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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

吾嬬の里 陶芸教室〝基本の紐
ひも
づ

くりでご飯茶わんをつくろう！〞
(全6回)

令和4年1月9日・23日、2
月13日・27日、3月13日・
27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)

内茶わんや湯飲みなどの陶器を作る　対中学生以上　定先着12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4年1月4日までの午前9時～午後
8時(12月20日、年末年始は休館)

｢DV予防啓発講座｣ココロもま
もる護身術〝WEN－DO〞

令和4年1月15日(土)午後
2時～4時

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

内危険から身を守るための自己防衛プログラム〝WEN－DO〞を学び、
自分自身を守る技術を身に付ける　対小学校4年生以上の女性　＊親
子での参加も可　定先着10人　費無料　申 12月13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
を申し込む場合のみ)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　＊6
か月以上の未就学児の一時保育(定員制）の受け付けは4年1月4日まで　
＊詳細は区ホームページを参照

冬の星空フェスタ2022　プラ
ネタリウム上映会1月

令和4年1月22日(土 ) ▼ 1
回目＝午前11時～11時40
分　 ▼2回目＝午後2時～2
時40分　 ▼ 3回目＝午後4
時～5時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

【テーマ】 ▼ 1・2回目＝｢ふゆのおほしさまをみつけよう｣　 ▼ 3回
目＝｢冬の星座と星の一生｣ (小学校4年生以上推奨の内容)　【講師】
坪内重樹氏(ステラ・マリーノ所属)　定各回先着60人　費 ▼中学生
以下＝各回200円　 ▼その他＝各回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

今こそストップ！薬物乱用｢令
和3年度薬物乱用防止ポスター・
標語作品展｣

12月14日(火)～16日(木)
の午前10時～午後4時

区役所1階アトリウム 内薬物乱用防止をテーマに中学生が作成したポスターと標語の展示　
＊全ての応募作品を展示できない場合あり　費無料　申期間中、直接
会場へ　問生活衛生課生活環境係☎5608－6939

ボランティア説明会 12月22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8回さくらんぼの会(認知症家
族介護者教室)

12月24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)

内介護や認知症についての悩み・喜びの共有や情報交換　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など　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

新春コンサート 令和4年1月7日(金)午後2
時～4時

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内ものまね芸人によるコンサート　対区内在住で、60歳以上の方また
は身体に障害のある方　定 50人(抽選)　費無料　申住所・氏名・年
齢・ファクス番号を、直接または電話、ファクスで12月17日までに、
すみだ福祉保健センター☎5608－3721・℻  5608－3720へ

食生活講習会｢食の〝もったいな
い〞を見直そう｣

令和4年1月13日(木)午後
1時半～3時

向島保健センター(東
向島5－16－2)

内食品ロスの削減や自分自身の適量・食事バランスに関する講義、残
りやすい食材の活用法やレシピの紹介　対区内在住在勤の方　定先着
12人　費無料　申 12月13日午前8時半から電話で向島保健センター
☎3611－6135へ

高齢者のパソコン
プログラミング入
門教室（全4回）

令和4年1月14日～2月4日
の毎週金曜日午後6時～8時

梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内）

内スクラッチ2.0で簡単なゲームを作成する　対区内在住の60歳
以上で、パソコンで文字入力ができる方　定 10人 (抽選)　費無料　
持 Windows7以上のパソコン　申 12月13日～17日に梅若ゆう
ゆう館☎5630－8630へ　＊受け付けは午前9時～午後5時

在宅緩和ケア事業・がん相談会
｢がんカウンセリングSAKURA｣

令和4年1月15日(土)、3月
19日(土)午後1時半～4時　
＊相談時間は45分程度

自宅等　＊オンライン
会議システム｢Zoom｣
を使用

内がんの悩みや不安などを、がん相談員の看護師やソーシャルワーカー
に相談する　対区内在住在勤のがん患者とその家族等で、Zoomを
利用できる方(自宅等での利用が難しい場合は問合せ先のZoomの
利用も可)　定各日先着10人　費無料　申事前に催し名・希望日・
住所・氏名・生年月日・電話番号・Eメールアドレスを、ファクスま
たはEメールで保健計画課健康推進担当(区役所5階 )☎5608－
8514・℻  5608－6405・ HOKENKEIKAKU@city.sumida.lg.jp
へ　＊受け付けは各開催日の4日前まで

