
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

自宅から申告できます
e－Tax申告

国税庁 確定申告書等作成のホームページで、
自宅等のパソコンからいつでも申告できます。
令和3年度分の確定申告から画面に表示された
2次元バーコードをスマートフォンで読み取る
と、ICカードリーダライタがなくても、マイナ
ンバーカードを使ってe－Taxで送信できます。
スマートフォンで給与所得の源泉徴収票を撮影
すると、金額や支払者情報等が自動で入力され
ます。また、スマートフォン専用画面の対象範
囲が拡大されます。ぜひ、ご利用くだ
さい。
[ 問合 せ ] ▼ 本所税務署☎3623－

犬を飼っている方はお忘れなく
飼い犬の登録と狂犬病予防
注射

　「飼い犬の登録」と毎年1回の「狂犬病予防注
射」は、犬の飼い主の義務として法律で定めら
れています。飼い犬の登録をしていない方は、
問合せ先で登録してください。なお、登録内容
に変更があった場合や、犬が死亡したときなどは、
必ず届出をしてください。今年度、飼い犬への
狂犬病予防注射を済ませていない方は速やかに
動物病院で受けさせ、証明書を問合せ先へお持

墨田区は好きですか
墨田区のシティプロモーショ
ンに関するアンケート

区では、シティプロモーション活動の一環で、
区への愛着等についてアンケートを行っています。
[アンケート期間]11月30日まで [回答方法]区
ホームページの専用フォームから回
答 [問合せ ]広報広聴担当☎5608－
6220

5171　 ▼向島税務署☎3614－5231　 ▼税務
課課税係☎5608－6135

ちください。狂犬病予防注射済票を交付します。
[費用] ▼ 飼い犬の登録＝3000円　＊鑑札を交
付 ▼狂犬病予防注射済票＝550円 [問合せ]生活
衛生課生活環境係(区役所5階)☎5608－6939

　　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
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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。
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暮
ら
し

意見交換会〝多
様な性のあり方〞
について考える

11月20日(土)午後2時～
4時

区役所131会議室(13
階)

【テーマ】全ての人に関わる性的指向・性自認について　【講師】須田哲夫氏
(フリーアナウンサー )・古野 ひとみ氏(レインボーすみだ代表)　対区内
在住在勤在学の方　定先着30人　費無料　申11月2日から催し名・住
所・氏名・電話番号・一時保育希望の有無を、直接または電話、ファク
ス、Ｅメールで、人権同和男女共同参画課男女共同参画担当(区役所14階)
☎5608－6512・ ℻  5608－6934・ JINKEN@city.sumida.lg.jpへ　
＊未就学児の一時保育を希望する場合は11月10日までに申込みが必要

第4回大人のためのすみだ自然
観察会「すみだの野鳥を観察し
よう」

11月23日(祝)午
前10時～ 11時半　
＊荒天中止

旧中川水辺公園(立花
三・五・六丁目先周
辺)　【集合場所】東武
亀戸線東あずま駅

内野鳥観察のポイントや道具の使い方等を学び、観察する　対区内
在住在勤在学の中学生以上　定先着15人 費無料　持筆記用具、水
筒、帽子　申 11月2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

クリスマスを彩
る「ハンギング
バスケットづく
り講習会」

11月26日(金)午前10時～正
午

区役所1階アトリウム 対区内在住在勤在学の方　定 10人(抽選)　費 3500円(5スリットの
容器代・花代込み)　＊容器をお持ちで花代のみの方は2500円　持エ
プロン、手袋、作品を持ち帰るための袋　申参加者の住所・氏名・年
齢・電話番号を、はがきで11月12日(必着)までに〒130－8640環境
保全課緑化推進担当☎5608－6208へ　＊申込専用サイトからも申込
可　＊抽選結果は11月19日までに通知

健
康
・
福
祉

難病講演会「難病患者さんの災
害の備え 〝いざというときどう
するか〞」

11月4日(木)午後2時～4時 向島保健センター (東
向島5－16－2)

内災害への備えと身を守るポイントを学ぶ　対区内在住在勤の難病を治
療している方やその家族で、防災に関心がある方　定先着25人　費無料　
申11月1日午前8時半から電話で向島保健センター☎3611－6193へ

