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暮
ら
し

美顔塾 9月8日（金）午前10時～正
午

本所地域プラザ（本所1
－13－4）

内 季節に合わせたスキンケアやメイクを学ぶ　対 女性　定 先着10人　
費 500円（材料費）　申 9月2日から本所地域プラザ‹6658－4601へ　
＊受け付けは午前9時～午後8時

「ふるいを使って土の再生」講習
会

9月12日（火）・27日（水）午
後1時～3時

緑と花の学習園（文花2
－12－17）

内 古くなった土の再生方法について学び、再生土を作る　対 区内在住
在勤の方　定 各日先着10人　費 無料　持 園芸用の手袋、エプロン　
申 9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

歌謡教室 9月14日（木）・21日（木）・
28日（木）、10月5日（木）・
13日（金）・19日（木）・26
日（木）午後2時～4時

社会福祉会館（東墨田2
－7－1）

対 区内在住在勤の方　定 各日先着190人　費 無料　申 当日直接会場
へ　問 社会福祉会館‹3619－1051

すずかけ女子キャリアスクール
企画運営講座「自分らしさ、探し
たくない？アニメとおもちゃで
考える」

9月23日（祝）午後1時半～3
時半

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

内「すずかけ女子キャリアスクール」のインターンシップ生が企画・運
営する、アニメのセリフから自分の個性を発見する講座、リラックスヨ
ガ体験　対 中学生～大学生　＊保護者や大人の見学可　定 先着15人　
費 無料　申 事前に電話で、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）

「すずかけひろば」登録団体によ
る舞台・展示発表と講演会「健
康に役立つ海からのおくりもの
を探し求めて」

9月30日（土）午後0時10分
～4時　＊講演会は午後1時
～2時

定 ▶講演会＝先着165人　費 無料　申 ▶講演会＝9月1日午前10時か
ら電話で問合せ先へ　＊事前申込みによる手話通訳と1歳～就学前の
子どもの一時保育あり（一時保育は定員制）　＊一時保育の申込みは9
月15日まで　▶その他＝当日直接会場へ　問 すみだ女性センター
‹5608－1771

吾嬬の里料理教室「作り置きで
時短料理」（全4回）

10月12日・26日、11月16
日・30日いずれも木曜日午
前10時～午後1時

八広地域プラザ（八広4
－35－17）

内 作り置き料理や常備菜の作り方を学ぶ　対 16歳以上の方　定 先着
18人　費 4000円（材料費）　持 エプロン、三角巾、布巾、ハンドタオ
ル　申 9月2日から八広地域プラザ‹6657－0471へ　＊申込みは10
月1日までの午前9時～午後8時

 

健
康
・
福
祉

「すみだハート・ライン21事業」
「ミニサポート事業」合同事業説
明会

▶9月9日（土）午前10時～
11時半　▶9月21日（木）午
後2時～3時半

▶9月9日＝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）　▶9月21
日＝すみだボランティ
アセンター（東向島2－
17－14）

対 地域活動に関心があり、家事援助などの活動（有償ボランティア）
に協力してくださる18歳以上の方　＊今すぐ活動できなくても可　
定 各日先着20人　費 無料　申 事前に電話で、すみだハート・ライン
21事業室‹5608－8102へ　＊協力会員への登録方法の詳細は申込
先へ

長寿の集い 9月10日（日）午後1時半～3
時45分　＊受け付けは午後
0時半～

す み だ 福祉保健 セ ン
ター（向島3－36－7）

内 講師・佐藤一恵氏による歌唱指導、フラメンコ鑑賞など　対 区内在
住で60歳以上の方　＊付添いの方の参加も可　定 先着100人　費 無
料　申 当日直接会場へ　問 すみだ福祉保健センター‹5608－3721

みかんの会（認知症家族会） 9月11日（月）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、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

スマート体操クラブ 9月11日（ 月 ）・25日（ 月 ） 
▶1部＝午後1時40分～2時
40分　▶2部＝午後3時～4
時　＊いずれも同一内容

本所地域プラザ（本所1
－13－4）

内 ストレッチを中心とした高齢者向けの体操　対 おおむね65歳以上
の方　定 各日各部先着20人　費 各日各部300円　持 運動着、室内用
の運動靴、飲物　申 9月2日から本所地域プラザ‹6658－4601へ　
＊受け付けは午前9時～午後8時

ボランティア説明会 9月12日（火）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、活動する際の注意点の説明など　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

はなみずき認知症家族会「認知
症の方が、外出して戻れなくなっ
てしまった場合に位置を検索で
きる機器について」

9月16日（土）午後1時半～3
時

はなみずきホーム（八
広3－22－14）

対 区内在住で認知症の家族を介護している方など　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

うつ予防講演会「女性のライフ
スタイルとメンタルヘルス＂スト
レスに負けない心づくり＂」

9月21日（木）午後1時～3時 す み だ 生涯学習 セ ン
ター（東向島2－38－7）

対 区内在住在勤の方　定 先着30人　費 無料　申 事前に電話で向島保
健センター‹3611－6193へ　＊事前申込みによる就学前の子どもの
一時保育あり（先着10人）

食生活講習会「健やかな体のた
めの腸を整える簡単野菜レシピ」

9月21日（木）午後1時半～3
時

向島保健センター（東
向島5－16－2）

内 腸内環境を整える食事と料理の紹介　＊試食あり　対 区内在住在
勤の方　定 先着30人　費 無料　申 9月4日午前8時半から電話で向島
保健センター‹3611－6135へ

弁護士による権利擁護法律相談 9月21日（木）午後1時半～4
時半

すみだボランティアセ
ンター（東向島2－17
－14）

内 ▶判断能力が十分ではない方への権利擁護法律相談　▶福祉サービ
スの苦情相談　▶親族後見人からの相談　費 無料　申 事前に電話で、
すみだ福祉サービス権利擁護センター‹5655－2940へ

認知症サポーター養成講座 9月23日（祝）午前10時～
11時半

東京清風園（ 立花1－
25－12）

内 認知症についての正しい知識や対応方法を学ぶ　対 区内在住在勤
の方　定 先着40人　費 無料　申 事前に電話で文花高齢者みまもり相
談室‹3614－6511へ

からだ健やかレシピ＂1日分の野
菜を上手に食べよう＂

9月27日（水）
午 前 10 時 ～
11時半

本所保健センター（東
駒形1－6－4）

内 生活習慣病を予防する食事の工夫や野菜レシピの紹介　＊試食あり　
対 区内在住在勤の方　定 先着16人　費 無料　申 9月4日午前8時半か
ら電話で本所保健センター‹3622－9137へ
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広告 「畳を通して長～いお付き合い」気軽にお電話ください。HPでも…。 あなたの町の㈲たたみ工房さいとう 緑四 ‹3631-9591

4 墨田区のお知らせ 2017年（平成29年）9月1日