危険から身を守るための自己防衛プログラム〝WEN－DO〞を学び、

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

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

ご協力ください
庁舎自衛消防訓練

地震および火災が発生したという想定の下、区
役所で自衛消防訓練を行います。当日は、区役所

入学準備金を支給します
就学援助(入学準備金)受
給申請

令和4年4月に小・中学校に入学する子どもの
保護者で経済的にお困りの方へ、入学準備金を支
給します。受給を希望する方は、申請書をご提出
ください。申請書は、新小学校1年生の保護者へ
送付します。新中学校1年生の保護者で受給を希
望する方は、お問い合わせください(現在、就学
援助を受けている場合は申請不要)。
[対象]4年4月に小・中学校に入学する子どもが
いる次の全ての要件を満たす保護者 ▼4年2月1
日現在、区内在住である　 ▼令和3年度就学援助

の認定基準において準要保護に該当する　 ▼生
活保護を受けていない [支給額] ▼小学校＝5万
1060円　 ▼中学校＝6万円 [支給時期]4年2月末
[申請方法]申請書等を直接または郵送で4年1月
14日(消印有効)までに〒130－8640学務課事
務担当(区役所11階)☎5608－6303へ　＊1世
帯につき1枚提出　＊申請書や申請方法等の詳細
は問い合わせるか、区ホームページを参照

内に非常放送などが流れます。
また、7階を出火想定階として避難誘導訓練も

行いますので、ご来庁の際は、職員の指示に従っ
てくださいますよう、ご協力をお願いします。
[とき]12月15日（水）午前9時～10時半 [問合せ]
総務課庶務係☎5608－6240

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

　子ども用車いすは、ベビーカーに見え
るものもありますが、折り畳めません。
これがないと移動できない子どもたちが
使用しています。
　ご理解と温かい配慮をお願いします。
[問合せ]障害者福祉課庶務係☎5608－6466・℻  5608－6423

知っていますか？子ども用車いす知っていますか？子ども用車いす
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粗大ごみ収集の申込みは「粗大ごみ受付センター」のホームページが便利です。お知らせ
☎＝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

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〞

令和4年1月18日(火)午前
10時～正午

本所保健センター(東
駒形1－6－4)

内悩みの共有、病気や福祉制度などの情報交換　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

区総合体育館公開講座「アスレ
ティックリハビリテーション〝肩
痛編〞講座」

令和4年1月18日(火)午後
7時～9時半

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

内リハビリを専門とする理学療法士から、スポーツ傷害等による肩
痛の運動療法を学ぶ　定先着20人　費無料　持室内用の運動靴　
＊動きやすい服装で参加　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4年1月11日まで

第4期健康づくり教室
｢健康習慣を身につけ
よう！〝運動と食事〞｣
(全10回)

令和4年1月19日～3月30日
の水曜日 ▼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　
＊4年2月23日を除く

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

対区内在住の20歳以上で、医師から運動を制限されていない今年度本
教室未受講の方　定各コース10人(抽選)　費無料　申 12月20日ま
でに、すみだ福祉保健センター☎5608－3729へ

ひきこもりの当事者とその家族
を応援する｢すみだみんなのカ
フェ(居場所)｣

令和4年1月20日(木)、2月
17日(木)、3月17日(木)い
ずれも午前10時半～正午

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内講座とグループワーク　【テーマ】 ▼ひきこもりと医療のつながり　

▼ひきこもりとは　 ▼親子のコミュニケーション　等　対区内在住在
勤在学で、ひきこもり状態の方やその家族　定先着15人　費無料　
申事前に電話で保健予防課精神保健係☎5608－6506へ

