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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

 

健
康
・
福
祉

ボランティア入門講座 6月28日（火）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）

内 ボランティア活動や、活動する時の注意点の説明など　定 先着20
人　費 無料　申 事前に電話で、すみだボランティアセンター‹3612
－2940へ

身体障害者向け「かな書道教室」
（全4回）

6月29日～7月20日の毎週
水曜日午後1時半～3時半

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がある方　定 15人（抽選）　費 800円　申 教
室名・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6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

大人向け点字入門講座「絵本に
点字をつけてみよう!」（全2回）

7月1日（金）・8日（金）午前
10時～正午

ひきふね図書館（京島1
－36－5）

対 区内在住在勤の成人　定 先着20人　費 無料　申 事前に、ひきふね
図書館‹5655－2350へ　＊申込みは6月24日まで

2016夏！体験ボランティア説
明会

▶7月3日（日）午前10時～
11時、午後1時半～2時半　
▶7月4日（月）午後4時半～
5時半　▶7月5日（火）午後4
時半～5時半　▶7月7日（木）
午後6時半～7時半　▶7月9
日（土）午前10時～11時

すみだボランティアセ
ンター（東向島2－17
－14）

対 区内在住在勤在学の小学生以上　費 無料　申 事前に電話で、すみだ
ボランティアセンター‹3612－2940へ　＊受付は月曜日～金曜日の
午前9時～午後5時半　＊2016夏！体験ボランティア（7月19日～8月
31日、先着200人）に参加するためには、説明会への出席が必要　＊参
加申込みのない回は中止　＊2016夏！体験ボランティアへの参加に
は保険料300円が必要（別途、検便費用などが必要な場合あり）

依存症状でお困りの方のための
講座「アルコール本人講座」

7月13日（水）午後2時～3時
半

向島保健センター（東
向島5－16－2）

対 区内在住在勤の方　定 先着15人　費 無料　申 6月2日午前8時半か
ら電話で向島保健センター‹3611－6193へ

 

子
育
て
・
教
育

もちもちマーケット 6月19日（日）午前10時～正
午

子育 て 支援総合 セ ン
ター（京島1－35－9－
103）

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

子育てママ応援！「キラキラ幼
児教室」＆「キラキラ親子プログ
ラム」

6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）

対 子育て中の親とその子ども　＊妊娠中の方・母親のみの参加も可　
定 各先着6組　費 各800円（材料費込み）　申 6月2日から電話で、みど
りコミュニティセンター‹5600－5811へ　＊申込みは6月16日まで　
＊詳細は問い合わせるか、申込先で配布中のチラシを参照

すみだファミリー・サポート・
センター「サポート会員養成集
中講座」

6月23日（木）午前8時半～
午後3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）

内 地域の子どもの送迎や預かりをするサポート会員（有償ボランティア）
として必要な知識を学ぶ　対 区内在住の20歳以上で、子育て支援に理
解と熱意があり、講座修了後、サポート会員として活動できる方　定 先
着10人　費 無料　＊会員登録には各自で普通救命講習（1400円）の受講
が必要　申 事前に、すみだファミリー・サポート・センター（すみだボラ
ンティアセンター分館内）‹5608－2020へ

サブ･リーダー講習会（夏期） ▶区内講習＝7月31日（日）・
8月6日（土）午前9時半～午
後0時半、8月11日（祝）午前
9時半～午後4時　▶宿泊講
習（3泊4日）＝8月19日（金）
～22日（月）

▶区内講習＝横川小学
校（東駒形4－18－4）　
▶宿泊講習＝国立那須
甲子青少年自然 の 家

（福島県西白河郡西郷
村大字真船字村火6－
1）　＊バスで移動

内 社会性やリーダーシップを育むためのグループ活動など　対 区内
在住在学の小学校5・6年生　定 56人（抽選）　＊全日程参加できる方
を優先　費 1万円（保険料、宿泊費等込み）　申 申込書を直接または郵
送、ファクスで6月21日（必着）までに、〒130－8640生涯学習課青少
年担当（区役所11階）‹5608－6503・ 5608－6411へ　＊ファク
スの場合は送信後に電話による受信確認が必要　＊申込書は申込先で
配布　＊区ホームページから電子申請も可

