立を図るため、また、就労による自立
が困難な場合には円滑に生活保護の受給につなげるため、一定期間支援金を給付します。
［対象］東京都社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付けを利用できない
世帯（総合支援資金の再貸付けが終了した世帯や８月までに終了する世帯、再貸付けが
不決定となった世帯）の主たる生計維持者　＊そのほか収入・資産・求職活動などの
要件あり [月額支給額]▶単身世帯＝６万円　▶2人世帯＝8万円　▶3人以上世帯＝
10万円 [支給期間]最大３か月間 [申請期限］８月31日　＊申請方法や必要書類等の詳
細は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）

[問合せ]墨田区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
コールセンター☎6735－3903

＊受け付けは午前8時半～午後5時15分（土・日曜日、祝日を除く） コード

国による大規模接種センターでの新型コロナワクチン接種
　国では、千代田区大手町に新型コロナワクチン接種会場を設置しています。最新情報や詳細は、
防衛省・自衛隊のホームページをご覧ください(右のコードを読み取ることでも接続可)。
[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（土・日曜日、祝日を含む） コード

コード

▼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

混雑状況がわかる区役所1階の窓口業務

「混雑・空き情報」インフラ ネコの目.com
のホームページから官公庁を選択して「墨
田区役所」を検索(右のコードを読み取る
ことでも接続可)

確認方法

[問合せ]窓口課庶務係☎5608－6100

区役所1階の窓口の
混雑状況がわかります！

来庁の目安、待ち時間の参考に
ご利用ください

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）広告
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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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決定通知書をお送りします
介護保険料

　65歳以上の方の令和3年度介護保険料(年額)
が決定しました。この保険料額は、確定した今
年度の住民税課税状況に基づき算出したもので、
4月～4年3月の1年間分です。対象となる方に
は、今月中旬に「介護保険料通知書(決定通知
書)」をお送りします。
介護保険料の納付方法は原則、公的年金からの
特別徴収です。ただし、 ▼老齢(退職)・遺族・障
害年金の年額が18万円未満の方　 ▼65歳の誕生
日から6か月以上経過していない方　 ▼区に転入
して6か月以上経過していない方　 ▼介護保険料
が減額になった方　などは、納付書や口座振替で
納める普通徴収となります。納付書で納める方に
は、決定通知書に7月分～9月分の納付書を同封
します。各納期限までに、問合せ先、各出張所・
金融機関・コンビニエンスストア等で納めてく
ださい。また、新型コロナウイルス感染症の影響
による介護保険料の減免申請書類を同封します
ので、併せてご確認ください。
[問合せ]介護保険課資格･保険料担当(区役所4
階)☎5608－6937

お送りします
介護保険負担割合証

8月1日時点で要介護(要支援)認定を受けてい
る方と、介護予防・生活支援サービスを受けてい
る方に、新しい「介護保険負担割合証」(薄緑色)を
今月中にお送りします。介護サービスを利用して
いる方は、ケアマネジャーまたは事業所、入所中
の施設に負担割合証をご提示ください。現在お持
ちの負担割合証は、8月1日以降に、問合せ先や各
出張所へ持参するか、郵送でご返却ください。
[問合せ] ▼ 負担割合証の交付について＝介
護保険課資格・保険料担当☎5608－6937　

▼給付について＝介護保険課給付・事業者担
当☎5608－6149

ぜひ、ご参加ください
すみだ健康づくり総合計画
改定ワークショップ

すみだ健康づくり総合計画改定のためのワー
クショップを開催します。ぜひ、ご参加のうえ、
ご意見・ご要望等をお寄せください。
[対象]区内在住在勤在学で、健康づくりに関心
がある小学生以上 [とき／テーマ]下表のとおり
［ところ・定員］ ▼第1回・第3回＝区役所会議室
131（13階）／各回50人（抽選）　 ▼第2回＝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）／100人（抽選）[申込み]希望回・住所・氏
名・年齢・電話番号を、直接または電話、ファクス、
Eメールで ▼第1回＝７月26日　 ▼第2回＝8月
23日　 ▼第3回＝9月6日　までに〒130－8640
保健計画課健康推進担当（区役所５階）☎5608－
1305・℻  5608－6405・ HOKENKEIKAKU@
city.sumida.lg.jpへ

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

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

[問合せ]障害者福祉課庶務係☎5608－
6466・℻  5608－6423

　聴覚や発話に困難のある方が、通訳オペレータを通
して、手話・文字と音声を使い、電話をす
るためのサービスです。詳細は総務省指定
一般財団法人日本財団電話リレーサービス
のホームページをご覧ください。