よくわかる身近な依存症〝アル
コール、ネット等々への対応を
学ぶ〞

令和4年1月20日(木)午後
2時～4時

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

内様々な依存症のリスクを知り、予防や治療方法などを学ぶ　【講師】
宮越春香氏(久里浜医療センター心理療法士)　対区内在住在勤の方　
定先着30人　費無料　申 12月13日午前8時半から電話で向島保健セ
ンター☎3611－6193へ

墨田区介護予防普及啓発事業
〝調理経験のない方、食生活が気
になる方へ〞｢男性のための１か
ら始める栄養教室｣(全8回)

令和4年1月24日～3月14
日の毎週月曜日午前10時～
11時半　＊調理実習を行う
4年2月7日・28日、3月14
日は正午まで

内日常生活に役立つ栄養の基礎知識、オリジナル献立作り、調理実習
等　＊新型コロナウイルス感染症の流行状況により、オンライン開催
や個別の対応に変更する場合あり　対区内在住の65歳以上で、個別の
支援を必要としない男性　定 12人(抽選)　費無料　＊別途食材費が
必要　申教室名・住所・氏名(フリガナ)・年齢・電話番号を、直接ま
たは電話、ファクスで4年1月13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

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

12月15日(水)～令和4年1
月28日(金)の水・金曜日　
＊クラ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　定各クラス
先着10人～20人　費各クラス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

すみだキラキラママのつどい 12月22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 ▼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　 ▼クリスマス足形アート／先着6人　対親子　＊妊婦・
母親のみの参加も可　費各プログラム800円(材料費含む)　申事前に
希望のプログラム名・氏名・子どもの年齢を、Eメールで、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

キッズダンス(ヒップホップ)教
室｢小学生クラス｣｢幼児クラス｣
(各クラス全10回)

令和4年1月15日～3月26
日の土曜日 ▼小学生クラス
＝午後2時45分～3時45分　

▼幼児クラス＝午後4時～4
時45分　＊いずれも4年2
月12日を除く

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内ダンスの練習～発表　対 ▼ 小学生クラス＝小学生　 ▼幼児クラ
ス=3歳以上の未就学児　定各クラス先着15人　費各クラス5000
円　持飲物　＊動きやすい服装で参加　申事前に八広地域プラザ
☎6657－0471へ　＊受け付けは4年1月8日までの午前9時～午後
8時(12月20日、年末年始は休館)

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

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

12月24日(金)までの毎週
水・金曜日　＊時間の詳細
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 各日若干名　＊定員に満たない教室のみ　
費1100円　＊体験以降は残り回数×1100円　申事前に両国屋内プー
ル☎5610－0050へ

屋内の温水プールで運動不足解
消｢アクアビクス｣

12月13日～27日の毎週月
曜日午後1時5分～1時50分

対 16歳以上の方　定各日先着20人　費各日770円　＊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

健康体力づくり教室(各コース
全8回)

12月25日(土)～令和4年3
月2日(水)　＊各コースの
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　＊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　対18歳以上の方　定各コース先着50人　
費各コース2550円　申事前にスポーツプラザ梅若☎5630－8880へ

区民体育祭｢少年サッカー大会｣ 令和4年2月6日～27日の
毎 週 日 曜 日、2 月 11 日
(祝)・23日(祝)いずれも
午前8時～午後4時

荒川四ツ木橋緑地少年
サッカー場(東墨田二
丁目地先)ほか

費１チーム4000円　＊4年1月16日(日)に、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)で行う代表者会議で支払い　
申電話で12月20日までにスポーツ振興課スポーツ振興担当☎5608－
6312へ　問墨田区サッカー協会 樋口直樹☎090－3316－2422

第4期健康づくり教室
｢健康習慣を身につけ
よう！〝運動と食事〞｣

令和4年1月19日～3月30日
の水曜日
後1時半～2時50分　
コース＝午後3時～4時20分　
＊4年2月23日を除く

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

墨田区男女共同参画推進委員の
募集

内年4回程度開催する男女共同参画推進委員会において、
区の男女共同参画施策に対する意見表明や提案、区民への
啓発を行う　＊委員会の開催中は無料の一時保育の希望可　
＊会議ごとに報酬あり　【委嘱期間】令和4年4月1日～6年
3月31日　対区内在住で20歳以上の方　【募集数】2人　
選書類選考

