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暮
ら
し

第4回・第5回水の循環講座「す
みだと世界をつなぐ水の大切な
話」

▶第4回＝3月18日（土）午
後1時～4時40分　▶第5回
＝3月25日（土）午後1時～5
時

▶第4回＝曳舟文化セ
ンター（京島1－38－
11）　▶第5回＝アサ
ヒグループ本社ビル（吾
妻橋1－23－1）

【テーマ／講師】▶第4回＝気候変動と水／笹川 みちる氏（NPO法人雨
水市民の会）　▶第5回＝水のことを次世代に伝えよう／橋本淳司氏（水
ジャーナリスト）　対 小学校4年生以上　定 各回25人（抽選）　費 無料　
持 筆記用具　申 3月13日～16日に環境保全課環境管理担当（区役所
14階）‹5608－6209へ

桜の元気度を測る｢花芽調査｣体
験

3月25日（土）午前10時～正
午　＊小雨決行

隅田公園（向島一・二・
五丁目）　＊区役所1階
アトリウムに午前10
時集合

定 先着15人程度　費 無料　申 事前に住所・氏名・年齢・電話番号を、
直接 ま た は 電話、Ｅ メ ー ル で 道路公園課維持担当（ 区役所10階 ）
‹5608－6597・ DOUROKOUEN＠city.sumida.lg.jpへ　＊隅田
公園の桜の保全活動を行う「隅田公園さくらパートナーシップ」のメン
バーを随時募集中（詳細は申込先へ）

ここまですごい笑いの力！「ス
ミダスマイルLIVE！」

3月27日（月）午後7時～9時 みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内「スミダ」と「スマイル」をテーマとするお笑いライブ　対 笑いと地
域に興味がある方　定 先着60人　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

緑と花の学習園「さくらまつり」 4月1日（土） 緑と花の学習園（文花2
－12－17）

問 環境保全課緑化推進担当（区役所14階）‹5608－6208

▶�緑化講習会「みんなでつく
ろう種だんごづくり」

▶午前10時～　▶午前10時
半～　▶午前11時～　＊い
ずれも20分程度

内 いろいろな種と粘土、たい肥、肥料を混ぜて種だんごを作る　対 区
内在住在勤在学の方　定 各先着10人　費 無料　持 種だんごを持ち帰
るための袋　申 当日直接会場へ

▶�緑化相談「聞いて納得、植物
の知りたいことがわかります」

▶午前10時～正午　▶午後
1時～3時

費 無料　申 当日直接会場へ

▶�身近な植物の面白クイズ ▶午前10時～正午　▶午後
1時～3時

対 区内在住在勤在学の方　定 各先着50人　費 無料　＊花苗を進呈　
持 花苗を持ち帰るための袋　申 当日直接会場へ

▶苗木の無料配布 ▶第1回＝午前11時～　▶第
2回＝午後2時～　＊受け付
けはいずれも30分前から

内 ブルーベリー等の苗木の無料配布　対 区内在住在勤在学の方　定 各
回先着100人　費 無料　持 苗木を持ち帰るための袋　申 当日直接会
場へ

▶�緑化講習会「春を感じるフ
ラワーアレンジメント」

午後1時半～3時 内 春を感じられる箱庭を作る　対 区内在住在勤在学の方　定 先着10
人　費 1500円（材料費）　持 はさみ、手袋、作品を持ち帰るための袋　
申 3月13日午前9時から問合せ先へ

東京スカイツリー®周辺の花の
植替えボランティア講習会

4月18日（火）・19日（水）午
前10時～正午　＊雨天の場
合 は4月20日（ 木 ）・21日

（金）に延期

【集合場所】大横川親水
公園芝生広場（業平1－
15地先）付近　＊午前
9時50分集合

内 ハンギングバスケットとプランターを使い、植替え方法の基本を学ぶ　
＊花苗を進呈　対 区内在住在勤在学の方　定 各日先着40人　費 無料　
持 薄手の手袋、はさみ、エプロン、花苗を持ち帰るための袋　申 3月13
日午前9時から環境保全課緑化推進担当（区役所14階）‹5608－6208へ

