
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

健康体力づくり教室「太極拳・か
らだいきいき体操」の1回体験

7月28日 ( 水 ) ～9月3日
(金)の ▼太極拳＝毎週水曜
日午後2時～3時　 ▼からだ
いきいき体操＝金曜日午前
11時～正午　＊8月13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　定各先着50人　費各510円　申事前にスポーツプ
ラザ梅若☎5630－8880へ　＊詳細は、スポーツプラザ梅若のホームペー
ジを参照

ユートリヤで健康な体に
なろう！(8月)

▼ ヨーガ＝8月2日(月 )・
16日 (月 )午後3時～4時　

▼太極拳＝8月12日(木)・
26日(木)午後1時～2時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内初級者向け健康講座　対 16歳以上の方　定各先着15人　費各
700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　＊空きがあ
れば当日会場でも申込可

男性介護者教室〝ケアＭＥＮすみ
だ〞「プロに聞く！少しの工夫で
介護の負担を減らそう(介護の
初心者から中級者編)」

8月5日(木)午後1時半～3
時

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4)

内介護技術の実践と講話　対区内在住の男性　定先着10人　費無料　
申事前に教室名・希望日・住所・氏名・年齢を、電話またはファクスで、
うめわか高齢者支援総合センター☎5630－6541・℻  3614－9160へ　
問高齢者福祉課相談係☎5608－6174・℻  5608－6404

ふくの会(なりひら認知症家族
会)

8月7日(土)午後1時半～3
時半

なりひら神明橋集会所
(業平5－6－2)

内認知症の家族を介護している方の悩みの共有・情報交換　対区内
在住で認知症の家族を介護している方　定先着10人　費無料　申事
前に、なりひら高齢者支援総合センター(業平5－6－2・なりひらホー
ム内)☎5819－0541へ

要介護状態にならないために「ま
るごと若がえり教室（脳トレコー
ス）」(全12回)

9月6日～11月29日の月曜
日午前10時～11時半　＊9
月20日を除く

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

内筋力アップ運動を中心とした認知症予防トレーニング、栄養バラン
スや口

こうくう
腔ケア(お口の体操など)の講義　対介護保険の要介護認定で

要支援1・2と認定された方、基本チェックリストで事業対象者と判定
された方　＊ほかにも条件あり　定先着10人　費 4800円　申事前
に各高齢者支援総合センターまたは担当の介護支援専門員へ　＊受け
付けは8月13日まで　問高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

子
育
て
・
教
育

子ども水泳教室「幼児水慣れ教
室」「クロール息継ぎ特訓教室 土
曜コース／日曜コース」（各全4
回）

▼ 幼児水慣れ教室＝8月6
日～27日の毎週金曜日午後
3時15分～4時5分　 ▼ ク
ロール息継ぎ特訓教室 土曜
コース＝8月7日～28日の毎
週土曜日午前11時45分～
午後0時35分　 ▼クロール
息継ぎ特訓教室 日曜コース
＝8月1日～29日の日曜日
午前11時45分～午後0時
35分　＊8月22日を除く

両国屋内プール（横網
1－8－1）

対 ▼幼児水慣れ教室＝4歳以上の未就学児　 ▼クロール息継ぎ特訓教
室＝バタ足で5ｍ泳げる小学生 定 ▼ 幼児水慣れ教室＝先着15人　

▼クロール息継ぎ特訓教室＝各コース先着10人 費各4400円　申 7
月21日午前9時から費用を持って直接、両国屋内プール☎5610－
0050へ

夏の星空フェスタ2021子ども
向けワークショップ「天体望遠
鏡を作ろう！」

8月11日(水)午後2時～4時
半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内天体望遠鏡の歴史や構造を学び、工作キットを使って天体望遠鏡を
作る　【講師】坪内重樹氏(ステラ・マリーノ所属)　対区内在住在学
の小学校4年生～6年生　定 30人(抽選)　費 3000円(キット代、保
険料込み)　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7月31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

ユートリヤで健康な体に

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

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

墨田区新型コロ
ナワクチン接種
広報大使「わく丸」

飲み残した薬はありませんか

節
せつやく
薬バッグの配布

　安心・安全に、無駄なく薬を飲むために、区
内の薬局で節薬バッグを配布しています。医療
機関から処方された薬で、飲み切れずに残った
薬を節薬バッグに入れて、お薬手帳や薬剤情報
とともに、お近くの薬局に持参してください。
薬剤師がいつまで使用できるかを確認するほか、
薬についての心配ごとや困りごと等の相談に応
じます。ぜひ、ご利用ください。
[費用]無料 [配布場所]区内の薬局　＊薬局の

