
　　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 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

暮
ら
し

ネズミに関する出張相談 9月8日(水)午後2時～3時 梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内)

内ネズミに関する個別相談　＊問合せ先では、ネズミの毒餌の配布
と使い方の説明を随時実施(詳細は問合せ先へ)　対区内在住の方　
費無料　申当日直接会場へ　問生活衛生課生活環境係(区役所5階)
☎5608－6939

吾嬬の里 陶芸教室〝基本の玉づ
くりで湯飲みをつくろう〞(全6
回)

9月12日・26日、10月10
日・24日、11月14日・28
日いずれも日曜日午前9時
半～午後0時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内湯飲みや小鉢などの陶器を作る　対 中学生以上　定 先着6人　
費 6000円(材料費込み)　持 汚れても構わないエプロン、タオル、
筆記用具　申 事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付
けは9月5日までの午前9時～午後8時(8月16日は休館)

健
康
・
福
祉

新しいことにチャレンジしませ
んか？コース型教室体験参加者
募集中！「初心者ヨガ教室」の１
回体験

8月27日 (金 )までの水曜
日午前11時～11時50分・
午後7時～7時50分、金曜
日午前10時～10時50分・
午前11時～11時50分・正
午～午後0時50分　＊日程
の詳細は申込先へ

両国屋内プール（横網
1－8－1）

対16歳以上の方　定各若干名　＊定員に満たない教室のみ　費1100
円　申事前に両国屋内プール☎5610－0050へ

認知症サポーター養成講座 8月20日(金)午後2時～3
時半

八広はなみずき高齢者
支援総合センター(八
広5－18－23)

内認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を支援するサポー
ターとして必要な知識を学ぶ　対区内在住在勤在学の方　定先着20
人　費無料　申事前に電話で八広はなみずき高齢者支援総合センター
☎3610－6541へ

ボランティア説明会 8月25日(水)午後1時半～
3時

すみだボランティア
センター(東向島2－
17－14)

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☎3612－2940へ

第4回さくらんぼの会(認知症家
族介護者教室)「口

こうくう
腔ケアのポイ

ント」

8月27日(金)午後1時半～
3時

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4都営住
宅4号棟1階)

内歯科衛生士による講義　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　費無料　申事前に電話で、うめわか高
齢者支援総合センター☎5630－6541へ

こうめ認知症サポーター養成講
座

9月1日(水)午後2時～3時
半

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を支援するサポーター
として必要な知識を学ぶ　対区内在住在勤の方　定先着10人程度　
費無料　申事前に電話で、こうめ高齢者支援総合センター☎3625－
6541へ

認知症予防 声だし脳トレーニン
グ教室(全4回)

9月3日～24日の毎週金曜
日午後1時半～3時半

対区内在住の60歳以上で、原則として全日程参加できる方　定10人(抽
選)　費無料　申 8月18日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－
3721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

ご協力をお願いします
東京2020パラリンピック
聖火リレーに伴う区内循環
バスのう回運行

　8月21日(土)に行われる東京2020パラリン
ピック聖火リレーの交通規制に伴い、区内循環バ
ス(北西部ルート)をう回運行します。なお、下記
は7月28日時点の情報です。今後変更する場合が
あります。
[う回運行開始]押上駅を午後1時17分に発車す
るバス [う回運行時に止まらない停留所]曳舟駅
南(向島税務署入口)、曳舟文化センター、東京都
済生会向島病院入口、長浦神社南、八広図書館入
口、八広小学校、森鷗外住居跡、すみだ女性セン
ター [通常運行再開]押上駅を午後3時40分に発
車するバス[問合せ] ▼観光課観光担当☎5608－
6931　 ▼京成バス奥戸営業所☎3691－0935

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

[とき]9月29日(水)午後7時開演　＊約2時間[出演]佐渡 裕(指揮)、シエナ・ウイ
ンド・オーケストラ(吹奏楽)[曲目]リード／アルメニアン・ダンス(全曲)ほか[入
場料] ▼ S席＝6000円　 ▼ A席＝5000円　 ▼ B席＝4000円　＊25歳以下の方は
いずれも3000円　＊区内在住在勤の方はS席3500円、区内在住在学の小学生～高
校生・大学生等は1000円[申込み]事前にトリフォニーホールチケットセンターへ