申応募動機(書式自由)と、住所・氏名(ふりがな)・生年月日・
年齢・性別・職業・電話番号を、直接または郵送、Eメールで
4年1月31日 (必着 )までに〒130－8640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・
JINKEN@city.sumida.lg.jpへ　＊申込方法等の詳細は区

ホームページを参照
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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

北斎を知る
－HOKUSAI PROMOTION－

　日本の歴史に焦点を当て、葛飾北斎やその弟子などが歴史上の人物や
事件を描いた作品を展示します。主に高等学校の日本史の授業で習う人
物や事件を軸に、神話の時代から明治時代までの北斎や弟子が描いた錦
絵などを展示します。紫式部や武田信玄など名前を聞いたことがある人
物も登場するので、今までイメージしていた人物像と比べながら、北斎
を身近に感じられる企画展となっています。
[とき]12月21日(火)～令和4年2月27日
(日)の午前9時半～午後5時半　＊入館は
午後5時まで [ところ]すみだ北斎美術館
(亀沢2－7－2)[入館料] ▼一般＝1000円　

▼高校生・大学生・65歳以上の方＝700
円　 ▼中学生・障害のある方＝300円　

▼小学生以下＝無料　＊観覧日当日に限
り、常設展も観覧可 [問合せ]すみだ北斎
美術館☎6658－8936　＊詳細は、すみ
だ北斎美術館のホームページを参照

すみだ北斎美術館企画展
「北斎で日本史〝あの人をどう描いたか〞」展

[問合せ]文化芸術振興課文化芸術担当☎5608－6115

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。最新情報は、すみだ北斎美術館のホームページをご確認ください。

　本図は、北斎作品には珍しい3枚続きの錦絵です。元禄14年（1701年）
に江戸城の松之大廊下で、吉

きらこうずけのすけよしひさ
良上野介義央に斬りかかったとして、播磨

赤
あこ う
穂藩主の浅

あさのたくみのかみながのり
野内匠頭長矩が切腹に処せられました。その後、浅野家の

家臣であった大
おおいしくらのすけよしお
石内蔵助良雄ら47人が本所の吉良邸に討ち入りしました。

本図では、浅野家の家臣たちが表門と裏門から分かれて忍び込み、乱戦
となる様子が描かれています。左下には、吉良上野介義央が小屋に隠れ
ています。この事件は
のちに、歌舞伎の「仮名
手本忠臣蔵」の題材に
され広まりました。
　本図は、｢北斎で日本
史｣展の前期（12月21
日～令和4年1月23日）
に展示されます。

北斎名品コレクション50
すみだ北斎美術館に収蔵されている北斎の名品をご紹介します。

葛飾北斎「忠
ちゅうしんぐらうちいり

臣蔵討入」（錦絵）

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

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「重要なお知らせ」をご確認ください。

[とき]令和4年1月20日（木）午前10時半～午後0時45分　＊開場は午前10時
～10時20分 [出演]佐渡 裕（指揮）、新日本フィルハーモニー交響楽団 [曲目（予

定）]リムスキー＝コルサコフ／シェヘラザードほか[対象]
区内在住在勤在学の方 [定員]100人（抽選）[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・所在地または学校名（区内在勤在学者のみ）
を、往復はがきまたはEメールで12月24日（必着）までに、
すみだトリフォニーホール公開リハ（1/20）係（〒130－
0013錦糸1－2－3） rh@triphony.comへ

[とき]令和4年1月23日(日)午後2時半開演 [出演]テツandトモ（司
会）、ダイアモンド ユカイ、おしりかじり虫ほか [曲目（予定）]大きな
古時計、パプリカほか [入場料（全席指定）] ▼ 中学生以上＝3000円　

▼小学生＝1000円　＊未就学児
は無料（座席券が必要）　＊区内在
住在勤の方は2000円、区内在住在
学の中学生～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

