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暮
ら
し

社会保険労務士による無料相談
(各種年金・労務管理等)

8月4日(水)・18日(水)午
後1時～4時半　＊原則、毎
月第1・第3水曜日に開催
(祝日・年末年始を除く)

区役所1階区民相談
コーナー

申当日直接会場へ　問▶すみだ区民相談室☎5608－1616　▶東京
都社会保険労務士会墨田支部☎5638－6080

司法書士による無料法律相談(不
動産や会社の登記、相続、遺言、
成年後見等)

8月5日～26日の毎週木曜
日午後2時～4時　＊原則、
毎週木曜日に開催(祝日・
年末年始を除く)

すみだ区民相談室(区
役所1階)

申当日直接会場へ　＊午後1時から整理券を配布　問▶すみだ区民相
談室☎5608－1616　▶東京司法書士会墨田・江東支部☎3635－
1900

宅地建物取引士による無料相談
(不動産取引一般)

8月6日～27日の金曜日午後1
時～3時　＊8月13日を除く　
＊原則、毎週金曜日に開催

申当日直接会場へ　＊正午から整理券を配布　問▶すみだ区民相談室
☎5608－1616　▶東京都宅地建物取引業協会墨田区支部☎3622－
1221

夏の星空フェスタ2021　プラ
ネタリウム上映会
8月

8月21日(土)▶第1回＝午
後2時～2時40分　▶第2回
＝午後4時～4時40分

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

【テーマ】今夜の星空と天の川　【講師】岩上洋子氏(スターガーデン所属)　
定各回先着50人　費▶中学生以下＝200円 ▶高校生以上＝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

すみだ地域学スペシャル　防災
講座PART1「すみだを知り、災
害に備える」〝墨田区に住み続け
ること、命を守ること〞

9月4日(土)午前10時～11
時半

内区の地域特性や過去の災害、他地域の取組等、防災の基礎を学ぶ　
【講師】紙田和代氏(ランドブレイン株式会社取締役、慶應義塾大学
非常勤講師)　定 80人(抽選)　費無料　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8月20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

第2期健康づくり教室「見直そ
う！生活習慣〝運動と食事〞」 (全
10回)

8月18日～10月20日の毎
週水曜日▶1時半コース＝
午後1時半～2時50分　▶3
時コース＝午後3時～4時
20分　▶6時コース＝午後
6時～7時20分

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

対区内在住の20歳以上で、医師から運動を制限されていない方　＊今
年度の本教室未受講者のみ　定各コー
ス10人(抽選)　費無料　申8月9日まで
に、すみだ福祉保健センター☎5608－
3729へ

オレンジカフェすみだ ▶8月18日(水)午後2時～
3時半　▶8月19日(木)午
後2時～3時半

▶8月18日＝八広はな
みずき高齢者支援総合
センター(八広5－18－
23)　▶8月19日＝本
所地域プラザ(本所1－
13－4)

内認知症についての情報交換や悩みなどの共有、交流　＊個別相談も
あり　対認知症の方・認知症の不安がある方とその家族、ボランティ
アの方など　定各日先着20人　費無料　申当日直接会場へ　問▶8
月18日＝八広はなみずき高齢者支援総合センター☎3610－6541　
▶8月19日＝同愛高齢者支援総合センター☎3624－6541

「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

8月30日(月)午後2時～3
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

食生活講習会「今こそ実践！毎
日の食生活から
フレイル予防」

8月31日(火)午後1時半～
3時

本所保健センター(東
駒形1－6－4)

内フレイルを予防する食生活とレシピの紹介　対区内在住在勤の方　
定先着12人　費無料　申 8月2日午前8時半から電話で本所保健セン
ター☎3622－9137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

道路は大切な公共施設です
道路ふれあい月間

8月は「道路ふれあい月間」です。道路上に物を
置くと、通行の妨げや事故の原因になるだけでな
く、災害時には避難の妨げにもなります。これを
機に、自転車や植木鉢など、道路上に物を置いて
いないか確認しましょう。
[問合せ]土木管理課占用・監察担当☎5608－

8月1日は「水の日」
お家de打ち水

　8月は1年で水の使用量が最も多い月です。区
では、水の大切さや水循環への理解を深めるため、
雨水や再利用水での打ち水を推進しています。
打ち水に使うひしゃくやバケツを貸し出します
ので、希望する方は事前にお問い合わせください。
また、打ち水の活動報告を募集しています。報
告をお寄せいただいた方には手ぬぐいを進呈し
ます(数に限りあり)。なお、報告写真の一部は、
区ホームページ等で紹介する場合があります。
詳細は区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 ]環境保全課指導調査担当
☎5608－6210

