
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

都市計画図書がご覧になれます
東京都市計画公園あずま百
樹園の公園面積拡充の決定

　あずま百樹園（文花一丁目地内）の公園面積拡
充に関する都市計画を決定しました。この決定
内容を記載した都市計画図書を閲覧できます。
[閲覧場所]都市計画課（区役所9階）[問合せ] ▼ 都

市計画図書の閲覧について＝都市計画課都市計画・
開発調整担当☎5608－6265　 ▼公園について＝
都市整備課都市整備・河川担当☎5608－6281

「オール東京滞納STOP強化月間」と位置付けて
います。強化月間中は、滞納者への催告などによ
る特別区民税・都民税等の徴収と新たな滞納の
発生防止の対策に取り組みます。
 税収の安定性と納税の公平性を確
保するため、納期内の納税にご協力
をお願いします。
[問合せ]税務課納税係☎5608－6142

ご協力をお願いします
オール東京滞納STOP強化月間

　区では、都やほかの区市町村と連携し、12月を

広告 「畳を通して長～いお付き合い」　気軽にお電話下さい。ＨＰでも・・・。あなたの町の（有）たたみ工房さいとう 緑四　☎03－3631－9591
☎＝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。

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

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

社会保険労務士による無料相談
(各種年金・労務管理等)

12月1日・15日、令和4年
1月5日いずれも水曜日午後
1時～4時半　＊原則、毎月
第1・3水曜日に開催(年末
年始、祝日を除く)

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)

12月2日～令和4年1月6日
の木曜日午後2時～4時
＊原則、毎週木曜日に開催
(12月30日、祝日を除く)

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)

12月3日～令和4年１月7日
の金曜日午後1時～3時
＊原則、毎週金曜日に開催
(12月31日、祝日を除く)

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

災害ボランティアセンター運営
者研修(全2回)

令和4年1月16日(日)・30
日(日)午前10時～午後4時

区役所会議室131(13
階)ほか

内 ▼講義＝災害に関する基礎知識と心得等を学ぶ　 ▼演習＝被災者の
状況を理解する、災害ボランティアセンターのレイアウトを検討する

▼訓練＝各班に分かれた対応実演　など　対区内在住在勤在学の高校生
以上で、全日程に参加でき、災害ボランティアや災害ボランティアセンター
の運営に関心がある方　定先着50人　費無料　持筆記用具　申12月1
日午前9時から電話で、すみだボランティアセンター☎3612－2940へ

健
康
・
福
祉

オレンジカフェすみだ(オンラ
イン)

12月8日(水 )・16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

内認知症に関する情報交換や悩み等の共有、交流　対認知症の方・認
知症への不安がある方とその家族、ボランティアの方など　費無料　
＊通信料は自己負担　申事前に電話で ▼12月8日＝八広はなみずき高
齢者支援総合センター☎3610－6541へ　 ▼12月16日＝同愛高齢者
支援総合センター☎3624－6541へ

ぶんか・みかんの会(認知症家
族会)

12月14日(火)午後1時半～
3時

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)

内作業療法士による講演会　【テーマ】認知症をどう理解するか〝認知
症のある方の生活を組み立てるために〞　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15人　
費無料　申事前に、ぶんか高齢者支援総合センター☎3617－6511へ

高齢者「ゆる筋活体操教室」(全7
回)

12月16日～令和4年2月3
日の木曜日午後1時半～3時
半　＊12月30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60歳以上の全日程参加できる方　定 10人 ( 抽選 )
費無料　申 12月7日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721
へ

クリスマス・お正月兼用のフラワー
アレンジメントを作ろう「2way
フラワーアレンジメント教室」

12月17日(金)午後1時半～
3時半

対区内在住で60歳以上の方　定 10人(抽選)　費 2500円　持エプロ
ン　申12月7日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

「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

12月20日(月)午前10時～
11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)

対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

身体障害者向け「健康体操教室」
(全5回)

令和4年1月6日～2月3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)

対区内在住で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12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

子
育
て
・
教
育

腹式呼吸を学びませんか「ぜん
息児のための音楽療法教室」(全
4回)

令和4年1月29日(土)・30
日(日)、2月5日(土)・6日
(日)午前10時～正午

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

対区内在住で気管支ぜん息等の症状がある3歳～小学校1年生の子ど
もとその保護者　定先着20組　費無料　申事前に保健計画課保健計
画担当(区役所5階)☎5608－6190へ　＊1日のみの参加も可　＊事
前申込みによる子ども(参加する子どもの兄弟姉妹)の一時保育あり