みかんの会(認知症家族会) 〝介
護に関する悩みや思いを分かち合
い、今後の介護に活

い
かしませんか〞

11月9日(火)午後1時半～3
時

たちばなホーム(立花
3－10－1)

対認知症の家族を介護している方や介護の経験がある方、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、ぶんか高齢者支援総合センター☎3617－6511へ

高齢者・障がい者のための成年
後見無料相談会

11月10日(水)午前10時～
午後4時

すみだボランティアセン
ター (東向島2－17－14)

内成年後見制度・悪質商法対策・遺言・相続などを司法書士に相談する　
申事前に電話で、すみだ福祉サービス権利擁護センター☎5655－2940へ

オレンジカフェすみだ　〝認知
症についての情報交換や悩みな
どの共有、交流をしましょう〞

11月10日(水)午後2時～ 3
時半　＊個別相談もあり

八広はなみずき高齢者
支援総合センター (八
広5－18－23)

対認知症の方、認知症への不安がある方とその家族、ボランティアの
方など　費無料　申当日直接会場へ　問八広はなみずき高齢者支援
総合センター☎3610－6541

体力測定 11月14日(日)午前10時半～
11時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内ストレッチ、握力・上体起こし・反復横跳び等の測定　対高校
生以上　定先着15人　費 240円(トレーニング室利用料)　持室内
用運動靴、飲物　＊動きやすい服装で参加　申 11月2日から本所地
域プラザ☎6658－4601へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9
時～午後8時　＊初めて利用する方は測定終了後に初回講習会あり

むこうじま家族会 11月15(月)午後1時半～ 2
時半

すみだ生涯学習セン
ター (東向島2－38－
7)

内中村病院の相談員から病院のかかり方と認知症疾患医療センターに
ついて学ぶ　対区内在住で、認知症の方を介護している方　定先着
15人 費無料　申事前に電話で、むこうじま高齢者支援総合センター
☎3618－6541へ

弁護士による権利擁護法律相談 11月18日(木)午後1時半～
4時半

すみだボランティアセ
ンター (東向島2－17－
14)

内認知症の方や知的障害・精神障害のある方の法律相談、親族後見人
からの相談、福祉サービスの苦情相談　定先着3人 費無料　申事
前に電話で、すみだ福祉サービス権利擁護センター☎5655－2940へ

オレンジカフェすみだ（オンラ
イン）

11月18日(木)午後2時～ 3
時半

自宅等　＊オンライン
会議システム「Zoom」
を使用

内オンライン会議システム「Zoom」を使用した、 認知症に関する情
報交換や悩みなどの共有、交流　対認知症の方・認知症への不安があ
る方とその家族、ボランティアの方等 費無料　＊通信料は自己負担　
申事前に電話で同愛高齢者支援総合センター☎3624－6541へ

事例から学ぶ成年後見制度 11月19日(金)午後2時～ 3
時半

すみだ福祉保健セン
ター (向島3－36－7)

内成年後見制度について　対認知症の方を介護している方、認知症
に関心がある方　＊認知症サポーター養成講座受講者を優先　定先
着10人　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

高齢者「スマートフォンで年賀
状作り教室」

11月24日(水)・
25日(木)午前10
時～正午

内写真の撮り方やアプリの検索の仕方等を学ぶ　対区内在住の60歳
以上の方で、全日程参加できるスマートフォンをお持ちの方　定10
人(抽選)　費100円　持筆記用具、スマートフォン　申11月7日ま
でに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

11月14日(日)午前10時半～

25日(木)午前10

須田哲夫氏

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
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健
康
・
福
祉

身体障害者向け「ストレッチ体
操教室」(全4回)

12月2日～ 23日の毎週木
曜日午前10時～正午

すみだ福祉保健セン
ター (向島3－36－7)

対区内在住の身体に障害のある方　定 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11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

〝器具を使わずに筋力アップ！〞
高齢者パワートレーニング教室
(全12回)

▼第1会場＝12月2日～令和
4年2月24日の木曜日午後1
時半～ 2時半　＊12月30日
を除く　 ▼第2会場＝12月7
日～ 4年3月8日の火曜日午
後2時～ 3時　＊12月28日、
4年1月4日を除く

▼第1会場＝区総合体
育館(錦糸4－15－1)　

▼第2会場＝京島第一
集会所(京島3－3－6)