電話リレーサービスを活用しましょう！
誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

コード

保険料額決定通知書を送付します
後期高齢者医療制度

■令和3年度の保険料額
対象となる方には、3年度の「保険料額決定通
知書」を今月中旬に送付します。納付書で納める
方にのみ、対象期間の納付書を同封しますので、
各納期限までに納めてください。
なお、保険料の納付方法は、口座振替に変更で
きます。詳細はお問い合わせください。また、新
型コロナウィルス感染症の影響による保険料の
減免については、同封のお知らせをご確認くだ
さい。
■社会保険料控除
保険料は、所得税や住民税を計算する際に社会
保険料として控除することができます。なお、社
会保険料控除は、公的年金からの特別徴収の場合
は本人に適用されますが、口座振替の場合は、口
座名義人に適用されます。
■キャッシュカードによる口座振替受け付け
問合せ先へキャッシュカードをお持ちいただ
くだけで口座振替の手続ができます。詳細はお問
い合わせください。
■延滞金の徴収・還付加算金の加算の開始
3年度保険料から、納期限内に納付されなかっ
た場合、納期限の翌日から納付までの日数に応
じて、延滞金を保険料に加算して徴収します。
また、保険料の変更等により、すでに納付した
保険料に還付金が生じた場合は還付加算金を加
算することがあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]国保年金課長寿医療（後期高齢者医療）
保険料担当（区役所２階）☎5608－8100

とき テーマ
第1回 8月1日（日）午前９時

半～午後０時10分
母と子の健康につい
て語ろう

第2回 8月29日（日）午前９
時半～午後０時10分

世帯やライフスタイ
ルをふまえた健康に
ついて語ろう

第3回 9月12日（日）午前９
時半～午後０時10分

地域のつながり・支え
あいについて語ろう

8月に更新します
国民健康保険の高齢受給者証

■高齢受給者証の更新　
国民健康保険に加入している70歳～74歳の方

に新しい高齢受給者証を郵送しました。年度途中
で後期高齢者医療制度へ移行する方の高齢受給
者証の有効期限は、75歳になる誕生日の前日です。
■自己負担割合と軽減
高齢受給者証を提示することで、自己負担割合

は2割（現役並み所得者は3割）となります。自己負
担割合が3割の方で、次のいずれかに該当する場
合は、申請により自己負担割合が2割になります。
申請方法等の詳細は、お問い合わせください。

[対象] ▼同じ世帯に属する70歳～74歳の国民健
康保険加入者の収入の合計が520万円未満(単身世
帯では収入383万円未満)の方　 ▼同じ世帯の方が
後期高齢者医療制度へ移行したことに伴って新た
に3割負担となった方のうち、住民税課税所得が
145万円以上、かつ収入が383万円以上であり、後
期高齢者も含めた収入の合計が520万円未満の方
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［問合せ］国保年金課こくほ資格係☎5608－6121

「私の好きな すみだ」写真募集！
　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

新型コロナウイルス感染症対策のため、事前にすみだトリフォニーホールのホームページで「ご来場の皆さんへのお願い」をご確認ください。

トリフォニーホール
おすすめ公演情報

トリフォニーホールチケットセンター
☎5608－1212・錦糸1－2－3

あの美声が、最高の音響空間トリフォニーホールに響き渡る！区民先行販売を実施します
布施 明 meets 新日本フィルハーモニー交響楽団
[とき]12月9日（木）午後6時開演 [出演]布施 明（歌手)、藤野浩一(指揮・編曲)、
新日本フィルハーモニー交響楽団 [内容]▶第1部＝布施明オン・ステージ　▶第
2部＝meets 新日本フィル [入場料（全席指定）]▶Ｓ席＝7000円　▶A席＝
6000円　＊区内在住在勤の方は3500円、区内在住在学の小学生～高校生・大学
生等は1000円［区民先行販売の対象者／定員／申込み］区内在住在勤在学の方／
500人(抽選)／住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、希望枚数(1人1通のみ・1通あたり2枚
まで)、勤務先の名称・所在地または学校の名称(区内在勤在学者のみ)を、往復はがきで7月23
日(消印有効)までに公益財団法人墨田区文化振興財団「12/9布施明＆NJP区民先行販売」係
(〒130－0013錦糸1－2－3)へ　＊席種・座席は選択不可　＊一般販売は8月13日午前10時～
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ところ]すみだトリフォニーホール（錦糸1－2－3）[申込み]事前にトリフォニーホールチケットセンターへ

布施 明

下野竜也プレゼンツ！音楽の魅力発見プロジェクト第8回 レクチャー付
コンサート「大河ドラマのテーマ曲 徹底解剖！」
[とき]8月14日（土）午後4時開演 [出演]下野竜也（指揮・お話）、新日本フィルハー
モニー交響楽団 [曲目]池辺 晋一郎／「独眼竜正宗」、服部隆之／「真田丸」ほか
[入場料（全席指定）]4000円　＊区内在住在勤の方は2000円、区内在住在学の小
学生～高校生・大学生等は1000円 下野竜也

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

大規模な水害に備えましょう 　コロナ禍における避難は避難所での3密(密閉・密集・密接)を避けるため、避難所以
外の場所に避難をする「分散避難」も含めて検討する必要があります。いざというときに
どのように行動するのか、本紙を参考に家族などで話し合い、事前に決めておきましょう。