ご利用ください
チリダニの検査

　夏は、アレルギー性疾患の原因になると言わ
れるチリダニが増えやすい季節です。区では、
皆さんが持参した家のほこりの中にいるチリ
ダニの量を測定し、効果的な改善方法につい
て助言するチリダニの検査を実施しています。
ほこりの集め方など、詳細はお問い合わせく
ださい。
[対象]区内在住の方 [費用]無料 [申込み]事前に、
生活衛生課生活環境係 (区役所5階 )☎5608－
6939へ

ご注意ください
緑化相談の一時休止

　緑と花の学習園(文花2－12－17)で、毎週土
曜日の午前9時半～午後3時半（正午～午後1時
を除く）に実施している緑化相談を、8月はお休
みします。
[問合せ]環境保全課緑化推進担当☎5608－6208

7月は「青少年の非行・被害防止全国
協調月間」です
青少年の非行・被害防止

　非行により検挙される青少年の数は減少傾向
にありますが、青少年の再犯率は3割を超えて
推移しています。
　また、スマートフォンやSNS等の利用に伴う
犯罪のほか、女子高校生などが接客サービスを
提供する「JKビジネス」等、児童の性に着目し
た新たな形態の営業が出現するなど、青少年の
被害は深刻な状況にあります。保護者など周り
の方は細心の注意を払い、子どもの非行・被害
に十分注意しましょう。
[相談先] ▼ 本所警察署☎5637－0110　 ▼向
島警察署☎3616－0110[問合せ]地域教育支
援課地域教育支援担当☎5608－6503

区の世帯と人口（7月1日現在）

世帯 15万6787（＋188）
人口 27万6086（＋  20）
男 13万6500（＋  10） ＊住民基本台帳による

女 13万9586（＋  10） ＊（　）内は前月比

一覧は区ホームページを参照 [問合せ]保健計
画課健康推進担当☎5608－1305

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

3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

2021年（令和3年）7月21日

7月21日号終校　回答締切り　7月9日（金）午後2時【修正する場合】印刷・朱書き・決裁後持参
＊出先機関の場合はFAX
【修正がない場合】決裁後、電話連絡
［回答先］区報担当（区役所6階）3617・3618・3620
TEL5608－6223・FAX5608－6406

課長（施設長)印

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

3墨田区のお知らせ2021年（令和3年）7月21日

☎ ＝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 ☎ ＝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 対区内在住在学の小・中学生とその保護者（参加者以外の同伴は不可）　
費無料　申希望回（第4回は希望の部も）、プログラム名(複数の場合は
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8月2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回まで　＊抽選結果は後日郵送

▼第4回「夏休み自由研究講
座　紙パックで紙すき体
験！」

8月17日(火) ▼午前の部＝
午前10時～正午　 ▼午後
の部＝午後1時半～3時半　
＊10分前に集合

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内牛乳パックなど、使い終わった身近な紙を使った「マイ
はがき」を作る　【講師】長田雅一氏（三菱製紙株式会社エコ
システムアカデミー）　定各部6組12人（抽選）　持 FSC®
マークがついた紙箱や紙パック

▼第5回「船に乗って海洋プ
ラスチックの問題について
考えてみよう」

8月19日(木)午前9時～正
午　＊10分前に集合

【集合場所】吾妻橋船着
場(吾妻橋1－23地先)

内神田川・日本橋川のクルーズ、海洋プラスチック
や生活と環境の関わりを学ぶワークショップ　【講師】
瀬口亮子氏(水DO!ネットワーク)　定15組30人（抽
選）　持帽子、飲物　＊ぬれても構わない服装で参加

仕
事
・
産

業

お店・顧客・地域 三方よし「す
みだまちゼミ」の開催に向けた
研修会〝すみだまちゼミに参加し、
お店の売上げUPにつなげよう〞

7月27日（火） ▼昼の部＝午
後2時半～4時半 ▼夜の
部＝午後6時～8時　＊い
ずれも同一内容

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 11月頃開催予定の「すみだまちゼミ(お店の方が講師となり、ファ
ンを増やすためのミニ講座)」の開催に向けた研修会　対区内の事業
者　費無料　申希望の部・氏名・店舗名（事業所名）・電話番号を、電
話またはEメールで墨田区商店街連合会☎5608－1111(内線
5437)・ inoue@sumida-showren.jpへ　問 ▼墨田区商店街連合
会　 ▼産業振興課産業振興担当☎5608－6187

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

区民体育祭「サッカー大会」 8月29日～10月24日の日
曜日午前8時～午後6時(10
月は午後4時まで)　＊9月
19日を除く

荒川四ツ木
橋緑地球技
場(墨田四丁
目地先)

