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

広 告 【レンタル収納スペース】東駒形：賃料は月額7,000円（税抜）～　問合せ‹0120（816）185／ランドピア

暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業子ども

文化・
スポーツ

税金
 ・国保 イベント

ぽけっと
（区主催以外）

区政
その他

‹　＝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

 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

キンボールスポーツ初心
者向け体験教室

7月26日（土）午前10時半～
正午

立花体育館（立花1－25－
10）

区内在住の小学生以上　 無料　 室内用の運動靴、飲物　 当
日直接会場へ　 スポーツ振興課スポーツ振興担当 ‹5608－6312

区民納涼民踊大会 8月1日（金）～ 3日（日）午後
5時半～ 8時

東京ソラマチ®4階スカイア
リーナ（押上1－1－2）

無料　 期間中、直接会場へ　 スポーツ振興課スポーツ振興
担当 ‹5608－6312

第44回納涼の夕べ 8月2日（土）・3日（日）午後4
時半～ 8時半　＊ライトアッ
プは午後6時半ごろ～

旧安田庭園（横網1－12－1） 茶席（野
の

点
だて

）、生花の展示、箏
こと

・尺八の演奏、俳句の指導・展示、
模擬店、観光コーナーなど　【入場料】無料　 当日直接会場へ　

▶観光課観光担当 ‹5608－6500　▶墨田区観光協会 ‹5608－
6951

煌
きら

めく青春 南関東総体
2014 バレーボール競技

（男子・女子）

▶男子＝8月3日（日）午前9
時半～・4日（月）午前10時～ 
▶女子＝8月8日（金）午前9
時半～・9日（土）午前10時～

区総合体育館（錦糸4－15－
1）

全国高等学校総合体育大会（インターハイ）バレーボール競技の観
戦　【入場料】無料　 当日直接会場へ　 スポーツ振興課スポー
ツ施設担当 ‹5608－6588

煌
きら

めく青春 南関東総体
2014 相撲競技

8月5日（火）～ 7日（木）午前
9時～

両国国技館（横網1－3－28） 全国高等学校総合体育大会（インターハイ）相撲競技の観戦　 
【入場料】無料　 期間中、直接会場へ　 スポーツ振興課スポー
ツ施設担当 ‹5608－6588

区民体育祭
「卓球大会」

8月17日（日）午前8時～午後
6時

区総合体育館（錦糸4－15－
1）

シングルス（男女別一般、男女・年代別）　 1種目1000円　 
＊高校生以下は700円　 種別・住所・氏名・年齢・電話番号を、は
がき、または、ファクスで8月1日（必着）までに墨田区卓球連盟事務
局　庄司道子（〒130－0014亀沢1－19－7）‹・ 3626－5070へ

区民体育祭「サッカー大
会」

8月17日～ 9月28日の毎週
日曜日午前8時～午後6時

荒川四ツ木橋緑地球技場（墨
田四丁目地先）

区内在住在勤者で構成するチーム　 1チーム7000円　＊8月2
日（土）午後6時から、すみだ中小企業センター（文花1－19－1）で
実施する代表者会議で支払　 電話で7月31日までに、スポーツ振
興課スポーツ振興担当 ‹5608－6312へ　 墨田区サッカー協会 
本多義輝 ‹080－3737－7048

区民体育祭「陸上競技大
会」

9月21日（日）午前9時半～午
後4時　＊受付は午前9時～ 
＊雨天決行

台東リバーサイドスポーツ
センター（台東区今戸1－1
－10）

問い合わせるか、区ホームページを参照　 区内在住在勤在学
の方　 ▶一般＝600円　▶高校生＝400円　▶小・中学生＝300
円　 費用を持って直接、8月8日までにスポーツ振興課スポーツ
振興担当（区役所11階）‹5608－6312へ　＊小学生の申込みには
保護者の印鑑が必要　 墨田区陸上競技協会　折笠和夫 ‹080－
3725－8426　＊問合せの受付は午後6時～ 9時