防災課防災係☎5608－6206

大規模な台風発生を想定したタイムライン(防災行動計画)
台風上陸・接近2日前まで 上陸前日～当日 上陸当日 　　　  台風通過後

警戒レベル5はすでに災害が発生
している可能性が極めて高い状況です

保存版
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この時点では、

での避難が可能

■対象の方は早めに避難しましょう
■それ以外の方は非常持ち出し品の準備を本格
的に始めましょう

【対象】 避難に時間を要する方(高齢者など)、
　　　木造住宅等で風による被害が心配な方等

■直ちに江東5区外の安全な場所へ避難しましょう
この時点では、

での避難が可能
＊自動車での避難は、原則、要配慮者とその付添いの方のみ可能

域内垂直避難指示(緊急)
が発令されたら…

【対象】 区内にいる全ての方

1 在宅避難

　江東5区では、国や都と協力して、広域避難先や
避難方法の検討を行っています。

江東5区外(浸水しない地域)の
▶親戚・友人宅
▶ホテル・民宿等の宿泊施設
▶勤務先
などの避難先の検討を事前にお願いします

どこへ広域避難すれば？

徒歩 公共交通機関 自動車
徒歩

問合せ

高齢者等避難
(警戒レベル３)

が発令されたら…

区
が
発
令

避難指示(警戒レベル4)
が発令されたら…

区
が
発
令

公共交通機関

■  すぐに避難できるよう、準備
を進めましょう

✓
■  できるだけ早く江東5区外の安全な
場所へ避難しましょう

✓

✓
✓

✓ ■広域避難ができなかった場合は、
　直ちに浸水想定以上の場所(浸水想
　定より高い最寄りの建物・自宅の居
　室)に避難してください

✓

区民の皆さんからのよくある質問

Q　ペットは避難所に連れて行っていいの？
　避難所への同行避難が可能です。ただし、動物が苦手な方やアレル
ギーがある方などが避難されることも想定されるため、ペット専用の
スペースを設けます。また、避難の際は、必ずケージやリード、ペット
用のエサ・水・トイレ用品等をご持参ください。

自動車は
渋滞に注意！

公共交通機関は
計画運休に注意！

■直ちに浸水想定以上の場所(浸水想定より高い
最寄りの建物・自宅の居室、移動が可能であれ
ば避難所)に避難してください

✓

台風の通・・・過後も注意！
　河川の上流で降った雨が時間差で下流に
流れ、氾濫を引き起こす可能性があるため、

　雨が止んだ後や台風の通過後も、すぐに
気を緩めずに、引き続き避難情報などの情
報を収集しましょう。

雨が止んだ後や台風の通
過後も、河川が氾濫する
危険があります！

雨が止んだ後や台風の通雨が止んだ後や台風の通
過後も、河川が氾濫する過後も、河川が氾濫する

を進めましょう

台風や大雨が来る前に限らず、日頃から備えておきましょう。

日常備蓄

■水害ハザードマップで自宅がどれくらいの深さまで浸水するかを確認しましょう
■  小・中学校等の最寄りの避難所を確認しましょう
■  避難する際の持ち物 (5面下部を参照)や自宅の備蓄を確認しましょう
　 備蓄について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)
■情報の入手方法を確認しましょう
■土のうを準備しましょう
　 土のうステーションの設置場所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)
■家の周りを点検しましょう　　　　　　　
　 飛ばされやすいものは屋内に入れるか、しっかり固定しましょう

✓
✓
✓

✓
✓

✓

自主的広域避難情報が発令
されなかった場合はこちら

検討の結果、
自主的広域避難情報

が発表されたら…

各
区
が
発
表

広域避難指示
(公共交通機関の計画運休前に発令予定)

が発令されたら…

各
区
が
発
令

詳細は、江東5区大規模水害ハザードマップを参照(上の
コードを読み取ることで接続可)

コード

注台風の状況により、以下のタイムライン(防災行動計画)と実際の流れは異なる場合がありますので、　
　ご了承ください。

Q 　避難所には何を持っていけばいいの？
通常想定される非常持ち出し品に加え、新型コロナウイルス感染症予防

対策に関する衛生用品もご持参ください。日頃から準備しておきましょう。

感染症予防対策に関する衛生用品

□食料
□飲料水
□毛布

✓
✓
✓

□常備薬
□保険証
□室内履き
   (スリッパ)

✓
✓
✓

注上記は一例ですので、各自で必要と思われるものをご用意ください。

□着替え
□マスク
□消毒液

✓
✓
✓

□モバイルバッテリー
□体温計
□タオル

✓
✓
✓

親戚・友人宅 宿泊施設 勤務先

各
区
が
発
令

江東5区(墨田区・江東区・足立区・葛
飾区・江戸川区)を出て、浸水のおそれが
ない地域へ避難する広域避難が必要
となります。
➡江東5区が共同で、対応を検討
検討の開始を区ホームページ等でお知らせ

「墨田区水害ハザードマップ」では、浸水の範
囲や深さ、継続時間の情報を掲載しています。　
　また、まちづくりマップでは自分の住んでい
る地域の浸水情報が確認できますので、ご活用
ください。