 

健
康
・
福
祉

はなみずき認知症家族会「認知
症の薬について」

3月18日（土）午後1時半～3
時

はなみずきホーム（八
広3－22－14）

内 薬剤師から認知症の薬について学ぶ　対 区内在住で、認知症の方を
介護している家族等　定 先着20人　費 無料　申 事前に電話で、はな
みずき高齢者支援総合センター‹3610－6541へ

むこうじま家族会「なんでも座
談会」

3月21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 介護のことなどを話して、息抜きをする　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

ローズティーの会（同愛認知症家
族会）

3月24日（金）午後1時～3時 同愛記念ホーム（横網2
－1－11）

内 介護についての悩みや情報の共有　対 認知症の家族を介護してい
る方、介護の経験がある方、認知症や介護に関心がある方　定 先着10
人　費 無料　申 事前に同愛高齢者支援総合センター（亀沢2－23－7
塚越ビル1階）‹3624－6541へ

ボランティア説明会 3月24日（金）午後2時～3時
半

すみだボランティアセ
ンター（東向島2－17
－14）

内 ボランティア活動の紹介、活動時の注意点の説明等　定 先着20人　
費 無料　申 事前に、すみだボランティアセンター‹3612－2940へ

オレンジカフェ（3月） 3月24日（金）午後2時～4時 オレンジルームむこ3
さん

（向島3－33－13リョー
ビビル4階）

内 認知症や介護について、お茶を飲みながら語り合う　＊個別相談も
あり　対 区内在住で認知症に関心がある方など　定 先着10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

＂器具を使わずに筋力アップ！＂
高齢者パワートレーニング教室
（各会場全12回）

▶第1会場＝4月6日～6月
29日の木曜日　＊5月4日を
除く　▶第2会場＝4月7日
～7月7日の金曜日　＊4月
28日、5月5日を除く　＊い
ずれの会場も午後2時～3時

▶第1会場＝なりひら
神明橋集会所（業平5－
6－2）　▶第2会場＝
両国駅前会館（両国2－
20－12－101）

内 筋力アップのための、器具を使わない運動　対 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　＊ほかにも
要件あり　定 各会場25人（抽選）　費 無料　申 3月24日までに高齢者
福祉課地域支援係（区役所4階）‹5608－6178へ

身体障害者向け「コーヒー講座」 4月10日（月）午前10時～正
午

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のある方　定 15人（抽選）　費 500円　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3月
17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

歩いてスッキリ運動教室（全22
回）

4月12日～平成30年3月14
日の原則第2・第4水曜日午
前10時～11時半　＊8月を
除く　＊雨天時は延期する
場合あり

新平井橋公園（東墨田1
－6－2）、旧中川水辺
公園（東墨田一・三丁
目、立花三・五・六丁
目）

対 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　＊いきいきプラザで実施する「歩く健康づくり教室」の参加者
を除く　＊ほかにも要件あり　定 50人（抽選）　費 無料　申 3月31日
までに高齢者福祉課地域支援係（区役所4階）‹5608－6178へ　＊定
員に満たない場合は、4月1日以降に、いきいきプラザ（文花1－32－2）
‹3618－0961で随時受け付け

介護予防のための「からだ元気
アップ教室」（全12回）

4月12日～8月9日の水曜日
午後1時10分 ～2時40分　
＊日程の詳細は申込先へ

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

内 やや弱めの運動強度で、家庭でもできる、主に椅子を使う体操　対 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　＊ほかにも要件あり　定 50人（抽選）　費 無料　申 4月3日までに
高齢者福祉課地域支援係（区役所4階）‹5608－6178へ

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」

4月12日（水）午後2時～3時
半

向島保健センター（東
向島5－16－2）

対 区内在住の方　定 先着15人　費 無料　申 3月13日午前8時半から
電話で向島保健センター‹3611－6193へ
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