親・子・孫、3世代におくる、歌のきずな「みんなのうたコンサート」
選
え
りすぐりの楽曲を懐かしい映像とともにお楽しみください！

おしりかじり虫
©NHK/うるまでるび

新日本フィル　すみだクラシックへの扉#4　公開リハーサルに無料ご招待
次期新日本フィル音楽監督・佐渡 裕氏との共同作業で磨かれていく音楽を体感ください！

佐渡 裕©Takashi Iijima テツandトモ

＝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

区
政
そ
の
他

各計画・プラン（案）のパブリッ
クコメント(意見募集)

【各案の閲覧場所】各案の指定する場所および区民情報コー
ナー(区役所1階)　＊区ホームページでも閲覧可　＊土・日
曜日、祝日は区民情報コーナーのみ(年末年始を除く)

【ご意見の提出方法】ご意見(A4用紙1枚程度で書式自由)と、住所・
氏名(団体名)・年齢・電話番号・ファクス番号を、直接または郵送、
ファクス、Eメールで各申込期限(必着)までに、各申込先へ

▼ ｢すみだ健康づくり総合計画
(後期)｣

【閲覧期間】令和4年1月4日(火)まで　【閲覧
場所】保健計画課(区役所5階)、向島保健セン
ター(東向島5－16－2)、本所保健センター
(東駒形1－6－4)

【申込期限】4年1月4日　申〒130－8640保健計画課健康
推進担当（区役所5階）☎5608－1305・℻  5608－6405・
HOKENKEIKAKU@city.sumida.lg.jp　＊電子申請システム

からも提出可

▼ ｢第二次墨田区緑の基本計
画〝墨田区生物多様性地域戦
略〞｣

【閲覧期間】令和4年1月4日(火)まで　【閲覧場所】環境保
全課(区役所12階)

【申込期限】4年1月4日　申〒130－8640環境保全課緑化推進担当
(区役所12階)☎5608－6208・℻  5608－1452・ KANKYOU@
city.sumida.lg.jp　＊電子申請システムからも提出可

▼ ｢第二次すみだ環境の共創
プラン｣(中間改定）

【申込期限】4年1月4日　申〒130－8640環境保全課環境管理担当
(区役所12階)☎5608－6207・℻  5608－1452・ KANKYOU@
city.sumida.lg.jp　＊電子申請システムからも提出可

▼ ｢墨田区教育施策大綱｣ 【閲覧期間】令和4年1月6日(木)まで　【閲覧場
所】政策担当(区役所6階)

【申込期限】4年1月6日　申〒130－8640政策担当（区役所6階）
☎5608－6231・℻  5608－6407・ SEISAKU@city.sumida.
lg.jp　＊電子申請システムからも提出可

▼「第4次墨田区地域福祉計画」【閲覧期間】令和4年1月11日(火)まで　【閲覧
場所】厚生課(区役所3階)

【申込期限】4年1月11日　申〒130－8640厚生課厚生係（区役
所3階）☎5608－6150・℻  5608－6403・ KOUSEI@city.
sumida.lg.jp　＊電子申請システムからも提出可

▼ ｢(仮称)墨田区再犯防止推
進計画｣および｢墨田区空家
等対策計画改定｣

【閲覧期間】令和4年1月11
日(火)まで　【閲覧場所】
安全支援課(区役所5階)

【申込期限】4年1月11日　申〒130－8640安全支援課安全支援係
（区役所5階）☎5608－6199・℻  5608－6425・ ANZENSIEN@
city.sumida.lg.jp　＊電子申請システムからも提出可

▼ ｢(仮称)墨田区国土強靭化
地域計画｣

【閲覧期間】令和4年1月11日(火)まで　【閲覧
場所】防災課(区役所5階)

【申込期限】4年1月11日　申〒130－8640防災課防災係(区役
所5階)☎5608－6206・℻  5608－6425・ BOUSAI@city.
sumida.lg.jp　＊電子申請システムからも提出可

緑の基本計画 環境の共創
プラン

再犯防
止推進

空家等
対策
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