内筋力アップのための、器具を使わない運動　＊運動強度は強め　
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　＊ほかにも条件あり　定 ▼ 第1会場＝25人(抽選)　 ▼第2
会場＝15人(抽選)　費無料　持バスタオルまたはヨガマット　申 11
月10日までに高齢者福祉課地域支援係(区役所4階)☎5608－6178へ

すみだスポーツウエルネス吹矢
教室(全4回)

12月3日～ 24日の毎週金
曜日午後1時～ 3時

みどりコミュニティセ
ンター (緑3－7－3)

内子どもから高齢者までできる腹式呼吸を使った吹矢教室　定先着
15人　費3500円(道具代込み)　申事前に、みどりコミュニティセン
ター☎5600－5811へ

介護予防のための「尿もれ予防
講演会」〝骨盤底筋体操をやって
みましょう！〞

12月3日(金)午後2時～ 3時
半　＊受け付けは午後1時
半～

内高齢者に多い尿もれのタイプや改善・維持する方法、骨盤底筋体操
等の自宅でできる体操の紹介　【講師】牧野 美奈子氏(日本コンチネン
ス協会コンチネンスアドバイザー )　対区内在住の65歳以上で、本講
演会未受講者　＊尿もれ治療中の方は参加不可　定先着40人　持筆
記用具　申 11月2日午前9時から直接またはファクスで催し名・住
所・氏名・年齢・電話番号・ファクス番号を、高齢者福祉課地域支援
係(区役所4階)☎5608－6178・ ℻  5608－6404へ

要介護状態にならないために
「らくらく水中ウォーク教室」(全
12回)

12月13日～令和4年3月14
日の月曜日午後1時半～ 3
時　＊4年1月3日、10日を
除く

ルネサンス曳舟(京島
1－46－2)

内体力アップのため、水中でウォーキングやバランス運動を行う　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　＊ほかにも条件あり　定先着10人　費 4800円　申事
前に担当の介護支援専門員または高齢者支援総合センターへ
＊受け付けは11月19日まで　問高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

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

11月5日 ～ 12月24日 の
水・金曜日　＊コースや時
間の詳細は申込先へ

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 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

日本舞踊体験教室(お子様向け) 11月7日(日) ▼1部＝午後1
時～ 2時　 ▼2部＝午後2時
半～ 3時半

みどりコミュニティセ
ンター (緑3－7－3)

内日常の所作や行儀を学び、日本舞踊を体験する　対未就学児～小学
校3年生以下　＊保護者の同伴が必要　定各部先着4人　費各部500円　
持白い靴下(お持ちの方は足袋)　＊動きやすい服装で参加(お持ちの方
は浴衣)　申事前に、みどりコミュニティセンター☎5600－5811へ

子どもとのコミュニケーション
スキルアップ講座 〝CAREプロ
グラムを使って〞 (全3回)

11月18日(木）・22日（月）、
12月2（木）いずれも午前10
時～ 11時半 

すみだ女性センター
(押上2－12－7－111)

内子どもとの適切な関わり方を学ぶ　対区内在住で3歳～小
学生の子どもがいる保護者　定先着12人　費無料　申11月
2日午前9時から電話で子育て支援総合センター☎5630－
6351へ　＊事前申込みによる未就学児の一時保育あり

子育てママの、わたしの時間(全
2回)

▼第1回＝11月29日(月)　

▼第 2回＝12月6日 (月 )　
＊いずれも午後2時～ 4時　
＊受け付けは午後1時半～

【テーマ／講師】 ▼第1回＝子育てママの「こころの負担を軽くする家事
半分術」講座／佐光紀子氏(家事研究家)　 ▼第2回＝子育てママのバラ
ンスボール講座／小山 史未子氏(HOPE所属ウーマンズフィジカルケア
インストラクター )　＊詳細は区ホームページを参照　対区内在住の乳
幼児の母親　定先着10人　＊全日程参加できる方を優先　費無料　
申11月2日午前9時から講座名、住所、氏名、電話番号、子どもの氏名・
年齢・性別(一時保育を希望する場合のみ)を、電話またはEメールで、
すみだ女性センター☎5608－1771・ SUZUKAKEKOUZA@city.
sumida.lg.jpへ　＊一時保育(定員制)は6か月以上の幼稚園等未入園児
が対象で11月19日までに申込みが必要

思春期講演会「思春期における
発達が気になる子どもについて」

12月1日(水)午前10時～正
午

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区役
所に併設)