[とき]9月13日(月)午後2時開演　＊約1時間(休憩なし)[出演]水戸博之(指揮)、
新日本フィルハーモニー交響楽団ほか[曲目]ベートーヴェン／交響曲第5番「運命」
ほか[対象]区内在住在勤在学の方　＊未就学児は入場不可[定員]500人(抽選)[入
場料]無料[申込み]住所、氏名、年齢、電話番号、同伴者の有無(1人まで)、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、往復はがきまたはEメールで8月31日(必
着)までに墨田区文化振興財団コミコン係(〒130－0013錦糸1－2－3) oubo@triphony.comへ

■新日本フィル・コミュニティ・コンサート2021
親しみやすいプログラムで新日本フィルの演奏をお楽しみください！

■佐渡 裕指揮　シエナ・ウインド・オーケストラ
日本を代表する吹奏楽団による熱狂のコンサートにご期待ください！

[とき]9月28日 (火 )正午～午後1時　＊開場は午前11時40分 [対象 ]区内在住在勤在学の方
＊未就学児は入場不可 [定員]100人(抽選)[入場料]無料 [申込み]住所、氏名、年齢、電話番号、
同伴者の有無(1人まで)、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
はがきまたはEメールで9月13日(必着)までに墨田区文化振興財団シエナ公開リハ係(〒130－
0013錦糸1－2－3) oubo2@triphony.comへ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ところ]すみだトリフォニーホール（錦糸1－2－3）

上記公演の公開リハーサルにご招待!!

水戸博之

佐渡 裕

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

本紙毎月1日号
8面に掲載

ぜひ、写真をお寄せください。
応募方法は問い合わ
せるか、区ホーム
ページへ！
[問合せ ]広報広聴
担当☎5608－6223 コード

スマートフォンで撮影した写真もOK！

「私の好きな すみだ」写真募集！

広告

墨田区のお知らせ
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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

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

健
康
・
福
祉

マインドフルネス「気づきのス
トレッチ」(全10回)

9月6日～11月29日の月曜
日午前10時～11時　＊第3
月曜日、祝日を除く

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内呼吸を整え、心と体のストレッチを行う　対20歳以上の方　定先着
15人　費5000円　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受
け付けは9月1日までの午前9時～午後8時(8月16日は休館)　＊動きや
すい服装で参加

中途失聴者・難聴者向け「手話
教室」(全20回)

9月7日～令和4年2月22日
の火曜日午後1時半～3時半　
＊日程の詳細は申込先へ

すみだ福祉保健セン
ター(向島
3－36－7)

内手話の基礎と日常会話等を学ぶ　対区内在住の中途失聴者・難聴
者とその家族　定9人(抽選)　費200円　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17日までに、すみだ福祉
保健センター☎5608－3723・℻  5608－3720へ　＊申込時に磁気
ループの希望可

庁舎こころの相談窓口(臨時) ９月14日(火)・15日(水)
午前9時～午後4時　＊正
午～午後１時を除く

すみだ区民相談室(区
役所1階)

内「こころの悩み」を保健師に相談し、必要に応じて適切な相談窓口
等の紹介を受ける　対区内在住の方　費無料　申当日直接会場へ　
問保健予防課精神保健係☎5608－6506

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〞

9月21日(火 )午前10時～
正午

本所保健センター(東
駒形1－6－4)

内参加者同士で日頃の悩みを話し合い、病気や福祉制度などについて
情報交換する　対区内在住で、こころの病がある方の家族　定先着20
人　費無料　申事前に電話で本所保健センター☎3622－9137へ

うつ予防講演会「精神科医が教
える心のケア　ストレスについ
て知ろう」

9月29日(水 )午前10時～
正午

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内ストレスについて専門医から学ぶ　対区内在住在勤の方　定先着
20人　費無料　申 8月12日午前8時半から電話で向島保健センター
☎3611－6193へ

子
育
て
・
教
育

すみだキラキラママのつどい 8月25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 1プログラム800円(材料費込み)　
申事前に希望プログラム名・参加者の氏名・子どもの年齢を、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

すみだ自然観察会 対区内在住在学の小学生以下　＊小学校3年生以下は保護者の同伴が
必要　定各先着10人　費無料　持 昆虫網、虫かご(お持ちの方の
み)、飲物、帽子、タオル　＊汚れても構わない服装で参加
申 8月11日午前9時から環境保全課緑化推進担当(区役所
12階)☎5608－6208へ

▶ 池辺の生きもの観察 8月28日(土)午後1時半～
2時半　＊雨天中止

大横川親水公園万華池
周辺(石原4－13地先)