　　　　　都市整備課(区役所9階)、区民情報コーナー(区役所1階)、各出張
所　＊区ホームページからも出力可(上のコードを読み取ることでも接続可)
　　　　　都市整備課庶務・細街路担当☎5608－6290

配布場所

問合せ

  墨田区水害
ハザードマップ

　 確認のポイント
自宅が浸水するおそれがあるか
どれくらいの深さまで浸水するか
(それが自宅の何階相当なのかも要確認！)
浸水はどれくらい継続するか

✓
✓

✓

水害ハザードマップを確認しましょう

2 縁故避難 3 避難所への避難 避難所の受け付けの流れ

コロナ禍における避難「分散避難」のご検討を

在宅避難とは、災害時において自宅に倒壊や焼損、浸水、
流出の危険性がない場合に、そのまま自宅で生活を送る方法
です。本面下部の確認のポイントを参考に、水害ハザードマッ
プで自宅の状況を確認しましょう。また、在宅避難を行う場
合には、ライフラインが一定期間途絶えても生活できるよう
に生活必需品の備蓄が必要になります。区ホームページに「在
宅避難の備え」を掲載していますので、ご確認ください(下
のコードを読み取ることでも接続可)。

コード

縁故避難とは、安全な場所にある親戚・友人宅などに避
難をすることです(安全な場所にある勤務先も縁故避難に
含む)。水害ハザードマップで避難先が安全な場所かどうか
を確認し、普段から災害時の避難に関して、親戚・友人な
どとよく相談をしておきましょう。

　在宅避難や親戚・友人宅などへの避難が難しい場合は、
区が指定した避難所など安全な場所へ避難してください。
最寄りの避難所を事前に確認しておきましょう。
　また、避難所の備蓄物資には限りがあります。自身の健
康管理のため、マスクや体温計を持参するなど、可能な限り
必要な物資を持参して避難するようご協力をお願いします。

避難所の混雑状況

万が一、被災したら…
税の減免や被災住宅の補修費用の補助等、
様々な支援を受けるためには、
り災証明書が必要です！

申請の際、被害の状況がわかる写真があると
便利です。可能であれば、近景と遠景の写真を
撮影し保管しておきましょう。写真は申請の際
にご提供ください。

身分証明書と印鑑を持って窓口課(区
役所1階)または管轄の出張所へ　＊各出張所の
管轄区域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)

窓口課証明係☎5608－6104 コード

申請方法

問合せ

ライフラインが止まっても生
活ができるように簡易トイレ
やガスコンロを備蓄しよう。

おばあちゃん、今度の台風が心配なので、
そっちに避難しても良い？

水害ハザードマップを見て、うちは安全
な場所だと確認したよ。家族でおいで。

食料は火やお湯、電気を使わない物を
自分で準備しよう。それと、避難所で
携帯電話を充電できるとは限らないの
で、モバイルバッテリーを持っていこう。

　はじめに、避難者の受け付けをします。
　次に、感染症拡大防止のため、避難所に避難
をした全ての方に検温を実施します。結果に
よっては、通常の避難スペースとは異なるスペー
スへご案内する場合があります。
　なお、避難スペースは体育館、柔剣道場、教
室等の広いスペースから順次案内します。また、
荒川氾濫の危険性が高まった場合には、余裕を
もった早めのタイミングで避難所の上層階へ
移動します。

　区内の避難所の場所や
開設状況、混雑状況、現
在地からの経路が、リア
ルタイムで分かる区避難
所開設状況システムを導
入しました。災害時は区
ホームページや、区危機
管理 ツ イ ッ
ター、すみだ

安全・安心メールでもお知らせします（右
のコードを読み取ることでも接続可）。

New!Check!

Q　防災行政無線の放送内容を　
　確認したい。
強い雨風などの影響で、防災行政無線

の放送が聞こえづらい場合は、防災行政
無線電話応答サービス(1面下部を参照)
や区ホームページなどでも、放送内容を
確認できますので、併せてご利用ください。

Q 　隅田川の氾濫が心配です。
隅田川は一定の水位に達すると、上流

の岩淵水門を閉鎖することにより荒川か
らの水の流入を抑え、水位の上昇を防ぎ
ます。ただし、万が一に備えて、区など行
政からの情報に注意しましょう。

土のうステーション

  まちづくり
　　マップ

コード

注画像は災害時のイメージです。

上陸当日



　　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 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

暮
ら
し

建築・住まいの無料相談 7月16日(金)午後1時～4時　
＊毎月第3金曜日に開催

区役所1階アトリウム 内建築の一般的な疑問や増改築などについて、一般社団法人東京都建
築士事務所協会墨田支部の所属建築士に相談する　申当日直接会場へ　
問建築指導課構造担当☎5608－1307

〝夏の星空フェ
ス タ2021〞プ
ラネタリウム上
映会7月

7月25日(日)▶1回目＝午
前11時～11時40分　▶2
回目＝午後2時～2時40分　
▶3回目＝午後4時～5時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－7)