ぜん息予防のための「アレルギー
講演会」

令和4年2月23日(祝) ▼第
1部＝午前10時～11時半　

▼第2部＝午前11時40分～
午後0時半

内 ▼第1部＝専門医による食物アレルギーについての講演　 ▼第2部
＝スキンケア方法などの実技講演　対区内在住で、食物アレルギーや
アトピー性皮膚炎等の症状がある子どもがいる保護者　定各部先着
20人　費無料　申事前に保健計画課保健計画担当 (区役所5階 )
☎5608－6190へ　＊事前申込みによる子どもの一時保育あり 

仕
事
・
産
業

事業者の方はぜひ「消費税のイ
ンボイス制度説明会」

12月10日(金)午後1時半～ 本所税務署3階会議室
(業平1－7－2)

内税務署の職員からインボイス制度について学ぶ　＊詳細はインボイ
ス制度のホームページを参照　対区内事業者　定先着30人　費無料
申事前に電話で本所税務署法人課税第1部門☎3623－5171へ　問 ▼本
所税務署　 ▼向島税務署☎3614－5231　 ▼税務課税務係☎5608－6133

まちのかばんやさん すみっこす
みだのものづくり ミズマチ・ク
リスマス編

12月11日(土)・12日(日)

▼販売＝午前11時～午後4
時　 ▼セミナー＝午後1時
半～2時半

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)と、その付近
の北十間川テラス　＊雨
天時は、すみずみ内のみ

内区内にゆかりのある製造者による革製品の販売、クラウドファンディ
ングに関するセミナーなど　定 ▼セミナー＝各日先着10人　費 ▼販売
＝無料　＊購入費は自己負担　 ▼セミナー＝各日2200円　申 ▼販売
＝当日直接会場へ　 ▼セミナー＝事前に専用申込フォームから申込み
問 ▼アトリエヨウヨウ 吉武☎090－7040－0502・ atelieryauyau@
gmail.com　 ▼産業振興課産業振興担当☎5608－1437

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
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・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
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＝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

東京都施行型都民住宅(中堅所
得者層のファミリー世帯向け住
宅)入居者の募集

対都営住宅の所得基準を超える所得がある世帯　＊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】12月9日(木)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(12月1日は午前9時～、最終日は午後5時まで)　＊な
くなり次第、配布終了　＊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12月14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

子
育

て
・
教
育

すみだっ子たちの夢支援プロジェ
クトの支援者の募集

内青少年育成委員会で実施する区立小・中学生の夢を叶
える事業で、応募のあった小・中学生の夢の実現に向けて
支援、協力できる方の募集　＊詳細は、すみだっ子たちの
夢支援プロジェクトの支援募集のホームページを参照

申令和4年2月28日までに、すみだっ子たちの夢支援プロジェク
トの支援募集のホームページから申込み　問 ▼墨田区青少年育成
委員会連絡協議会夢支援プロジェクト窓口 sumidakko2021@
gmail.com　 ▼地域教育支援課地域教育支援担当☎5608－6503

仕

事
・
産
業

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(事務)

内専用パソコンを使用した窓口業務　対パソコンの基本
操作ができる方　【雇用期間】令和4年2月1日～3月31日　
【募集数】1人　選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

申採用選考受験申込書を直接または郵送で12月10日(必着)ま
でに〒130－8640土木管理課土木管理担当 (区役所10階 )
☎5608－6280へ　＊採用選考受験申込書は申込先で配布して
いるほか、区ホームページからも出力可

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

仕
事
・
産
業

H
ハ サ ッ プ
ACCPサポート講習会 12月16日(木)・22日(水)

午後2時～3時半　＊受け付
けは午後1時半～

区役所会議室131(13
階)

内 HACCP義務化についての講義、「衛生管理計画」の作成　対 ▼ 12月
16日＝区内の魚介類販売業等の事業者　 ▼12月22日＝区内のそうざい
製造業等の事業者　定各日先着50人　費無料　申事前に店舗の住所・
名称・電話番号、参加人数を、電話またはファクス、Eメールで生活衛生
課食品衛生係☎5608－6943・℻  5608－6405・ SEIKATUEISEI@
city.sumida.lg.jpへ　＊詳細は区ホームページを参照

令和3年度23区合同説明会及び
技術職採用フォーラムPRライブ
配信

令和4年1月11日(火)～21
日(金)　＊土・日曜日を除
く　＊各区・組合のスケ
ジュール等の詳細は、特別
区人事委員会のホームペー
ジを参照

自宅等　＊オンライン
会議システム「Zoom」
を使用

内各区・組合の特色や、技術職の仕事内容・魅力を紹介するライブ配
信　対令和4年度以降の特別区職員採用試験・選考受験希望者　定各
先着1000人　費無料　＊通信料は自己負担　申期間中、直接、特別
区人事委員会のホームページへ　＊視聴方法の詳細は、特別区人事委
員会のホームページを参照　問 ▼ 職員課人事担当☎5608－6244　

