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暮
ら
し

分譲マンション管理セミ
ナー「マンションの管理
組合と管理会社・これか
らの組合運営」＆居住者交
流会

8月10日（日）午後2時～ 5時
＊開場は午後1時半

すみだリバーサイドホール 
1階会議室（区役所に併設）

マンション管理士による講演会、居住者との交流　 区内分譲
マンションの区分所有者等　 先着40人　 無料　 7月22日午
前9時から参加者全員の氏名、参加人数、マンションの名称・所在
地 を 電 話 ま た は Ｅ メ ー ル で 住 宅 課 計 画 担 当 ‹5608－6215・ 

JUUTAKU@city.sumida.lg.jpへ

はじめての中国語入門講
座（全6回）

8月21日～ 9月25日の毎週
木曜日午前10時～正午

みどりコミュニティセンター
（緑3－7－3）

中国語の基本構成・発音・簡単な挨拶・日常会話、中国の文化な
どを学ぶ　 16歳以上の方　 先着15人　 4700円（保険料込
み）　＊直接、申込先へ支払　 筆記用具　 7月24日午前9時か
ら電話で、みどりコミュニティセンター ‹5600－5811へ　＊申込
み・費用の支払は8月13日午後8時まで

男の料理教室 8月26日（火）午前9時半～午
後1時

八広地域プラザ（八広4－35
－17）

黒酢酢豚、鶏
とり

肉バンバンジー、豆腐の蟹
かに

あんかけなどを作る　
16歳以上の男性　 先着18人　 2200円（材料費込み）　 ふ

きん、エプロン、三角巾　 7月21日午前9時から八広地域プラザ
‹6657－1549へ　＊申込みは8月16日まで

　

健
康
・
福
祉

認知症家族介護者教室こ
うめ会

7月29日（火）午後1時半～ 3
時　＊集合は午後1時20分

すみだ福祉保健センター（向
島3－36－7）

家族が認知症になったときのお金のやりくりについて社会福祉士
から学ぶ　 認知症の方を介護している方など　 先着20人　 

無料　 7月22日午前9時から電話で、こうめ高齢者支援総合セ
ンター ‹3625－6541へ

なりひら認知症家族会（ふ
くの会）

8月2日（土）午後1時半～ 3時
半

なりひらホーム（業平5－6－
2）

参加者同士の悩みの共有と情報交換　 区内在住で、認知症の
方を介護している方　 先着10人　 無料　 7月22日午前9時
から、なりひら高齢者支援総合センター（なりひらホーム内）
‹5819－0541へ

介護予防のためのからだ
元気アップ教室（全8回）

8月13日～ 11月26日の毎月
第2・第4水曜日と、8月20
日（水）午後1時20分～ 2時
45分　＊8月27日を除く

区総合体育館
（錦糸4－15－
1）

転倒を予防するための運動や、家庭でできる簡単な体操を学ぶ　
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　 50人（抽選）　 無料　 7月31日までに高齢者福
祉課相談係（区役所4階）‹5608－6178へ

介護のはなし「認知症を理
解しよう」

8月21日（木）午後2時～ 4時 八広地域プラザ（八広4－35
－17）

認知症の症状、早期発見の必要性、予防方法等について学ぶ　
先着40人　 無料　 7月21日午前9時から八広地域プラザ

‹6657－1549へ　＊申込みは8月19日まで

　

子
ど
も

子宝カフェ「粘土 de フォ
トフレーム作り＂夏の思い
出＂」

8月2日（土）午前10時～正午 子育て支援総合センター（京
島1－35－9－103）

2歳～小学校2年生程度の子どもとその保護者　 先着10組程度  
フォトフレーム1個につき300円　 事前に催し名・住所・氏名・

年齢・電話番号・メールアドレス、子どもの氏名・年齢を、ファクス、
またはＥメールで、すみだkomachi　荘司 ‹090－4619－0449・

5630－6352・ sumida_komachi@yahoo.co.jpへ　 子育
て支援総合センター ‹5630－6351

もちもちマーケット 8月2日（土）・24日（日）午前
10時～正午

使わなくなった衣類や、おもちゃ等の交換会　 無料　 当日
直接会場へ　 子育て支援総合センター ‹5630－6351

ぬいぐるみお泊り会（全2
回）

▶ぬいぐるみのお泊り＝8月
2日（土）午前11時～正午　 
▶お泊り風景を撮影した写
真付きカードの贈呈＝8月3
日（日）午前10時～ 10時半　
＊いずれも絵本の読み聞か
せあり