【テーマ】 ▼1・2回目＝おほしさま みえるかな？　 ▼3回目＝徹底解
説！夏休みの星空(小学校4年生以上推奨の内容)　【講師】坪内重樹氏
(ステラ・マリーノ所属)　定各回先着50人　費▶中学生以下＝各回
200円　▶その他＝各回500円　申事前に、すみだ生涯学習センター
事業課☎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

高齢者暮らしの道しるべプロジェ
クト｢地域活動の学び舎｣(全8
回)

8月3日～令和4年3月1日の
第1火曜日午後2時～3時半　
＊1月のみ
1月11日
(火)

オウトピアみどり苑
(緑2－5－12)　＊オ
ンライン会議システム
｢Zoom｣での参加も可

内地域のつながりやボランティア活動を学び、活動するための講座
や参加者同士の情報交換　対両国・千歳・緑・立川・菊川・江東橋
在住で、高齢者の地域活動に関心があり、全日程参加できる方　定先
着15人　＊Zoomでの参加者を含む　費無料　＊Zoomでの参加
の場合、通信料は自己負担　申事前に住所・氏名・電話番号を、電話
またはEメールで、みどり高齢者支援総合センター☎5625－6541・
midorien-mimamori@e-houseikai.or.jpへ

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

7月13日(火 )午前10時～
11時半、7月21日(水)午後
2時～3時半

▶7月13日＝キラキラ
茶家(京島3－49－18)　
▶7月21日＝すみだボ
ランティアセンター(東
向島2－17－14)

内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▶7月13日＝先着4人　▶7月21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

ボランティア説明会 7月19日(月 )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)

内ボランティア活動の紹介、活動時の注意点の説明等　対ボランティ
アを始めようと考えている方　定先着8人　費無料　申事前に、すみ
だボランティアセンター(東向島2－17－14)☎3612－2940へ

つながろう！ICTでも家族会(認
知症家族介護者教室)

7月27日(火)午後2時～3
時

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内インターネットを使った交流について、体験を通して学ぶ　対認知
症の方を介護している方や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(すみだ福祉保健
センター内)☎3625－6541へ

区総合体育館公開講座｢アスレ
ティックリハビリテーション講
座〝腰痛編〞｣

8月5日(木)午後7時～9時
半

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

内慢性化した腰痛の回復トレーニングを学ぶ　【講師】板倉尚子氏
(理学療法士)　定先着20人　費無料　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7月29日
まで　＊動きやすい服装で参加

高齢者｢筋肉を育む体操教室｣
(全4回)

8月6日～27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)

対区内在住の60歳以上で、全日程参加できる方　定10人(抽選)　費無
料　申7月17日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

第2回生きがい講座｢住まいの防
犯・防災を考える｣

8月18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)

内災害への備えや、住まいの防犯対策を学ぶ　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

こころの病がある方の家族の会
〝家族同士で情報交換しません
か〞

8月26日(木)午後1時半～
3時半

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内悩みの共有、病気や福祉制度などについての情報交換　対区内在住
で、こころの病がある方の家族　定先着15人　費無料　申7月12日
から電話で向島保健センター☎3611－6193へ

依存症状でお困りの方のための
相談〝ファミリーメンタル相談〞

9月1日(水)午後　＊時間
の詳細は申込先へ

内家族関係等の悩みについて専門医に相談する　対区内在住の方　
費無料　申7月12日から電話で向島保健センター☎3611－6193へ

子
育
て
・
教
育

キッズチアダンス、ジュニアチ
アダンスの1回体験

7月14日～9月29日の毎週
水・金曜日　＊日程の詳細
は申込先へ

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対▶キッズ＝3歳以上の未就学児　▶ジュニア＝小学生　定各先着10
人～20人　費各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

おもちゃサロン「好きなおもちゃ
でいっぱい遊ぼう」

内子どもが自分の好きなおもちゃを選んで自由に遊ぶ　＊詳細は各
施設のホームページを参照　対未就学児とその保護者　費無料

▶ 八広地域プラザ開催分　
＊おもちゃドクターによ
る修理のみ

7月15日(木) 午後1時～3時　
＊毎月第3木曜日に開催

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

申当日直接会場へ　問八広地域プラザ☎6657－0471　＊おもちゃの
修理は1人1点まで（小さいおもちゃは2点まで修理できる場合あり）

▶ すみだボラン
ティアセンター
開催分

7月16日 (金 )・19日 (月 ) 
午前10時半～11時半、午
後1時半～2時半　＊毎週金
曜日と毎月第3月曜日に開
催(祝日を除く)

すみだボランティアセ
ンター(東向島2－17－
14)

定各先着2組　＊おもちゃドクターによる修理は第2金曜日　＊第1
金曜日の午後と第3月曜日は、障害のある子どもとその保護者が対象　
申事前に電話で墨田区社会福祉協議会☎3614－3900へ

▶ 本所地域プラザ開催分　
＊おもちゃドクターによ
る修理のみ

7月21日(水)午後1時半～3
時　＊毎月第3水曜日に開催

本所地域プラザ(本所
１－13－4)