▼特別区人事委員会事務局任用課採用係☎5210－9787
すみだオンライン起業ゼミ
2022春(全5回)

令和4年1月27日～2月24
日の毎週木曜日午後6時～8
時

内経営・財務・人材育成・販路開拓の知識や起業のプロセスを学ぶ　
＊詳細は区ホームページ参照　対原則、全日程参加できる15歳以上で、

▼区内で起業・創業意志がある方　 ▼区内で起業・創業して5年未満
の方(新規事業を立ち上げる方も可)　＊高校生以下は不可　定 20人
(選考)　費 3000円　申事前に区ホームページから申込み　問 ▼すみ
だ起業ゼミ運営事務局(株式会社OMEGAHIGH内)☎6869－1104　

▼経営支援課経営支援担当☎5608－6185

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

区総合体育館公開講座「フレイ
ル・認知症予防の運動法」(全2
回)

12月13日(月)・21日(火)
午前9時半～11時半

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

内最新の脳科学研究に基づいた、フレイル・認知症予防に役立つ運動
や生活習慣を学ぶ　【講師】山田 実氏(筑波大学大学院教授)　定先着
20人　費無料　申事前に住所・氏名・電話番号を、電話またはEメー
ルで区総合体育館☎3623－7273・ sumidagym@n-reco.co.jpへ　
＊受け付けは12月8日まで　＊1日のみの参加も可

2周年記念で無料！「トレーニン
グ室2時間利用・インボディ体
組成測定」

12月18日(土 )午前9時～
午後9時　＊受け付けは午
後8時半まで　＊混雑時(20
人前後)は入場規制の場合
あり(混雑状況は問合せ先
へ)

区総合運動場 ( 堤通
2－11－1)

対中学生以上　＊中学生は有酸素運動と自重でのトレーニングのみ利
用可　持屋内用の運動靴　＊動きやすい服装で参加　申当日直接会場
へ　＊初めて利用する方は登録が必要　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　＊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

体験してみませんか！「たのし
い運動教室」の1回体験

令和4年1月4日(火)～3月
31日(木 )　＊各教室の日
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 ▼大人クラス＝太極拳・ヨガ・カンフーなど全18教室　 ▼子どもク
ラス＝キッズチアダンス・ジュニアチアダンス・ジュニアカンフーなど
全9教室　対 ▼大人クラス＝18歳以上の方　 ▼子どもクラス＝詳細は
申込先へ　定各教室先着8人～20人　費各教室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　＊内容等の詳細はスポーツプラザ梅若のホームページを参照

イ
ベ
ン
ト

〝忠臣蔵ゆかりの地〞を巡るガイ
ド付まち歩きツアー「赤穂義士
引き揚げコースを歩く」

12月11日(土)・12日(日)
午前9時45分～午後1時　
＊午前9時半に集合　＊荒
天中止

【集合場所】両国観光案
内所(JR両国駅「-両国-
江 戸 NOREN」1 階 )　
【解散場所】築地本願寺
(中央区築地3－15－
1)

内赤穂浪士が歩いた両国～築地本願寺を観光ガイドと歩く　定各日
25人(抽選)　費各日3000円(資料代・保険料込み)　申催し名、希望
日、代表者の住所・氏名・電話番号、参加人数を、ファクスまたはEメー
ルで12月5日までに一般社団法人墨田区観光協会☎5608－6951・
℻  5608－7130・ guidetour@visit-sumida.jpへ　＊一般社団法人
墨田区観光協会のホームページからも申込可

成人を祝うつどい 令和4年１月10日(祝) ▼午
前の部＝午前10時半～(開
場は午前9時半)　 ▼午後の
部＝午後1時半～(開場は午
後0時45分)　＊新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止
のため、2部制で実施(詳細
は区ホームページを参照)

すみだトリフォニー
ホール(錦糸1－2－3)

内記念式典、新日本フィルハーモニー交響楽団による記念コンサート
等　＊来場者には、すみだ北斎美術館企画展無料入場券、東京スカイツ
リー®展望デッキ無料招待引換券を進呈　＊オンラインでも配信予定　
対平成13年4月2日～平成14年4月1日に生まれ、住所の郵便番号が

▼「130」から始まる方＝午前の部　 ▼「131」から始まる方＝午後の
部　＊11月30日時点で区内に住民票がある対象者には12月中旬まで
に案内状を送付　費無料　持案内状　＊持参しなくても、対象者であ
れば入場可(運転免許証等の年齢を確認できる証明書が必要)　申当日
直接会場へ　＊本人のみ入場可(付添いの方の入場が必要な場合は事
前に問合せ先へ)　問文化芸術振興課文化行事担当☎5608－6181

(墨田1－4－4)

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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