内思春期の発達が気になる子どもに対する理解の仕方や接し方を専門
医から学ぶ　対区内在住在勤の方　定先着16人 費無料　申11月2
日から電話で本所保健センター☎3622－9137へ

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

健康体力づくり教室の
1回体験

11月5日(金) ～ 12月25日
(土)　＊日程等の詳細は申
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・エアロビクスなど全8コー
ス　＊詳細は申込先に問い合わせるか、スポーツプラザ梅若のホーム
ページを参照　対18歳以上の方　定各コース先着50人 費各コース
510円　申事前に直接、スポーツプラザ梅若☎5630－8880へ

屋内プールで泳ぎのお悩み解決し
ます「プールプライベートレッスン」

11月8日(月) ～ 29日(月)　
＊時間は予約時に調整

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＝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

「中学生・高校生のための 〝POP
コンテスト〞」作品展示

11月11日(木) ～ 12月7日
(火)の開館時間中

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内応募作品の展示と受賞作品の発表 費無料　申期間中、直接会場
へ　問ひきふね図書館☎5655－2350

初級ダンス教室(全4回)　〝簡単
な基礎練習とヒップホップを中
心としたダンスで1曲の振りを
楽しく踊りましょう！〞

12月1日～ 22日の毎週水
曜日午後7時半～ 8時半

区総合運動場(堤通2－
11－1)

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　＊保護
者の同伴がある場合は小学生以下の参加も可　定先着15人　費 1800
円(トレーニング室2時間の利用料込み)　＊体験は無料(トレーニング室
の利用不可、2回目以降は500円×残り回数）　持室内用の運動靴、タ
オル、飲物　＊動きやすい服装で参加　申 11月17日からフクシ・エン
タープライズ墨田フィールド(区総合運動場)☎3611－9070へ　＊詳
細はフクシ・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
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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広告
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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）

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

＝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】 ▼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】 ▼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)

都営住宅入居者の募集 【募集住宅】 ▼世帯向け(一般募集住宅)　 ▼若年夫婦・子
育て世帯向け(定期使用住宅)　 ▼居室内で病死等があっ
た住宅　＊単身者の申込みが可能な住宅もあり　対都内
在住で、所得が定められた基準内である方  ＊ほかにも要
件あり　＊詳細は募集案内を参照　

【募集案内と申込書の配布期間／配布場所】11月10日(水)まで／
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　＊区民情報コー
ナーは午前8時～午後9時(11月1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11月15日(必着)までに渋谷郵
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

仕
事
・
産

業

東京二十三区清掃一部事務組合　
の会計年度任用職員(地方公務
員法上の一般職の非常勤職員)
の募集(短期補助員Ⅰ)

内パソコン操作、電話対応、文書作成、窓口対応等　対18
歳以上の方　【募集数】若干名　【選考方法】書類選考および
面接　＊面接日は書類選考合格者に後日通知

申随時、申込書を直接または郵送で東京二十三区清掃一部事務
組合総務部職員課人事係(〒102－0072千代田区飯田橋3－5－
1)へ　＊募集案内・申込書などの詳細は、東京二十三区清掃一
部事務組合のホームページを参照　問 ▼東京二十三区清掃一部
事務組合総務部職員課人事係☎6238－0654　 ▼すみだ清掃事
務所☎5819－2572

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

すみだ地域学セミナー「すみだ、
江戸の頃。」

▼第1回＝12月4日(土)午後
2時～ 3時40分　 ▼ 第2回
＝12月5日(日)午後2時～ 3
時40分　 ▼ 第3回 ＝12月
11日(土)午後2時～ 3時40
分　 ▼第4回＝令和4年1月
15日(土)午後2時～ 3時40
分

すみだ生涯学習セン
ター (東向島2－38－
7)

【テーマ／申込期限】 ▼第1回＝江戸の出版事情と山東京伝／11月19日　

▼第2回＝江戸東京野菜で広がるコミュニティ／11月20日　 ▼第3回＝向
島・本所の歴史「広重が描いた〝すみだ〞の江戸」／11月26日　 ▼第4回
＝向島花柳界に残る江戸の粋「端唄、小唄にみる〝すみだ〞」／12月26日　
＊全日とも手話通訳あり　定各回80人(抽選)　費各回200円　申講座
名・希望回・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号・手話通訳希望の有
無を、往復はがきで各申込期限(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　＊抽選結果は後日通知