申当日直接会場へ　問本所地域プラザ☎6658－4601　＊おもちゃの
修理は1人1点まで

▶ みどりコミュニティセン
ター開催分

8月25日(水)・26日(木)、
9月22日(水)午前10時半～
11時半、午後1時半～2時半　
＊原則毎月第4水曜日に開
催

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

定各先着4組　申事前に電話で、みどりコミュニティセ
ンター☎5600－5811へ

すみだボラン
ティアセンター

7月16日 (金 )・19日 (月 ) 
午前10時半～11時半、午
後1時半～2時半　＊毎週金
曜日と毎月第3月曜日に開
催(祝日を除く)

本所地域プラザ開催分　7月21日(水)午後1時半～3

事前に電話で、みどりコミュニティセ

お知らせ 虐待を受けていると思われる子どもに関する相談を24時間受け付けます。　児童相談所虐待対応共通ダイヤル☎1
いちはやく
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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

夏休みすみだ環境プログラム 申希望回(第2回は希望の部も)・プログラム名(複数申し込む場合は優
先順位も)、参加者と保護者の住所・氏名・年齢・電話番号を、はがきで
7月19日(必着)までに〒130－8640環境保全課環境管理担当☎5608－
6207へ　＊申込みは1人(組)1通のみ　＊抽選結果は後日郵送

▶ 第1回「自分で
も 作 れ る！　
入浴剤〝バス
ボム〞」

７月27日(火)午後1時半～
3時　＊10分前に集合

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

内家庭にある手に入りやすい材料を使って、オリジナル入浴剤を作る　
【講師】すみだエコライフサポーター　対区内在住の小・中学生　＊小
学生は保護者の同伴が必要(2人１組・参加者以外の同伴や見学は不可)　
定10組20人(抽選)　費無料

▶ 第2回「ガス管を使って万
華鏡をつく

　ろう！」

７月28日(水)▶午前の部＝
午前10時半～11時半　▶午
後の部＝午後１時半～2時半　
＊いずれも10分前に集合

区役所会議室121(12
階)

内エネルギーの大切さ・ガス管のリサイクル・都市ガスについての講義
と、廃ガス管を使用した万華鏡の作製　【講師】浅見伸介氏(東京ガス株式
会社)　対区内在住在学の小学生とその保護者　＊2人1組　定各部10
組20人(抽選)　費無料　持はさみ、セロハンテープ、飾り用マスキング
テープ・シール

▶ 第3回「親子
LED学び講
座」

8月5日(木)午前10時～午
後0時半　＊10分前に集合

内住まいのランプの種類や仕組みから省エネを学び、LEDランプを使っ
たランプシェードを作る　【講師】畠 健志氏(パナソニック株式会社ラ
イフソリューションズ社)　対区内在住在学の小学生とその保護者　
＊2人1組　定10組20人 (抽選 )　費800円 (材料費 )　持 はさみ、
20cm程度の定規、鉛筆

すみだキラキラママのつどい 7月28日(水 )午前10時～
午後3時

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内／定▶賢い子どもに育てるヒント／先着4組　▶知育リトミック(0
歳～2歳)／先着5組　▶足裏リフレクソロジー／先着8人　対親子　
＊妊婦・母親のみの参加も可　費各プログラム800円(材料費込み)　
申事前に希望プログラム名・氏名・子どもの年齢を、Eメールで、す
みだキラキラママのつどい kirakiramamasumida2010@gmail.
comへ　問みどりコミュニティセンター☎5600－5811

墨田区子ども・子育て会議の傍
聴

7月29日(木)午後6時半～
7時15分

区役所会議室131(13
階)

【主な議題】コロナ下における子育て世帯への影響調査結果の報告につ
いて　申事前に子育て支援課子育て計画担当(区役所4階)☎5608－
6084へ　＊受け付けは7月27日午後5時まで

夏季特別水泳教室 両国屋内プール(横網
1－8－1)

費各教室4400円　申7月12日午前9時から直接、両国屋内プール
☎5610－0050へ　＊内容等の詳細は申込先へ

▼ ｢小学生クロールに挑戦｣
(全4回)

8月3日～31日の火曜日午
前9時10分～10時　＊8
月17日を除く

対プールに顔をつけて浮くことができる小学生　定先着10人

▼水と遊ぼう「幼児水泳教室
（潜り～キック）｣(全4回)

8月3日～31日の火曜日午
後1時～1時50分　＊8月
17日を除く

対4歳以上の未就学児　定先着15人

▼ ｢小学生平泳ぎ基礎教室｣
(全4回)

8月3日～31日の火曜日午
後2時10分～3時　＊8月
17日を除く

対クロールで25m程度泳げる小学生　定先着10人

子どもすみだ博士セミナー「じぶ
んだけのユートリヤ水族館をつ
くろう」(全3回)　＊8月5日はオ
ンライン会議システム「Zoom」
を使用

8月5日(木)▶午前の回＝
午前10時～11時半　▶午
後の回＝午後1時半～3時　
のいずれかと、16日(月)・
26日(木)午前10時～正午

▶8月5日＝参加者の
自宅等　▶8月16日・
26日＝すみだ生涯学
習センター(東向島2－
38－7)