 

仕
事
・
産
業

若年者向けスキルアップ講座「職
場の環境づくりとコミュニケー
ション＂働きやすい環境は自分で
つくる＂」

6月11日（土）午前10時～午
後5時

すみだリバーサイド
ホール1階会議室（区役
所に併設）

内 コミュニケーションのコツや不安・不満のコントロール方法などを
学ぶ　対 39歳以下の方　＊学生の参加も可　定 先着20人　費 無料　
申 事前に若者サポートコーナー（区役所1階）‹5608－6834へ

若年者向け就職活動支援セミ
ナー＂ものづくり企業への理解を
深めるため、仕事のやりがいや
魅力を学ぶ＂

対 39歳以下で就職を希望する方　＊学生の参加も可　定 ▶6月13日
＝先着20人　▶6月17日＝先着10人　費 無料　申 事前に電話で、す
みだ若者人材発掘・就労サポート事業運営事務局（株式会社学情 内）
‹5777－2935へ　問 生活経済課消費者・勤労福祉係‹5608－6185

▶業界研究セミナー 6月13日（月）午後1時～3時　
＊受付は午後0時45分～

区役所会議室31（3階） 内 区内企業の社員が製造業の魅力を語る講演会と、専門講師による就
活支援講座等

▶企業見学ツアー 6月17日（金）午後1時～5時　
＊受付は午後0時45分～

【集合場所】区役所1階
正面玄関前　＊バスで
移動

内 区内企業2社（予定）を訪問し、ものづくりの現場の＂リアル＂を体感
する

IT活用支援セミナー「今さら聞
けない＂SNSの使い方＂基礎講座」

6月15日（水）午後6時45分
～8時45分

すみだ産業会館（江東
橋3－9－10）

対 区内在住在勤の方　定 先着15人　費 無料　申 事前に電話で、すみ
だ産業会館‹3635－4351へ　問 ▶すみだ産業会館　▶産業経済課産
業振興担当‹5608－6186

ビジネスマンのための読書会「2
時間で、最新のビジネス書を読
破！」

6月15日（水）午後7時～8時
45分

ひきふね図書館（京島1
－36－5）

内 最新のビジネス書から、課題の発見や解決、現状を打破する行動に
ついて学ぶ　定 先着20人　費 無料　申 事前に講座名・氏名・電話番
号を直接または電話、Ｅメールで、ひきふね図書館‹5655－2350・

HIKIFUNE@city.sumida.lg.jpへ　＊詳細は、申込先で配布中の「図
書館ニュース」または、墨田区立図書館のホームページを参照

 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

企画展「すみだの開発＂向島の開
発と本所開拓＂」

7月31日（日）までの午前9
時～午後5時　＊入館は午
後4時半まで　＊毎週月曜
日（祝日のときは翌日）、毎
月第4火曜日は休館

すみだ郷土文化資料館
（向島2－3－5）

内 17世紀の墨田区域の開発について、周辺地域との関わりに触れなが
ら紹介する企画展　【入館料】▶個人＝100円　▶団体（20人以上）＝
80円　＊中学生以下と、身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神
障害者保健福祉手帳をお持ちの方は無料　 申 期間中、直接会場へ　 
問 すみだ郷土文化資料館‹5619－7034

墨田区伝統工芸保存会作品展 6月10日（金）～15日（水）午
前10時～午後7時

産業観光プラザ すみ
だ まち処

どころ
（押上1－1－

2東京ソラマチ®5階）

内 墨田区伝統工芸保存会会員による江戸木
き

目
め

込
こみ

人形や市松人形等の製
作実演、作品展示・販売　【入場料】無料　申 当日直接会場へ　問 産業
経済課産業振興担当‹5608－6186

盆踊り講習会 6月14日（火）、7月12日（火）
午後6時半～8時

二葉小学校（石原2－1
－5）

費 無料　申 当日直接会場へ　問 ▶墨田区民踊連盟事務局　高橋 志津子
‹3622－2816　▶スポーツ振興課スポーツ振興担当‹5608－
6312

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ
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