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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

中高年ハイキング「三島スカイ
ウォーク散策」

6月12日（日）午前7時～ 三島スカイウォーク、
三島大社　＊ロッテシ
ティホテル錦糸町（錦
糸4－6－1）前に午前7
時集合

対 区内在住在勤で健康な方　定 先着15人　費 6000円（バス代・保険
料込み）　持 弁当、飲物、雨具等　申 事前に費用を持って直接、スポー
ツ振興課スポーツ振興担当（区役所11階）‹5608－6312へ　＊申込
みは6月7日まで　問 墨田区野外活動連盟　小林正克‹090－2411－
0296

花育講座「つり苔
こけ
玉作り」講習会

（ふうりん付き）
6月13日（月）
午後1時～2時半

曳舟文化センター（京
島1－38－11）

対 区内在住在勤の方　定 先着20人　費 1700円（材料費）　持 エプロ
ン、お手拭き、ハサミ、作品を持ち帰るための袋2枚　申 6月1日午前9
時から電話で環境保全課緑化推進担当‹5608－6208へ

地域の語り場「ふらっとも」 6月14日（火）、7月12日（火）
午後6時半～8時

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内 地域情報の交換や日ごろの悩み相談など　費 無料　申 当日直接会
場へ　問 みどりコミュニティセンター‹5600－5811

すずかけ大学公開講座「脳の性
差の第一人者・田中名誉教授が
語る！脳科学の視点から理解す
るLGBT」

6月22日（水）午前10時～正
午

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

定 先着50人　費 無料　申 6月1日午後1時から電話で、すみだ女性セ
ンター‹5608－1771へ　＊事前申込みによる1歳～就学前の子ども
の一時保育あり（定員制）

八広ふるさと歌声喫茶（全5回） 6月25日、7月30日、8月27
日、9月24日、10月29日い
ずれも土曜日午前10時～
11時半

八広地域プラザ（八広4
－35－17）

内 懐かしい歌を歌いながら、参加者同士で交流する　対 16歳以上の
方　定 先着80人　費 2500円（飲物代込み）　申 事前に八広地域プラ
ザ‹6657－0471へ　＊受付は午前9時～午後8時（6月1日は午後2時
～）　＊申込みは6月18日まで

墨田区地域防災リーダー育成講
座

6月25日（土）午前10時～午
後5時

区役所防災センター（5
階）

対 区内在住在勤で防災活動に関心がある方　定 先着10人　費 無料　
申 事前に電話で防災課防災係‹5608－6206へ

 
健
康
・
福
祉

オレンジカフェ（6月） 6月1日（水）・15日（水）午
後2時～4時

す み だ 生涯学習 セ ン
ター（東向島2－38－
7）

内 認知症や介護について、お茶を飲みながらの語り合いと個別相談　
対 区内在住で認知症に関心がある方など　定 各日先着30人　費 無料　
申 当日直接会場へ　問 高齢者福祉課地域支援係‹5608－6502

6月8日（水）午後2時～4時 本所地域プラザ（本所1
－13－4）男のためのストレッチ＆筋トレ 6月8日（水）・22日（水）午

後3時半～4時半
内 運動を始めたい初心者向けのトレーニング　対 おおむね65歳以上で、
医師から運動を制限されていない男性　定 各日先着20人　費 各日
300円　申 6月2日から本所地域プラザ‹6658－4601へ　＊受付は
午前9時～午後8時　＊動きやすい服装で参加

メタボ対策体操（全3回） 6月9日・16日・23日いず
れも木曜日午前10時～11
時半

すみだ健康ハウス（東
墨田1－2－6）

内 少ない負担で基礎代謝を高める運動　対 40歳以上で医師から運動
を制限されていない方　定 先着20人　費 3000円（入館料込み）　申 6
月1日午前9時から、すみだ健康ハウス‹3610－5711へ

第2回さくらんぼの会（認知症家
族介護者教室）「知っています
か？認知症を支える制度や社会
資源」

6月11日（土）午後1時～2時
半

シルバープラザ梅若（墨
田1－4－4）

内 認知症のための制度や社会資源の情報提供、うめわカフェの体験　
対 認知症の方を介護している方　定 先着20人　費 無料　申 事前に、
うめわか高齢者支援総合センター（シルバープラザ梅若内）‹5630－
6541へ