ご協力をお願いします
原爆の日・終戦の日の黙とう

　原爆や第二次世界大戦で亡くなられた方を追
悼し、世界の恒久平和を願うため、1分間の黙と
うにご協力をお願いします。
[とき] ▼広島原爆の日＝8月6日(金)午前8時15
分　 ▼長崎原爆の日＝8月9日(振休)午前11時2
分　 ▼終戦の日＝8月15日(日)正午

コード

ぜひ、ご推薦ください
産業振興優秀技能者表彰

　区内の中小企業に勤め、優れた技能を持っている
方を優秀技能者として表彰しています。今年度の優
秀技能者を募集しますので、ぜひ、ご推薦ください。
[対象]次の全ての要件を満たす方 ▼区内の中小
企業(事業所等が区内にある企業を含む)で、建

6282　＊詳細は区ホームページを参照

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

設業・製造業・一般飲食業・サービス業等に従
事している　 ▼同一業種の技能者として、令和3
年10月31日現在、25年以上従事している　 ▼同
一業種で優れた技能を持っており、ほかの従事者
の模範となっている [選考方法]書類選考および
面接　＊面接日は申込者に後日通知 [申込み]電
話で8月30日までに産業振興課産業振興担当
☎5608－1437へ　＊本人による申込みも可

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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☎ ＝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

健
康
・
福
祉

第2回セカンドステージセミナー 9月1日(水)午後2時～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)

内ウクレレ演奏の鑑賞、ストレッチ体操　【出演】ヴィンテージクラブ
(ウクレレ演奏グループ)　【講師】吉野百香氏(作業療法士)　対おお
むね55歳以上の方　定先着100人　費無料　申事前に講座名・開催
日・住所・氏名・電話番号・ファクス番号を、電話またはファクスで、
てーねん・どすこい倶楽部事務局☎5631－2577・℻  5631－2578
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

身体障害者向け「ストレッチ体
操教室」(全4回)

9月2日～30日の木曜日午
前10時～正午　＊9月23日
を除く

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　定各教室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8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

身体障害者向け「声出し脳トレー
ニング教室」(全4回)

9月3日～24日の毎週金曜
日午前10時～正午

運動と食の健康習慣づくりに！
「すみだテイクテン教室」(各会
場全8回)

9月7日・21日、10月5日・
19日、11月2日・9日・30
日、12月14日いずれも火曜
日午後2時～3時半　

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内運動強度が弱めのやさしい体操、栄養について
の講話　対区内在住の65歳以上で、医師から運
動を制限されていない本教室未受講者　＊ほかに
も要件あり　定 各会場25人 (抽選 )　費 無料　
申教室名・希望会場・住所・氏名・年齢・電話
番号・ファクス番号を、直接または電話、ファク
スで8月25日までに高齢者福祉課地域支援係(区
役所4階 )☎5608－6178・℻  5608－6404へ　
＊1人1会場のみ申込可

9月15日・29日、10月6日・
20日、11月10日、12月1
日・15日・22日いずれも
水曜日午後1時20分～2時
50分

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

認知症サポーターステップアッ
プ教室(全4回)

9月15日、10月20日、11月
17日、12月15日いずれも
水曜日午後1時半～3時半

▶9月15日＝すみだ福
祉保健センター(向島
3－36－7)　▶10月
20日＝すみだリバー
サイドホール1階ミニ
シアター(区役所に併
設)　▶11月17日＝区
役所会議室122(12階)　
▶12月15日＝区役所
会議室123(12階)

内認知症についての講義、認知症カフェの模擬体験等　対区内在住在
勤の認知症サポーター養成講座修了者で、原則全日程参加でき、教室
修了後にボランティアとして活躍するためのステップアップをめざす
方　定先着10人　費無料　申事前に電話で高齢者福祉課地域支援係
☎5608－6502へ　＊受け付けは9月6日まで

子
育
て
・
教
育

スポーツ寺子屋 令和4年3月までの毎週水曜
日午後3時～5時　＊雨天中
止

区総合運動場(堤通2－
11－1)

内バスケットボール、バレーボール、バドミントン、ストラックアウト
など　対小・中学生　費無料　持飲物、タオル　＊動きやすい服装で
参加　申当日直接会場へ　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　＊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

夏休みすみだ環境プログラム 申希望回、プログラム名(複数申し込む場合は優先順位も)、参加者(第
6回は保護者も)の住所・氏名・年齢・電話番号を、はがきで8月10日(必
着)までに〒130－8640環境保全課環境管理担当☎5608－6207へ　
＊抽選結果は後日郵送　＊申込みは1人１回、1通につき１人(1組)まで

