
募集します
墨田区のお知らせ「すみだ」

（区報）設置店舗・施設等
墨田区のお知らせ「すみだ」は、新聞に折り込

んで配布しているほか、区施設や区内各駅・信用
金庫・公衆浴場・病院と、一部のコンビニエンス
ストア・スーパーマーケット・薬局などに設置
している広報スタンド等で配布しています。

より多くの方に区報をご覧いただくため、区報
を置いてくださる店舗や施設を募集しています。
毎月3回（1日・11日・21日）、発行日に配達員が
区報をお届けし、ご希望の場合は、ご指定いただ
いた場所に設置します。なお、区報を置いてくだ

さる場合は、店舗・施設名を区ホームページに掲
載します。ぜひ、ご応募ください。

［対象］次のすべての要件を満たす区内の店舗や施
設 ▼定休日等を除き、日中営業している　 ▼未成
年者が訪れることができる　＊詳細は問合せ先へ

［費用］無料［申込み］随時、店舗や施設の名称・所
在地、代表者の氏名・電話番号・ファクス番号・
メールアドレスを、直接または電話、ファクス、Ｅ
メールで広報広聴担当（区役所６階）‹5608－
6223・ 5608－6406・ OSHIRASE＠city.
sumida.lg.jpへ　＊区報の入手のしやすさや所
在地等を総合的に判断し、設置を依頼する場合は
後日通知予定　＊配布用ボックスの貸出し可

毎月1日は
墨田区防災の日
11月1日の点検項目
身につけよう
　　だれもができる　
　　　　　　　応急手当

毎月5日は
すみだ環境の日
11月のエコしぐさ
歩こうよ
　エコと健康
　　　　揃

そろ
い踏み

 墨田区環境キャラクター
 「地球くん」

区 ＝こんにちは、区長です　数 ＝数字が語るわがまちすみだ　知 ＝すみだのそこが知りたい　北 ＝すみだと北斎　特 ＝特集
き ＝きらっと すみだモダン

放映日 午前9時 正午 午後4時 午後8時
11月6日（日）～
12日（土）

区 すみだ北斎美術館開館への取組と展開  
数 小さな博物館の新たな仲間＂錺

かざり
かんざし博物館＂  

11月13日（日）～
19日（土）

特 障害があっても
暮らしやすいまち

区 すみだ北斎美術館
開館への取組と展開
数 小さな博物館の新た
な仲間＂錺

かざり
かんざし博

物館＂

特 障害があっても
暮らしやすいまち

区 すみだ北斎美術館
開館への取組と展開
数 小さな博物館の新た
な仲間＂錺

かざり
かんざし博

物館＂

11月20日（日）～
26日（土）

知 すみだマイスターの新たな仲間＂大石智博（江戸文字描き）＂  
北 すみだ北斎美術館オープン！  

11月27日（日）～
12月3日（土）

知 す み だ マ イ ス
ターの新たな仲間
＂大石智博（江戸文
字描き）＂
北 すみだ北斎美術
館オープン！

特 障害があっても暮
らしやすいまち

知 す み だ マ イ ス
ターの新たな仲間
＂大石智博（江戸文
字描き）＂
北 すみだ北斎美術
館オープン！

特 障害があっても暮
らしやすいまち

＊内容が一部変更になる場合があります。ご了承ください。
＊ケーブルテレビへの加入・問合せは、（株）J: COM東京すみだ・台東‹0120－999－000へ

毎日、午前9時、正午、午後4時・8時か
ら地上デジタル11チャンネルで放送し
ています（各15分間）。なお、放送終了後、
区ホームページでもご覧いただけます。

［問合せ］広報広聴担当‹5608－6220
11月の番組表

区政情報番組

キャスター
太田聖子さん

区報元日号特別企画
「すみだの夢」作品展

　本紙平成29年1月1日号の特別企画として、
「すみだの夢」をテーマに描いた絵を募集します。
皆さんからご応募いただいた作品の中から数
点を29年1月1日号で掲載しますので、ぜひ、
ご応募ください。

［募集作品］「すみだの夢」をテーマに描いた絵　
＊パソコン等での作成も可［作品の大きさ］A4
サイズ　＊パソコン等で作成した場合は、A4
サイズに出力　＊紙質は不問［応募方法］作品
と、作品名・住所・氏名（フリガナ）・電話番号・
作品に込めた想

おも
い（50文字～100文字程度）を、

直接または郵送で12月6日（必着）までに、
〒130－8640広報広聴担当（ 区役所6階 ）
‹5608－6223へ　＊応募作品の中から数点
を、氏名とともに本紙29年1月1日号に掲載［注
意事項］応募作品は区ホームページ等、他媒体
で使用する場合あり
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　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HP暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業・教育

文化・
スポーツ

税金
 トンベイ保国・

区政
その他

子育て 　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HPぽけっと
（区主催以外）

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

第2回エコライフ講座「収納の悩
みを解決します！＂片付け能力が
10倍に向上する整理の2ステッ
プと収納タイプとは？＂」

11月19日（土）午前10時～
正午

す み だ 生涯学習 セ ン
ター（東向島2－38－7）

内 整理収納アドバイザーの牛田 まさみ氏（ハウスキーピング協会認定
講師）から「リバウンド知らずの片付けと収納の方法」を学ぶ　対 区内
在住在勤の方　定 先着30人　費 無料　申 11月1日午前9時から環境
保全課環境管理担当（区役所14階）‹5608－6209へ

筆ペン習字入門講座（全4回） 11月29日～12月20日の毎
週火曜日午前10時～正午

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内 筆ペンの基本的な使い方、年賀状の書き方を学ぶ　対 16歳以上の
方　定 先着20人　費 3000円（筆ペン代・保険料込み）　＊11月17日
までに支払　申 11月4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

 

健
康
・
福
祉

オレンジカフェ（11月） 11月2日（水）・16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 認知症や介護に関する、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‹5608－650211月9日（水）午後2時～4時 本所地域プラザ（本所1

－13－4）

みかんの会（認知症家族会） 11月10日（木）午後1時半～
3時半

たちばなホーム（立花3
－10－1）

内 介護に関する悩みの共有・情報交換　対 認知症の家族を介護してい
る方や介護の経験がある方等　定 先着10人　費 無料　申 事前に、た
ちばな高齢者支援総合センター（たちばなホーム内）‹3617－6511へ

福祉機器展示室展示会「わかっ
て安心！認知症をサポートする
福祉用具展」と「認知症サポー
ター養成講座」

▶展示会＝11月14日（月）
～18日（金）の午前9時半～
午後4時　▶認知症サポー
ター養成講座＝11月18日

（金）午後1時半～3時

シルバープラザ梅若（墨
田1－4－4）

内 ▶展示会＝症状に配慮したベッド・車いす・食器、服薬の管理、み
まもりGPS機能付き用具やセンサー、認知症予防など、認知症に関連
する福祉用具の展示　▶認知症サポーター養成講座＝認知症の正しい
知識や認知症の方への対応方法についての講座　【入場料】無料　申 期
間中、直接会場へ　問 シルバープラザ梅若‹5630－8008

むこうじま家族会「薬剤師に聞
いてみよう、高齢者の服薬管理」

11月15日（火）
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 高齢者の服薬管理について学ぶ　対 区内在住で、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、むこうじま高齢者支
援総合センター（ベレール向島内）‹3618－6541へ

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

広告 不動産（貸地･借地･境界）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
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