ひきふね図書館（京島1－36
－5）

3歳以上の未就学児　 先着20人　 無料　 ▶8月2日＝ぬい
ぐるみ　＊乗り物のぬいぐるみや、おもちゃは不可　 事前に子ど
もの氏名（ふりがな）・年齢・性別、保護者の電話番号を直接または
電話、ファクス、Ｅメールで、ひきふね図書館 ‹5655－2350・

5655－2351・ HIKIFUNE@city.sumida.lg.jpへ　＊詳細は、
申込先で配布中のチラシまたは、墨田区立図書館のホームページを
参照

みどりエコ・キッズ探険
隊「日帰りサマースクー
ル」

8月7日（木）午前10時～午後
0時半

みどりコミュニティセンター
（緑3－7－3）

▶使用済のペットボトルや割り箸で楽器や遊び道具を作り、演奏
する　▶日常から取り組める＂打ち水＂を実践する　 小学生　 

先着12人　 500円　＊8月4日までに直接、申込先へ支払（印鑑
持参）　 筆記用具、お手拭

ふ

き、飲物、打ち水用のタオル・サンダル・
着替え　 7月23日午前9時から電話で、みどりコミュニティセン
ター ‹5600－5811へ　＊申込みは8月4日まで

ものづくり塾「すみだマイ
スターから本格的なもの
づくりを学ぼう！」

▶革バッグ製作＝8月18日
（月）～ 20日（水）　▶屏

びょう

風
ぶ

製
作＝8月21日（木）・22日（金） 
＊いずれも時間は午前10時
～午後5時

▶ 革 バ ッ グ 製 作 ＝ 革 工 芸
M

マ リ エ

ALEA（東墨田3－9－2） 
▶屏風製作＝片岡屏風店（向
島1－31－6）

区内在住在学で、全日程参加できる中学生　 ▶革バッグ製作＝
先着8人　▶屏風製作＝先着6人　 無料　 7月23日午前10時か
ら産業経済課産業振興担当（区役所14階）‹5608－6186へ　＊申
込みは8月4日まで

 

仕
事
・
産
業

新分野ジョイントワーク
ショップ

7月31日（木）午後7時～ 9時 
＊終了後、希望者のみの情
報交換会あり

区役所会議室121（12階） 研究者のものづくりに関わるニーズと、ものづくり事業者との
マッチングを図る　【ニーズ例】海洋調査に用いる携行用ロープ、海
中で貝類やウニ類を排除するための囲い、細胞培養用の溶液交換装
置、教育用モデルロケット開発　 区内事業者（特にプラスチック・
金属・ゴム・紙製造業）　 先着30人程度　 無料　＊情報交換会
参加者は会費3000円が必要　 事前に催し名、参加者の氏名・電
話番号・ファクス番号・メールアドレス、勤務先の名称を、ファク
スで株式会社リバネス 環野 ‹5227－4198・ 5227－4199へ　
＊申込みは7月29日まで　 産業経済課産業振興担当 ‹5608－
6188

 

文
化
・

     

ス
ポ
ー
ツ

区民体育祭「ラジオ体操大
会」

7月25日（金）・30日（水）午
前6時～ 7時

▶25日＝第二寺島小学校（東
向島4－30－2）　▶30日＝中
和小学校（菊川1－18－10）

無料　 当日直接会場へ　 墨田区ラジオ体操連盟　佐藤幸一
‹3625－0565