▶ 第6回「サバイバルトイレ
をつく

   ろう」

8月21日(土)午後1時半～
3時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内牛乳パックで、持ち運び可能な災害時に利用できるトイレを作る　【講
師】髙橋朝子氏・柴 早苗氏(NPO法人雨水市民の会所属)　対区内在
住在学の小学校4年生～中学生　＊小学生は保護者の同伴が必要(2人
1組)　＊参加者、保護者以外の入室不可　定 12組24人(抽選)　費
200円(材料費)　持空の1リットルの牛乳パック1個、ポリ袋1枚、内
側が銀色の空き袋1枚(お持ちの方のみ) 

▶ 第7回「雨の恵みで草木染
め〝オリジナ

   ルハンカチ
　をつくろう〞」

8月27日(金)午後1時半～
3時半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内雨水と身近な植物を使い、模様や絵を描いて、オリジナルのハンカ
チ染めを体験する　【講師】上鈴木 真弓氏(NPO法人雨水市民の会所属)　
対区内在住在学の小学校3年生～中学生　定 20人(抽選)　＊参加者
以外の入室不可 費400円(材料費)　持玉ねぎの皮(お持ちの方のみ)　
＊汚れても構わない服装で参加

地域福祉プラットフォーム夏休
み特別企画第2弾「スノードーム
を作ろう」

8月30日 (月 )・31日 (火 )
▶第1部＝午後1時～　▶第
2部＝午後2時～　＊所要時
間は約30分

▶8月30日＝ガラン
ドール(石原4－11－
12)　▶8月31日＝キ
ラキラ茶家(京島3－
49－18)

内身近な材料を使ったスノードーム作り　対区内在住在学の小・中学
生　＊小学校3年生以下は保護者の同伴が必要　定各先着5人　費無
料　申事前に墨田区社会福祉協議会(東向島2－17－14)☎3614－
3900へ　＊受け付けは各開催日の前日までの午前9時～午後5時(土・
日曜日、祝日、振替休日を除く)

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

〝この夏こそ苦手克服！〞プール
プライベートレッスン

8月31日(火)まで　＊1回
30分～45分(日程の詳細は
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＝3000円 (30分 )　▶2人1組＝5000円
(45分)　＊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

Z
ズ ン バ
UMBA G

ゴ ー ル ド
OLD® 令和4年3月までの毎週木曜

日午後7時半～8時半
区総合運動場(堤通2－
11－1)

内ダンス・エアロビクス初心者でも楽しく簡単にできるエクササイ
ズ　対中学生以上で、足・腰・膝に疾患がなく有酸素運動ができる方　
＊中学生は保護者の同伴が必要　定先着20人　費各日500円(トレー
ニング室2時間利用料込み)　持室内用の運動靴、飲物、タオル　＊動
きやすい服装で参加　申当日直接会場へ　＊受け付けは午後5時半～
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　＊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

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

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）

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

暮
ら
し

都営住宅(ポイント方式と抽せ
ん方式)入居者の募集

【募集案内と申込書の配布期間／配布場所】8月2日(月)～
11日(水)／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　＊土曜日、祝日、振替休日は区民情報
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8月16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または渋谷郵便局へ　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　＊詳細は募集案内を参照

「緑のカーテンコ
ンテスト2021」
作品の募集

内区内にある住宅や事業所などで育てた「緑のカーテン」
(一年草のつる性植物に限る)のコンテスト　＊応募者全
員に参加賞を、入選者には副賞を贈呈　費無料

申緑のカーテンの写真(3枚まで)と応募用紙を、直接または郵送、
Eメールで8月31日(消印有効)までに 〒130－8640環境保全課
緑化推進担当(区役所12階)☎5608－6208・ KANKYOU@
city.sumida.lg.jpへ　＊応募用紙は申込先または各出張所・図
書館等で配布しているほか、区ホームページからも出力可

仕
事
・
産
業

緑図書館(緑2－24－5)・立花
図書館(立花6－8－1－101)・
八広図書館(八広5－10－1－
104)の指定管理者の募集

内各図書館の施設維持管理や各事業の運営等　＊3館一括
での募集　【指定期間】令和4年4月1日～9年3月31日(5年
間)　＊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10時～／ひきふね
図書館(京島1－36－5)　【現場視察会の日時／集合場所】8月6
日(金)午後1時～／八広図書館　＊3館を順次視察(各自で移
動)　【募集説明会・現場視察会の申込み】募集要項内の参加申
込書をファクスまたはEメールで8月4日までに、ひきふね図書
館☎5655－2350・ ℻  5655－2351・ HIKIFUNE@city.
sumida.lg.jpへ