すみだメタ観光祭観光会議「メ
タ観光マップで考えるこれから
のすみだ」と作品展「すみだ新景」

12月4日(土)午後2時～ 4時　

＊作品展は12月4日(土) ～
12日(日)の午前9時半～午
後5時半（初日は午後2時～、
最終日は午後2時まで、　
12月6日を除く）

すみだ産業会館(江東
橋3－9－10)　 ＊作品
展は、すみだ北斎美術
館MARUGEN100(亀
沢2－7－2)で開催

内 ▼観光会議＝地域の文化資源や魅力をまとめた「すみだメタ観光
マップ」の完成報告、観光に関する会議　 ▼作品展＝すみだメタ観光
マップに関わったアーティストの作品展　定 ▼観光会議＝先着150
人　費無料　申 ▼観光会議＝事前に、すみだメタ観光祭のホームペー
ジから申込み　 ▼作品展＝期間中、直接会場へ　問 ▼すみだメタ観
光祭事務局  info@sumida.metatourism.jp　 ▼文化芸術振興課文
化芸術担当☎5608－6115

イ
ベ
ン
ト

新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、今年は映像でご覧
ください「すみだストリート
ジャズフェスティバル プレイベ
ント」「第3回すみだストリート
ジャズフェスティバル in ひき
ふね ON LINE」

▼ すみだストリートジャズ
フェスティバル＝開催中　

▼すみジャズ in ひきふね＝
11月7日(日)～　

自宅等　＊ユーチュー
ブで視聴

内バンド演奏をユーチューブで視聴する　費無料　＊通信料は自己
負担　申直接、すみだストリートジャズフェスティバルまたはすみ
ジャズ in ひきふねのホームページへ　問 ▼すみだストリートジャ
ズフェスティバル実行委員会  info@sumida-jazz.jp　 ▼SSJF曳舟
まちかど実行委員会  info@hikifunejazz.
com　 ▼観光課観光担当☎5608－6500

緑と花の学習園「菊の展示」 11月6日(土) ～ 28日(日)の
午前9時～午後4時　＊11
月23日を除く

緑と花の学習園(文花
2－12－17)

内緑と花のサポーター (緑化ボランティア)が育てた
菊の展示　費無料　申期間中、直接会場へ　問環境
保全課緑化推進担当☎5608－6208

サークル総合発表会「2021ユー
トリヤ祭」〝つながる人の輪　広
がる世界　共に明日を〞

▼展示＝11月11日(木)～14
日(日)・11月25日(木) ～ 28
日(日)の午前10時～午後4時　

▼舞台＝11月14日(日)・28
日(日)午後1時～5時頃

すみだ生涯学習セン
ター (東向島2－38－
7)

内登録団体サークルの活動成果の発表　費無料　申期間中、直接会
場へ　問すみだ生涯学習センター事業課☎5247－2010

す み だ 3 Ｍ 運 動 ス ペ シ ャ
ル ウ ィ ー ク

▼写真展＝11月16日(火) ～
27日(土)　 ＊11月21日・
22日を除く　 ▼作品展示・
即売＝11月20日(土) ～ 25
日(木)　＊いずれも時間の
詳細は区ホームページ参照

▼写真展＝ピクトリコ
ショップ&ギャラリー
(横網1－2－16東誠ビ
ル5階)　 ▼ 作品展示・
即売＝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)

内すみだの産業や魅力をPRする写真展示、作品の展示・即売　＊詳細
は区ホームページを参照　費無料　＊作品の購入は自己負担　申期間
中、直接会場へ　問産業振興課産業振興担当☎5608－1437

ものづくりイベント「スミファ 
すみだファクトリーめぐり」　
＊オンラインで実施

11月20日(土)・21日(日)　 自宅等　＊一部の催し
はSHOP&WORKSHOP 
すみずみ(向島1－23－
9東京ミズマチイース
トゾーンE03)でも開催

内オンラインで、工場見学やワークショップを行う　＊各催し・費
用等の詳細は、スミファのホームページを参照　問産業振興課産業
振興担当☎5608－1437

すみだストリー
トジャズフェ
スティバル

すみジャズ
in ひきふね

新型コロナウイルス感染症　飲食店では大声や至近距離での会話を控えよう　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943お知らせ
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