▶ 荒川河川敷の生きもの観察 9月4日(土)午後1時半～2
時半　＊雨天中止

荒川河川敷木根川橋
(八広6－32地先)

文
化
・
ス

ポ
ー
ツ

区民体育祭「バトン・チア大会」 9月20日(祝) 午後1時半～
4時　＊受け付けは午後1
時～

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

種団体ポンポン（小学生の部、中学生・高校生の部）、団体バトン（小
学生の部、中学生・高校生の部）　対区内在住在学の方で構成された
10人以内のチーム　費 1チーム各種目3000円　＊支払いの詳細は申
込後、別途通知　申種別、チームの人数、代表者の住所・氏名・電話
番号・Eメールアドレスを、Eメールで8月20日までに墨田区バトン・
チア連盟 baton.nakagawa@gmail.comへ　問スポーツ振興課ス
ポーツ振興担当☎5608－6312

イ
ベ
ン
ト

墨田区伝統工芸保存会感謝市 8月13日(金)～18日(水)
の午前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)

内伝統工芸作品の展示・即売　費無料　＊購入費は自己負担　申当
日直接会場へ　問産業振興課産業振興担当☎5608－1437

区
政
そ
の
他

あずま百樹園(文花1－19－4)
の都市計画変更に係る原案説明
会

▼ 8月19日(木)午前10時～
午後1時　 ▼ 8月20日(金)
午後5時～8時　 ▼8月22日
(日 )午前10時～午後1時　
＊いずれも同一内容　＊入
退場自由

千葉大学墨田サテライ
トキャンパス1階ピロ
ティ(文花1－19－1)

内地域交流の場の創出を目的とした、あずま百樹園の再整備計画と、そ
れによる公園面積拡充に伴う都市計画変更についての説明・パネル展示・
アンケート　対区内在住の方、あずま百樹園を利用する方　費無料　
申当日直接会場へ　問都市整備課都市整備・河川担当☎5608－6281

ぽ
け
っ
と

大学通信教育秋期合同入学説明
会

8月28日(土 )午前11時～
午後4時

新宿エルタワー30階
サンスカイルーム(新
宿区西新宿1－6－1)

内大学通信教育を行っている短期大学・大学・大学院の学校別相談コー
ナーで講義内容等について相談する　＊参加者には大学通信教育の概
要や開設学科等が記載された「大学通信教育ガイド」を進呈　＊最新情
報や参加校等の詳細は公益財団法人私立大学通信教育協会のホーム
ページを参照　費無料　申事前に公益財団法人私立大学通信教育協
会のホームページから申込み　問公益財団法人私立大学通信教育協会
☎3818－3870

＝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

「動物たちの写真
展」写真の募集

内 9月20日～26日の動物愛護週間に区ホームページ上
で開催する「動物たちの写真展」で掲載する写真の募集　
＊写真展開催中に掲載写真の人気投票を実施　【応募写
真の条件】四つ切り(254mm×305mm)程度の写真ま
たは電子データ(3MB以下でJPEG方式)　＊合成加工等
をしていないもの

申 詳細は問い合わせるか、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)　【申込期限】8月31日(必着)　＊写真
は原則、返却不可　＊応募写真は、区の事業や広報活
動等に使用する場合あり　＊写真の掲載数を制限す
る場合あり　問 生活衛生課生活環境係(区役所5階)
☎5608－6939 コード

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

墨田区のお知らせ 72021年（令和3年）8月11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

[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。

　現在開催中の「THE 北斎」展の前期(8月22日まで)で展示している「桜
に鷹」(すみだ北斎美術館蔵)は、満開の桜を背景に鷹狩の鷹が架

ほこぎ
木に止

まる様子が描かれた吉祥画です。また、この作品と一緒に見ることがで
きる「葛飾北斎〝桜に鷹〞ほか四面版木火鉢」（個人蔵 すみだ北斎美術館寄

託 通期展示）は、浮世絵版画の版
はんぎ
木4種が使われていま

すが、版木の材質が良く、絵柄が美しかったため、火鉢
に再利用されたと考えられています。北斎の一枚摺

ず
り

の錦絵の版木自体が珍しく、資料としても大変貴重です。
[とき]9月26日(日)までの午前9時半～午後5時半　

＊入館は午後５時まで
[問合せ]すみだ北斎美
術館☎6658－8936　
＊入館料等の詳細は、
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(亀沢2－7－2)で開催中の企画展「THE 北斎」
展の見所をご紹介します。