体力測定（握力・上体起こし・反
復横跳びなど）

6月12日（日）午前10時半～
11時半

本所地域プラザ（本所1
－13－4）

対 高校生以上　定 先着15人　費 220円（施設利用料）　持 運動着、室
内用の運動靴、飲物　申 6月2日から本所地域プラザ‹6658－4601
へ　＊受付は午前9時～午後8時　＊申込みは6月11日まで　＊新規利
用者は測定終了後に初回講習会あり

認知症を知る・支えるセミナー
第1回「家族支援＂介護のプロか
ら学ぶ認知症＂」

6月13日（月）午後2時～4時 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）

内 介護する中で困る症状とその対応について学ぶ　対 区内在住在勤
で認知症に関心がある方　定 先着80人　費 無料　申 事前に高齢者福
祉課地域支援係（区役所4階）‹5608－6502へ

ひきふね図書館チャレンジワー
クショップ「デジタルテクノロ
ジーであそぼう！」

6月18日(土)▶小学生＝午
後1時半～2時半　▶中学生
＝午後2時40分～3時40分

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内 タブレット端末でのアニメーション制作等　対 障害がある小・中学
生とその家族　定 各先着15人　費 無料　申 事前に氏名・電話番号・
学校名（通っている方のみ）を、電話またはファクスで、ひきふね図書館
‹5655－2350・ 5655－2351へ

むこうじま認知症サポーター養
成講座

6月18日（土）午後1時半～3
時

介護老人保健施設 ベ
レール向島（東向島2－
36－11）

内 認知症についての正しい知識や対応方法を学ぶ　対 区内在住の方　
定 先着20人　費 無料　申 事前に、むこうじま高齢者みまもり相談室（ベ
レール向島内）‹6657－2731へ

障がい者水泳教室 6月20日（月）午後6時半～8
時

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

対 区内在住在勤在学で心身に障害がある方　定 先着10人程度　費 無
料　持 水着、水泳帽、バスタオル、ゴーグル　申 事前に教室名・住所・
氏名・年齢・電話番号・ファクス番号・障害の部位と度合い・車いす
利用の有無を、電話またはファクスで区総合体育館‹3623－7273・

3623－7283へ

高齢者「パソコン・ワード教室」 6月22日（水）・23日（木）午
前10時～正午

す み だ 福祉保健 セ ン
ター（向島3－36－7）

内 ワードで暑中見舞いを作る　対 区内在住で60歳以上の方　定 10人
（抽選）　費 200円　申 6月7日までに、すみだ福祉保健センター‹5608
－3721へ

視覚障害者「プレクストーク講
習会」

6月22日（水）午後1時半～3
時半

対 区内在住で視覚に障害があり、プレクストークの基本的な使い方が
わからない方　定 5人（抽選）　費 無料　申 講座名・住所・氏名・ファ
クス番号を直接または電話、ファクスで6月12日までに、すみだ福祉保
健センター‹5608－3723・ 5608－3720へ

健康づくり教室「初心者向けヨ
ガ教室」（全6回）

6月22日～7月27日の毎週
水曜日▶1時半コース＝午後
1時半～　▶3時コース＝午
後3時～　▶6時コース＝午
後6時～　＊いずれも80分

対 区内在住在勤の成人で、医師から運動を制限されていない方　定 各
コース15人（抽選）　費 無料　申 6月12日までに、すみだ福祉保健セン
ター‹5608－3729へ

難病講演会「聞いてみよう！サ
ルコイドーシスの理解と日常生
活について」

6月27日（月）午後4時～5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）

対 区内在住在勤の方　定 先着40人　費 無料　申 6月2日午前9時から
電話で本所保健センター‹3622－9137へ
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4 墨田区のお知らせ 2016年（平成28年）6月1日

広告 不動産(貸地･借地･境界･相続)無料相談　随時受け付けています　墨田区緑1-24-5測量舎内　‹0120-013-458　要予約


