
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

お店・顧客・地域　
三方よし ｢すみだ
まちゼミ｣

11月1日(月)～
30日(火)

区内全域 内生活に役立つ知恵をお店の方から楽しく学ぶ少人数のミニ講座　＊詳
細は墨田区商店街連合会のホームページを参照　費無料　＊材料費がか
かる講座あり　申事前に各店舗へ　問 ▼墨田区商店街連合会☎5608－
1111(内線5437)　 ▼産業振興課産業振興担当☎5608－6187

フラワーアレンジメント教室
｢晩秋の花｣

11月13日 (土 )午前10時
半～正午

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内8種～10種の季節の花でフラワーアレンジメントを作る　対12歳以上
の方　定先着10人　費3000円(花材・花器費込み)　持園芸用のはさみ、
作品を持ち帰るための袋、筆記用具　申事前に八広地域プラザ☎6657－
0471へ　＊受け付けは11月6日までの午前9時～午後8時

冬の星空フェスタ2021　プラ
ネタリウム上映会11月

11月27日(土) ▼午前11時～
11時40分　 ▼午後2時～2
時40分　 ▼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】冬の星空とお誕生日の星座（12星座）　【講師】岩上洋子氏(スター
ガーデン所属)　定各先着50人　費 ▼中学生以下＝各200円　 ▼その他
＝各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

健
康
・
福
祉

ユートリヤで健康な体になろう！
(11月)

▼太極拳＝11月4日(木)・18
日(木)午後1時～2時　 ▼ヨー
ガ＝11月15日(月)・29日
(月)午後3時半～4時半

内初級者向けの健康講座　対 16歳以上の方　定 ▼太極拳＝各日先着
20人　 ▼ヨーガ＝各日先着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〞｢仕事と介護を両立する方法
について｣

11月4日(木)午後1時半～
3時半

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)

対区内在住の男性　費無料　申事前に教室名・住所・氏名・年齢を、
電話またはファクスで、ぶんか高齢者支援総合センター☎3617－
6511・℻  6657－1431へ　問高齢者福祉課相談係☎5608－6174・
℻  5608－6404

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。

山路を登りながら

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

自転車の 代わりに置こう おもいやり
駅前放置自転車クリーン
キャンペーン

駅周辺の放置自転車は歩行者の通行の妨げ

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

ご確認ください
児童手当・児童育成手当

児童手当・児童育成手当の10月期分(6月
分～9月分)を、指定の口座に振り込みました。
振り込みの通知は個別に行いませんので、通帳
記帳などでご確認ください。なお、申請や変更
の届出日によっては、審査手続等のため、振り
込みが遅れる場合があります。ご不明な点は、
お問い合わせください。また、6月にお送りし
た現況届と関連書類を提出していない方は、手
当を受給することができません。提出がないと
受給資格を失うことがありますので、至急提出
してください。
[提出先・問合せ]子育て支援課児童手当・医療
助成係（区役所4階）☎5608－6160

輸血を必要としている方のために
献血にご協力を

病気やけがなどで輸血を必要としている方の尊
い生命を救うため、献血へのご協力をお願いします。
■区役所での献血
[とき]10月27日（水） ▼午前10時～11時15分　

▼午後0時半～4時 [ところ]区役所１階アトリ
ウム [対象]16歳～69歳で、体重が50㎏以上の
方　＊65歳以上の方は、60歳～64歳の間に献
血の経験がある方のみ [持ち物] ▼ 初めての方

区の世帯と人口（10月1日現在）

世帯 15万7012（＋   13）
人口 27万6099（－  122）
男 13万6464（－   95） ＊住民基本台帳による

女 13万9635（－   27） ＊（　）内は前月比

＝身分証明書　 ▼献血の経験がある方＝献血
カード・手帳 [問合せ]東京都赤十字血液セン
ター☎5272－3523
■「献血ルームfeel」での献血
常設の献血ルームfeel(押上1－1－2東京ソラ

マチ®10階)では、落ち着いた環境で献血を行
えるほか、様々なイベントを開催しています。
[受け付け時間]午前10時～午後5時45分(成分
献血は午後5時まで）　＊12月31日、1月1日を除
く [問合せ]献血ルームfeel☎6456－1972
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[問合せ ]保健計画課保健計画担当☎5608－
6190　＊献血の注意事項等は、日本赤十字社の
ホームページを参照