「桜に鷹
たか
」と「葛飾北斎〝桜に鷹〞ほか四面版木火鉢」

　9月1日から開催する「すみゆめ」では、アーティストや参加団体など
が各企画や地域のおもしろいことを紹介する「屋台スタジオ」が登場し
ます。区内の公園に屋台が出向き、出演者と皆さんを迎えて現場からオ
ンライン配信します（9月中旬以降3回実施予定）。また、木ノ下 裕一氏
が「木ノ下歌舞伎のすみだ古典探訪ラジオ」と題して、隅田川周辺で生ま
れた歌舞伎演目や地域に伝わる物語などを語ります（10月下旬以降実施
予定）。様々な視点から、すみだの魅力を知る企画
です。どうぞ、お楽しみに。
　なお、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（右のコー
ドを読み取ることでも接続可）。また、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、企画内容・日時
等が変更となる場合があります。
[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）
まちのあちこちで聞く・めぐる「すみゆめ屋台スタジオ」

コード

熱中症を
予防しよう！

　熱中症の危険性が極めて高くなると予測される際に環境省・気象庁か
ら全国に発表される、危険な暑さへの注意を呼び掛ける警報です。発表
されている場合には、できるだけ外出を控える、エアコン等を使用して
部屋の温度を調整するなど、積極的に熱中症の予防行動をとりましょう。

熱中症警戒アラートを活用しよう
熱中症警戒アラートとは？　　　　　　　　　　　       

環境省熱中症予防情報サイトのほか、区では、すみだ安心・安全メール
で熱中症警戒アラートをメールでお知らせします。ぜひ、ご登録ください。
[登録方法]s.sumida-city@raiden2.ktaiwork.jpへ空メールを送
信(右のコードを読み取ることでも送信可)、配信情報の
選択で「その他事故情報」を選択 [問合せ]安全支援課安全
支援係☎5608－6199

確認方法　　　　　　　　　   　　　　　　　　　     

コード

　気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、喉の渇きに気付きにく
くなったり、体温が上がりやすくなったりするため、熱中症の危険が
高まります。以下の対策で、熱中症予防と感染対策を両立させましょう。

マスク着用による熱中症に注意！

▼屋外で人と十分な距離(2m以
　 上)を確保できる場合は、マスク
を外す

▼マスク着用時は、負荷のかかる
作業や運動を避ける

▼周囲の人と十分な距離を確保したうえで、適宜
マスクを外して休憩する

対
策

十分な距離を
とる

(2m以上)

熱中症を予防する4つのポイント

4　室温の管理　　　                     

▼エアコンや扇風機を上手に
使う

▼ 窓を開け風
通しをよく
する

▼カーテンやすだれ
で日ざしを遮る

▼十分な睡眠や休
憩をとる

▼食生活に気を付
ける(朝食を抜
かない等)

▼体調が悪いとき　
は無理をしない

3　体調の管理　　　　                    

▼喉が渇く前にこまめ
に水分をとる

▼入浴の前後や就寝
前に水分をとる

▼汗を多くかいた
　  時は 塩分も一緒
　にとる

2　こまめな水分補給                         

▼帽子や日傘を使う

▼通気性がよく、乾
　きやすい服を着る

▼日陰などで、こま
めに休憩をとる

▼保冷剤・氷・冷たい
タオルで体を冷やす

1　暑さを避ける　　　                                   

こんな症状が出たら要注意！　　　　　　　　　　     

めまい

頭痛

吐き気

体の
だるさ

筋肉の
けいれん

▼涼しい場所に移動する

▼衣類を緩め、体を冷やす

▼水分・塩分を補給する

す
ぐ
行
動

呼び掛けに反応しない
など、意識がはっきりし
ないときは、すぐに救急
車を呼びましょう。

周
り
の
方
へ

室内でも マスクでも夏本番！

＊本紙6月11日号1面を再編集して掲載
［問合せ］保健計画課保健計画担当

☎5608－6189
【撮影協力】すみだ子どもPR大使 (左から)石塚勇悟さん、金沢美羽さん、宮本 隆之介さん、横溝莉子さん、丸尾息吹さん　注感染症対策を行ったうえで、短時間で個別に撮影しました。

「葛飾北斎〝桜に鷹〞ほか四面版木火鉢」「桜に鷹」
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