　
イ
ベ
ン
ト

伊豆高原荘「伊豆らんらん
倶楽部バスツアー」

▶9月4日（木）～ 6日（土）　
▶9月17日（水）～ 19日（金）
＊いずれも2泊3日

【宿泊先】伊豆高原荘　＊区
役所正面玄関前に午前9時ま
たは、ロッテシティホテル
錦糸町（錦糸4－6－1）前に
午前9時10分集合

／ ▶9月4日出発＝富士山5合目への立ち寄りや、「みんなのハ
ワイアンズ」の見学等／ 2万2580円　▶9月17日出発＝「どきどきリ
ニア館」や「かんなみ仏の里美術館」の見学等／ 2万690円　＊区内在
住在勤の方は100円引き　＊9月5日以外、昼食代は別途自己負担　

各先着40人　 7月21日午前9時から電話で伊豆高原荘 ‹0557
－54－1108へ

　

区
政

　
　
　
そ
の
他

介護保険事業運営協議会
の傍聴

7月28日（月）午後1時半～ 区役所会議室123（12階） 先着5人　 無料　 7月22日午前8時半から介護保険課管理・
計画担当（区役所4階）‹5608－6924へ　＊協議会の議事録は後日、
区民情報コーナー（区役所1階）、区ホームページで閲覧可

　
ぽ
け
っ
と

第19回東京23区とことん
討論会（基調講演と分科
会）

8月4日（月）午前9時45分～
午後6時

曳舟文化センター（京島1－
38－11）

【テーマ】持続可能な社会のために＂私たちにできること＂　 1000
円（資料代込み）　＊学生は500円　 事前に直接または電話、はが
き、ファクス、Ｅメールで東京23区とことん討論会実行委員会事務
局（ 〒176－0022練 馬 区 向 山3－9－32）‹・ 3970－0903・ 

0363372501@jcom.home.ne.jpへ　＊当日会場でも申込可

＝内容　 ＝種別　 ＝対象　 ＝定員　 ＝選考方法　 ＝費用　 ＝持ち物　 ＝申込み　 ＝問合せ

暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業子ども

文化・
スポーツ

税金
 ・国保 イベント

区政
その他

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

　

暮
ら
し

都営住宅（墨田区割当）・
区営住宅入居者の募集

【募集案内書と申込用紙等の配布期間／場所】7月22日（火）
～ 30日（水）／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

【募集数】▶都営住宅＝2戸　▶区営住宅＝5戸　＊単身者の申込みは
不可　＊いずれも所得基準等の申込要件あり　＊抽選後、あき家が
発生次第、登録順にあっせん　 申込用紙を添付の専用封筒に入れ
て郵送で8月1日（必着）までに本所郵便局へ　 住宅課公営住宅担
当 ‹5608－6214

　

仕
事
・
産
業

児童館指定管理者の募集 施設の維持管理、児童厚生施設としての児童館事業およ
び放課後児童健全育成事業（学童クラブ事業）の運営など　

【対象児童館】▶東向島児童館（東向島6－6－12）　▶立川
児童館（立川1－5－2）　【指定期間】平成27年4月1日～ 32
年3月31日の5年間　＊詳細は、区ホームページから出力
できる募集要項を参照

【事業者説明会・現場説明会の開催日時／場所】▶事業者説明会＝7
月28日（月）午前9時半～／区役所会議室82（8階）　▶現場説明会（東
向島児童館）＝7月28日午後2時～　＊東向島児童館に午後1時50分
集合　▶現場説明会（立川児童館）＝7月28日午後4時～　＊立川児
童館に午後3時50分集合　＊応募には事業者説明会・現場説明会へ
の参加が必要　 募集要項内の参加申込書を直接または、ファクス
で7月25日までに子ども課児童係（区役所4階）‹5608－6195・ 

5608－6404へ

　
区
政
そ
の
他

子ども・子育て支援新制
度に関する基準案のパブ
リックコメント（意見募
集）

【基準案の閲覧期間／場所】8月11日（月）まで／子育て支援課
子育て計画担当（区役所4階）、区民情報コーナー（区役所1
階）、子育て支援総合センター（京島1－35－9－103）　＊土・
日曜日、祝日は区民情報コーナーのみ　＊区ホームページ
でも閲覧可

【ご意見の提出方法】ご意見（Ａ4用紙1枚以内で書式自由）と、住所・
氏名（団体名）・年齢・性別・電話番号を直接または郵送、ファクス、
Ｅメールで8月11日（必着）までに、〒130－8640子育て支援課子育
て計画担当 ‹5608－6084・ 5608－6404・ KOSODATE@
city.sumida.lg.jpへ　＊区ホームページから意見提出用紙を出力可