内水族館をモチーフに、布や綿を使い、自分だけの不思議なチンアナゴ
を作り、展示方法を考えるワークショップ　【講師】カナイヒロミ氏(造
形作家)　対自宅等から「Zoom」で参加できる区内在住在学の小学生　
定12人(抽選)　費500円　＊通信費は自己負担　申催し名・8月5日
の参加希望回・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号・Eメールア
ドレスを、往復はがきで7月25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

子どもすみだ博士セミナー「す
みだ検定すみけんプロデュース
〝すみだのクイズをつくって、答
えて、クイズ番組体験！〞」(全3
回)

8月10日(火)～
12日 (木 )の午
前10時～11時
半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内自分で調べ考えて、すみだに関するクイズを作る(最終日は、問題
を出題したり、解答者席で答えたりするクイズ番組体験)　【講師】す
みだ検定実行委員会　対区内在住在学の小学校4年生～6年生　定12
人(抽選)　費無料　申催し名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話
番号を、往復はがきで7月30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

子どもすみだ博士セミナー「ユー
トリヤの建築家 長谷川 逸子さ
んと、夢の家を考えよう！」(全
2回)

8月24日 (火 )・25日 (水 )
午後2時～4時

内すみだ生涯学習センター(ユートリヤ)を設計した建築家と夢の家を
考え、模型を作る　【講師】長谷川 逸子氏(建築家)　対区内在住在学の
小学校4年生～6年生　定15人(抽選)　費500円(保険料込み)　申催
し名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号を、往復はがきで8月
10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

文
化
・
ス
ポ
ー

ツ

区民体育大会「ゴルフ大会」 9月14日(火)午前8時～午
後4時　＊受け付けは午前7
時～

京葉カントリー倶楽部
(千葉県千葉市若葉区
多部田町802)

種男女別▶スクラッチの部　▶アンダーハンディキャップの部　＊男
女いずれかの参加人数が7人以下の場合はいずれの部も男女混合　対区
内在住在勤在学の方　定先着32人　費2万円程度(参加費・プレー費)　
申大会名、種別、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、勤務先の名称・
所在地(区内在勤者のみ)を、はがきまたはファクス、Eメールで7月
14日～8月14日(必着)に墨田区ゴルフ連盟事務局(〒130－0026両
国1－16－9小宮山方)☎・℻  5825－4386・ mmbft317@ybb.
ne.jp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、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

お知らせ 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
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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

[問合せ]文化芸術振興課文化芸術担当☎5608－6115北斎を知る
－HOKUSAI PROMOTION－ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、展示の中止や会期等が変更となる場合があります。

ご来館の際は、事前に、すみだ北斎美術館のホームページで開館状況をご確認ください。

　すみだ北斎美術館が所蔵する二大名品「冨嶽三十六景」シリーズと、当
館開館記念展で約100年ぶりの再発見として話題となった幻の
絵巻 ｢ 隅

すみだがわ り ょ う が ん け し き ず か ん
田川両岸景色図巻」を中心に、人気の高い北斎作品約

100点を前期・後期に分けて展示します。今回初めて｢冨嶽三十六
景 山

さん か は く う
下白雨」のバージョン違いを並べて展示します。また、北斎の錦絵「桜

に鷹」等の版
はん ぎ
木を使用した火鉢を初公開す

るなど、見所の多い展覧会となっています。
[とき]7月20日(火)～9月26日(日)の午前
9時半～午後5時半　＊入館は午後５時まで
[ところ]すみだ北斎美術館（亀沢2－7－2）
[入館料] ▼一般＝1200円　 ▼高校生・大学
生・65歳以上の方＝900円　 ▼中学生・障
害のある方＝400円　 ▼小学生以下＝無料
＊観覧日当日に限り、常設展も観覧可 [問
合せ]すみだ北斎美術館☎6658－8936　
＊詳細は、すみだ北斎美術館のホームペー
ジを参照

すみだ北斎美術館企画展
「THE北斎〝冨嶽三十六景と幻の絵巻〞」

　「すみゆめ」は、すみだの重要な文化資源である｢北斎」と「隅田川」を
テーマに行われる様々な表現活動を通じて、区民やアーティストがつな
がっていくプロジェクトです。9月1日～12月26日に「あなたに届く、あ
したにつなぐ。アートプロジェクト〝すみゆめ〞」をキャッチコピーに掲げ、
音楽、演劇、美術をはじめ多彩な分野にわたるユニークな企画の数々を
区内各所で展開します。屋内会場だけでなく、公園や隅田川テラスなど
で実施する企画のほか、インターネット配信を行う企画もありますので、
ぜひ、ご参加ください。
　日時や企画等の詳細は「隅田川 森
羅万象 墨に夢」のホームページをご
覧ください(下のコードを読み取るこ
とでも接続可）。
[問合せ]「隅田川 森羅万象 
墨に夢」実行委員会事務局
☎5608－5446