となり、特に高齢者や障害者の安全な通行を
困難にしています。また、救急車等の緊急車両
の通行や、災害時の避難・救助活動を妨げる
ほか、まちの景観を損なう等、社会問題となっ
ています。都と区では、10月22日～31日に「第
38回駅前放置自転車クリーンキャンペーン」
を実施しています。これを機に、一人ひとりが
自転車利用のルールとマナーを守り、放置自
転車をなくしましょう。
[問合せ]土木管理課交通安全担当☎5608－6203

すみだゼロカーボンシティ
2050宣言

脱炭素社会の実現をめざします

　すみだゼロカーボンシティ2050宣言
脱炭素社会の実現を目指して

　墨田区は、かけがえのない地球を未来の子どもたちに引き継ぐため、
「環境にやさしいまち すみだ」の実現に向けた取組を積極的に推進
しています。しかし、近年、世界各地及び日本において、極端な気象
現象による自然災害が発生し、私たちの生命や財産を脅かすとともに、
区民生活にも大きな影響をもたらしています。
　2018年に公表された国連のIPCC（気候変動に関する政府間パネ
ル）の報告書では、2050年前後には世界の二酸化炭素排出量を正味
ゼロにする必要があることが示されました。また、2015年に国連で

採択されたSDGsでは、地球上の「誰一人取り残さない」ことを理念
とする、持続可能な社会の実現を掲げています。
　我が国においては、2020年に「2050年カーボンニュートラル」
が宣言され、東京都においても、2019年に同様の宣言が行われてい
ます。これらを踏まえ、墨田区においては、地球温暖化を防ぐため
の行動を加速していくため、2050年二酸化炭素排出実質ゼロの実
現を目指す「すみだゼロカーボンシティ2050」を宣言し、区民・事
業者・区が協働することにより、脱炭素社会の実現に向けたまちづ
くりを推進していきます。

令和3年（2021年）10月5日
墨田区長 山本 亨　墨田区議会議長 木内 清

区は、2050年二酸化炭素排出実質ゼロの実現をめざし、区長と区議会議長の
連名で、「すみだゼロカーボンシティ2050宣言」を表明しました。環境にやさし
い持続可能な「すみだ」を実現するために、力を合わせて、できることから一緒に
始めましょう。詳細は区ホームページをご覧ください。
[問合せ]環境保全課環境管理担当☎5608－6207

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）10月21日

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）10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

健
康
・
福
祉

ふくの会(なりひら認知症家族
会)

11月6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

第4回生きがい
講座｢楽しい折
り紙講座｣

11月15日(月)午後1時半～
3時半

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

内専門家の話を聞きながら折り紙作品を作る　対おおむね55歳以上
の方　定先着30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

食生活講習会｢血糖値と上手に
付き合う〝食生活編〞｣

11月17日(水)午後１時半～
3時半

本所保健センター(東
駒形1－6－4)

内日々の食生活から血糖値と上手に付き合っていく方法を学ぶ講義と
レシピの紹介　対区内在住在勤の方　定先着12人　費無料　申 10月
22日午前8時半から電話で本所保健センター☎3622－9137へ

要介護状態にならないために｢ま
るごと若がえり教室(やさしめ
コース)｣(全12回)

12月2日～令和4年2月24
日の木曜日午後2時～3時半　
＊12月30日を除く

区総合運動場(堤通2－
11－1)

内筋力アップ運動、栄養バランスや口
こうくう
腔ケアなどの講義　対要介護認

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　＊ほかにも要件あり　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11月9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｢クロール息継
ぎ特訓教室土曜コース／日曜
コース｣(各コース全4回)｢幼児
水慣れ教室」(全3回)

各教室の日程は両国屋内
プールのホームページへ

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対／定 ▼ クロール息継ぎ特訓教室＝バタ足で5ｍ泳げる小学生／各
コース先着10人　 ▼幼児水慣れ教室＝4歳以上の未就学児／先着15人　
費 ▼クロール息継ぎ特訓教室＝各コース4400円　 ▼幼児水慣れ教室
＝3300円　申 10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

仕
事
・
産
業

令和3年度保育士就職相談会(江
戸川会場)

10月31日（日）午後2時～4
時

タワーホール船堀(江
戸川区船堀4－1－1)

内各民間保育園の様子や労働条件を、現役保育士や人事担当に質問・
相談できる相談会　＊中央区・台東区・墨田区・江東区・中野区・荒
川区・足立区・葛飾区・江戸川区の保育園が出展予定　対都内保育
園で就職を希望する保育士資格をお持ちの方　＊資格取得見込みの方
も可　費無料　申事前に東京都保育人材・保育所支援センターのホー
ムページから申込み　問 ▼東京都保育人材・保育所支援センター令
和3年度保育士就職相談会(江戸川会場)担当☎5211－2912　 ▼子
ども施設課保育係☎5608－1253