対スポーツ保険等に加入している区内在住在勤の方で構成するチーム　
＊日本サッカー協会審判員有資格者がいること　費 1チーム7000円　
＊8月7日(土)午後6時から、すみだ生涯学習センター(東向島2－38－
7)で行う代表者会議で支払い　申7月28日までの午前9時～午後5時に
スポーツ振興課スポーツ振興担当（区役所14階）☎5608－6312へ

区民体育祭「ソフトテニス大会」 ▼ 中学生の部＝8月29日
(日 ) 午前8時 ～ 午後6時　
＊雨天の場合は9月5日(日)　

▼一般の部＝9月12日(日)
午前8時～午後8時　＊雨天
の場合は9月19日(日)

錦糸公園テニスコート
(錦糸4－15－1)ほか

種／費 ▼中学生の部(男子・女子)／1組1000円　 ▼一般の部(男子
A・B、壮年65歳以上、女子)／1組3000円(高校生は1組2000円)　
＊Aは上級者、Bは初中級者　対区内在住在勤在学の方　申種別、ペ
アの住所・氏名・年齢(学年)・電話番号を、直接または郵送で ▼中学
生の部＝8月20日(必着)までに　 ▼一般の部＝8月27日(必着)まで
に　墨田区ソフトテニス連盟事務局 布施亮人(〒131－0045押上2－
34－1－203)☎090－2647－6617へ

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

仕
事
・
産
業

立花ゆうゆう館(立花6－8－1－
102)の指定管理者の募集

【指定期間】令和4年4月1日～9年3月31日　＊応募資格や
業務内容等の詳細は募集要項を参照(区ホームページから
出力可)　【募集説明会の日時／場所】8月3日(火)午前10
時～正午／立花ゆうゆう館（立花6－8－1－102）

【募集説明会の申込み】参加申込書をファクスまたはEメールで7
月30日までに問合せ先へ　＊参加申込書は区ホームページから
出力可　【指定管理者の申込み】応募書類等を直接、8月31日午後
5時までに問合せ先へ　問高齢者福祉課相談係(区役所4階)
☎5608－6171・℻  5608－6404・ KOUREIHUKUSI@city.
sumida.lg.jp

みどりコミュニティセンター(緑
3－7－3)の指定管理者の募集

【指定期間】令和4年4月1日～9年3月31日　＊応募資格や業
務内容等の詳細は募集要項を参照(区ホームページから出
力可)　【募集説明会の日時／場所】8月6日(金)午前11時～
正午／区役所会議室121(12階)　【現地視察会の日時】8月6
日(金)午後3時～4時

【募集説明会・現地視察会の申込み】参加申込書をファクスまた
はEメールで8月4日までに問合せ先へ　＊参加申込書は区ホー
ムページから出力可　【指定管理者の申込み】応募書類等を直接、
8月31日午後5時までに問合せ先へ　問地域活動推進課地域活
動推進担当(区役所14階)☎5608－6200・℻  5608－6934・
KATSUDOSUISHIN@city.sumida.lg.jp

＝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。

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

FSC®Ｃ０２１５２８

東京2020大会をもっと身近に感じる注目情報
PICKUP! 2020東京2020オリンピック競技大会

開催日程 7月23日～8月8日
東京2020パラリンピック競技大会
開催日程 8月24日～9月5日

の要素を含めた構図と規定されています。一方、裏面のデザインは大会
ごとに異なります。東京2020大会のデザインテーマは、原石を磨くよう
な「光と輝き」。このデザインは東京2020入賞メダルデザインコンペティ
ションから選定されました。詳細は東京オリンピック･パラリンピック
競技大会組織委員会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］オリンピック・パラリンピック室☎5608－1445

　オリンピック・パラリンピックでアスリートに授与される金・銀・
銅のメダルは、アスリートにとって最高の栄誉であるだけでなく、世界
中の人々の目に触れ、日本ならではの文化や魅力を伝える存在でもあ
ります。東京2020大会で授与される全てのメダルは、「都市鉱山からつ
くる！みんなのメダルプロジェクト」により、使用済携帯電話等の小型
家電から集めたリサイクル金属を原材料に製作されました。区内では
区役所をはじめ13か所で回収を行い、多くの区民の皆さんにご協力い
ただきました。
　東京2020オリンピックメダルの表面のデザインは、国際オリンピッ
ク委員会により、パナシナイコスタジアムに立つ勝利の女神ニケ像、東
京2020オリンピック競技大会の正式名称およびオリンピックシンボル

東京2020オリンピックはいよいよ7月23日に開会式を迎えます！
東京2020オリンピックメダル

コード

【画像提供】Tokyo2020／Shugo TAKEMI
(左）メダル表面、（右）メダル裏面　＊いずれも左から銀メダル、金メダル、銅メダル
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