「隅田川 森羅万象 墨に夢」 （通称 すみゆめ）は、
すみだ北斎美術館開館を機に誕生したアート
プロジェクトです。すみゆめ通信

隅田川 森羅万象 墨に夢

アートプロジェクト「隅田川 森羅万象 墨に夢」（すみゆめ）
主催企画・プロジェクト企画（公募）決定！

コード
昨年実施したプロジェクト企画 ｢ストリート
ピアノすみだ川」

＝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 内容・対象等 申込み・問合せ等

暮
ら
し

高齢者向け優良賃貸住宅｢日の出
ハイツ(京島1－42－15)｣｢セイ
カガーデニアガーデン(石原2－
8－11)｣空き家待機者の募集

対区内に1年以上居住し、次の全ての要件を満たす方▶単
身世帯(60歳以上の方)または2人世帯(60歳以上の方と、
その配偶者か60歳以上の親族 )　▶月額所得が48万
7000円以下　＊ほかにも要件等あり　＊所得に応じて
最大4万円の家賃減額あり　【日の出ハイツの間取り・負
担月額等】▶間取り＝1DK、2DK(31.32㎡～44.98㎡ )　
▶家賃減額を受けた場合の負担月額＝4万5000円～8万
円　＊別途、共益費(月額1万9000円)・敷金(3か月分)
が必要　【セイカガーデニアガーデンの間取り・負担月
額等】▶間取り＝1K＋S、1DK、1DK＋ S(32.11㎡～
42.31㎡ )　▶家賃減額を受けた場合の負担月額＝5万
7000円～8万5000円　＊別途、共益費(月額1万8000
円)・敷金(2か月分)が必要

【募集案内と申込書の配布場所】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、祝日は区民情
報コーナーのみ　＊区ホームページからも出力可　申随時、申
込書を直接または郵送で▶日の出ハイツ＝株式会社岡田不動産
(〒124－0024葛飾区新小岩1－52－10)☎5678－1321へ　
▶セイカガーデニアガーデン＝三幸ハウス株式会社(〒156－
0041世田谷区大原1－27－4)☎5452－0214へ　問住宅課公
営住宅担当☎5608－6214　＊空き家が発生次第、順次入居予
定(希望者が複数の場合は、募集住宅ごとに、あっせん順位を抽
選で決定)

子
育
て
・

教
育

明るい選挙啓発ポ
スターコンクール
の作品募集

対区内の小・中学校、高等学校、特別支援学校に在学する
児童・生徒　【画材】自由(絵の具、紙、布など)　【規格】画
用紙の四つ切り(542㎜×382㎜)、八つ切り(382㎜×
271㎜)、またはそれに準ずる大きさ　【審査発表】11月上
旬(予定)　＊入賞作品の著作権は主催者に帰属

申作品の裏面右下に氏名(ふりがな)・学校名・学年を記入し、
直接または郵送で9月10日(必着)までに〒130－8640選挙管
理委員会事務局(区役所12階)☎5608－6320へ　＊学校を通
して提出する場合は、各学校が指定する日まで　＊作品は選挙
啓発等に使用し、応募者の学校名・学年・氏名を公表する場合
あり

仕
事
・
産
業

江東橋児童館（江東橋1－15－4）
指定管理者の募集

内施設の維持管理、児童厚生施設としての児童館事業・
地域子育て支援拠点事業（連携型）・利用者支援事業（基本
型）、放課後児童健全育成事業（学童クラブ事業）の運営な
ど　【指定期間】令和4年4月1日～9年3月31日（５年間）　
【募集説明会の開催日時／開催場所】8月4日（水）午前10
時～11時／区役所会議室122（12階）　＊業務内容や募
集説明会等の詳細は募集要項と要求水準書を参照（区ホー
ムぺージから出力可）

【募集説明会の申込み】「募集説明会及び現場視察会参加申込書」
をファクスまたはEメールで8月2日午後5時までに問合せ先へ　
＊申込書は区ホームページから出力可　問子育て政策課児童館
担当☎5608－6195・ ℻  5608－ 6404・ KOSEISAKU@
city.sumida.lg.jp

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

イ
ベ
ン
ト

S
ソ サ エ テ ィ
ociety5.0科学博 7月15日(木)～28日(水)　

＊一部展示は9月5日(日 )
まで開催

東京スカイツリータウ
ン®内各所(押上1－
1－2)

内最先端で独創的な日本の科学技術等の展示(区内企業の株式会社ア
ストロスケールなどが出展予定)　費無料　＊東京スカイツリー展望
回廊での展示は、展望台への入場料金が別途必要　申期間中、直接会
場 へ　問 産業振興課産業振興担当☎5608－1437　 ＊詳細 は
Society5.0科学博の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)

すみだトリフォニーホール×新
日本フィルハーモニー交響楽団
〝ふれあいコンサート ワクワク
音楽道スペシャル2021〞

7月30日(金)正午～午後1
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)

内新日本フィルハーモニー交響楽団員による弦楽五重奏　定先着150人　
費無料　申当日直接会場へ　問すみだトリフォニーホール☎5608－
5404

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
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