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

読書週間特集展示｢図書館員が
選ぶおすすめの本｣

10月22日 (金 )～12月15
日(水)の開館時間中

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内ひきふね図書館員がおすすめする図書の紹介　費無料　申期間中、
直接会場へ　問ひきふね図書館☎5655－2350

日曜成人水泳教室｢クロールマ
スター教室｣(全4回)

10月31日～11月28日の日
曜日午後3時15分～4時5分　
＊11月7日を除く

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対バタ足で7ｍ以上泳げる16歳以上の方　定先着10人　費 4400円　
申 10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　＊詳細は申込先へ

Bリーグ｢サンロッカーズ渋谷 
対 茨城ロボッツ｣
観戦ご招待

11月10日 (水 )午後7時5
分～

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

対区内在住在勤在学の方　＊小学生以下は20歳以上の方の同伴が必要　
定 10人(抽選)　＊保護者の膝の上で観戦できる未就学児は人数に含
まない　申代表者の住所・氏名・年齢・電話番号、観戦者全員の氏名を、
往復はがきで10月28日(必着)までに区総合体育館｢Bリーグ観戦｣係
(〒130－0013錦糸4－15－1)☎3623－7273へ　＊申込みは1人1
通のみ(1通につき2人まで申込可)　＊中学生～18歳の方は保護者の同
意を往復はがきに記載　＊開催中止・延期となった場合は無効

すみだを代表する製品を作る職人
〝すみだマイスター〞から教わろう
｢干
え
支
と
寅
とら
｣江戸木

き
目
め
込
こみ
人形作り

11月14日(日)午前10時～
午後4時　＊途中1時間の休
憩あり

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)

内すみだマイスターから教わりながら、来年の干支｢寅｣の木目込人形
を作る　対中学生以上　定先着25人　費2000円(材料費)　申10月
21日午前9時から電話で、すみだ産業会館☎3635－4351へ

区
政

そ
の
他

第131回墨田区都市計画審議会
の傍聴

11月15日(月)午前10時～ 墨田区議会第1委員会
室(区役所17階)

【予定案件】東京都市計画公園の変更(墨田区決定)について(あずま百
樹園)ほか　定 5人(抽選)　申住所・氏名・電話番号を、往復はがき
で11月1日(必着)までに〒130－8640都市計画課まちづくり支援担
当☎5608－1204へ　＊往信に｢都市計画審議会傍聴希望｣と記入

11月6日(土)
午後１時半～

なりひら神明橋集会所
(業平5－6－2)

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。

山路を登りながら

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

すみだS
エスディージーズ

DGsステーション
SDGs「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」は、人類がこの地球で暮らし続
けていくために2030年までに達成しなければならない世界共通の17の目標です。

て改善策を見いだすのではなく、大きな変革を起こすのに適しています。
SDGsは目標のみを定めており、ルールや方法は私たち一人ひとりが考
えなければならないのです。
　3点目は「測る」ということです。SDGsは17の目標と169のターゲッ
トを体系化し、各主体による自由な取組を促していますが、取組の進捗
を測るため、234の指標も定められています。この指標は、国家レベル
の視点で捉えたものですが、地域レベルで解釈した指標が国により公
表されています。こうした指
標を活用することで、自らの
活動の到達点を客観的に測る
ことができるようになってい
ます。
［問合せ］SDGs未来都市政策
調整担当☎5608－6231

　SDGsにはいくつかの特徴があります。こうした特徴を正しく理解し、
取組に適切に反映させることが、目標達成のカギを握ります。今号では、
その中でも特に大切な3つの特徴をご紹介します。
　まず、SDGsの理念に掲げられている「誰一人取り残さない」という
ことです。SDGsの17の目標は、貧困や教育、環境、経済など、地球上
に暮らす私たち人類が直面するあらゆる課題をカバーしています。言
い換えれば、17の目標に無関係な人は誰一人いないということで、地
球の存続に直結する課題を解決するためには、一人ひとりが〝自分ご
と〞としてSDGsに取り組まなければならないことを表しています。
　2点目は、SDGsの17の目標設定の際に採用された「バックキャス
ティング」という考え方です。これは、望ましい将来像を設定し、それ
を実現するために必要な方策を考える発想法です。現状をベースにし

目標達成に向けて知っておきたい理念や特徴をご紹介します
画期的なSDGs

理想的な未来の実現には何
が必要か、今の能力や過去の
経験に固執せず、ゼロベース
で必要な能力など
を考える

バックキャスティングの考え方

現状

実現したい
未来

より高い
目標設定
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