「緑のカーテンコ
ンテスト2021」

＝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

夏のストレス・運動不足解消！
「アクアビクス」「アクアウォーク
＆ジョグ」

8月5日(木)～27日(金)の
▶アクアビクス＝毎週木曜
日午後7時～7時45分　▶ア
クアウォーク＆ジョグ＝毎
週金曜日午後5時～5時半

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 16歳以上の方　定▶アクアビクス＝先着20人　▶アクアウォーク
＆ジョグ＝先着10人　費 1回あたり▶アクアビクス＝770円　▶アク
アウォーク＆ジョグ＝無料　＊いずれも別途施設利用料が必要　申当
日直接会場へ　問両国屋内プール☎5610－0050

ダンスレッスン初級 8月18日(水)午後7時～7
時45分、9月15日(水)午後
7時半～8時半　

区総合運動場(堤通2－
11－1)

内ヒップホップを主としたダンス　対小学生以上のダンス初心者で、
足・腰・膝に疾患がなく有酸素運動ができる方　定各日先着20人　
費各日500円(トレーニング室2時間利用料込み)　持室内用の運動靴、
飲物、タオル　＊動きやすい服装で参加　申当日直接会場へ　＊受け
付けは各日レッスン開始2時間前～　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　＊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

地域福祉プラットフォーム夏休
み特別企画第1弾「東京大空襲と
すみだ」上映会

8月26日(木)・ 27日(金)
午後2時～　＊上映は約1時
間

▶8月26日＝キラキラ
茶家 ( 京島3－49－
18)　▶8月27日＝ガ
ランドール(石原4－
11－12)

内区内で戦争体験をした語り部の方々の映像を収めたDVDの上映
会　対区内在住在勤在学の小学生以上　定各日先着10人　費無料　
申 事前に墨田区社会福祉協議会 (東向島2－17－14)☎3614－
3900へ　＊受け付けは各開催日の前日までの午前9時～午後5時(土・
日曜日、祝日、振替休日を除く)

区民体育祭「ソフトボール大会」 8月29日～12月5日の毎週
日曜日午前8時～午後4時

東墨田一丁目運動広場
(東墨田1－10)

種男子A・B、女子　対区内在住在勤の社会人で構成するチーム　費1
チーム1000円　＊8月28日(土)午後6時半から東墨田会館(東墨田2－
12－9)で実施する代表者会議で支払い(受け付けは午後6時～)　申電
話で8月28日までに墨田区ソフトボール連盟事務局 林 祐一☎090－
5757－3703へ

健康体力づくり教室(各コース
全8回)

9月1日 (水 )～10月29日
(金)　＊各コース日程の詳
細は申込先へ

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内からだいきいき体操・健美操・太極拳・リフレッシュケア・エアロビク
スなどの全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

区民体育祭「バレーボール大会」 9月12日～26日の毎週日曜
日午前9時～午後9時

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

種男女別6・9人制、家庭婦人、混合6人制、中学生女子6人制　対区内
在住在勤在学の方で構成するチーム　費 1チーム7000円　＊混合6人
制は1チーム3000円　＊8月24日(火)午後7時から東京東信用金庫両
国本部9階(両国4－35－9)で行う代表者会議で支払い　申電話で8月
10日までにスポーツ振興課スポーツ振興担当☎5608－6312へ

区民体育祭「バドミントン大会」 ▶男女別ダブルス1・2部＝
9月20日(祝)午前9時～午
後9時　▶男女別ダブルス
3・4部、壮年部45歳以上、
壮年部60歳以上＝9月26日
(日)午前9時～午後9時

種男女別ダブルス　＊いずれも1部～4部、壮年45歳以上の部、60歳以
上の部　＊学生は1・2部のみ　対区内在住在勤在学の方　費 1人
1500円(シャトル代込み)　申種別・住所・氏名・年齢(学年)・電話
番号・ファクス番号を、8月23日までに▶Eメール＝墨田区バドミント
ン連盟事務局 sumida.bado@gmail.comへ　▶電話＝問合せ先へ　
問スポーツ振興課スポーツ振興担当☎5608－6312　＊詳細は区ホー
ムページの大会要項を確認(左のコードを読み取ることでも接続可)

ぽ
け
っ
と

初級簿記講習会(全20回) 9月1日 (水 )～10月18日
(月)の月・水・金曜日午後
6時～8時　＊祝日を除く

向島法人会館(東向島
2－8－5)

定 20人(抽選)　費 1万2000円(テキスト代込み)　＊会員の方は1万
円　申講習会名・住所・氏名・電話番号・勤務先の名称を、ファクス
で向島法人会事務局☎3612－5515・℻  3616－3536へ

区民体育祭「ソフトボール大会」

健康体力づくり教室(各コース

コード

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

広告 遺言・相続・死後事務・終活・墓じまい等の法務に特化　行政書士隅田川法務事務所　☎03－5637－7588
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