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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・問
合せ先へ )。なお、参加に当たっては、マスクの着用や手指消毒等、各会場でお願いする感染症対策にご協力ください。

山路を登りながら

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

東京文化財ウィーク2022 企画
事業｢すみだの近代住宅を見に
いこう！｣

10月29日(土) ▼午後1時～
2時10分　 ▼午後2時40
分～3時50分

区内　＊当選者に別途
通知　＊現地集合・解
散

内大正時代～昭和初期に建てられた近代住宅を見学し、歴史や地域的特性へ
の理解を深める　対都内在住在勤在学の方　定各12人(抽選)　費各100円　
申催し名・希望時間・住所・氏名・年齢・電話番号・Eメールアドレスを、往復
はがきで10月14日(必着)までに〒130－8640地域教育支援課文化財担当
☎5608－6310へ　＊1通につき1人のみ申込可(同じ時間の重複申込みは不可)

東京文化財ウィーク2022 企画
事業 おとなの伝統工芸体験講座
｢すみだの手工芸〝伝統工芸職人
の技を知る〞｣

▼江戸木
き
目
め
込
こみ
人形づくり＝

11月5日(土)午前10時～
正午　 ▼藍染(長板中形)＝
11月19日(土)午前10時～
正午

内／費 ▼江戸木目込人形づくり＝福
ふ く ろ う
来朗の制作／900円　 ▼藍染(長板中

形)＝木綿ハンカチの絞り染め／700円　対都内在住在勤在学で18歳以上
の方　定各5人(抽選)　申催し名・希望の体験・住所・氏名・年齢・電話
番号を、往復はがきで10月17日(必着)までに〒130－8640地域教育支援
課文化財担当へ　＊1通につき1人のみ申込可(同じ体験の重複申込みは不可)

イ
ベ
ン
ト

大相撲ファン感謝祭 10月6日(木)・
7日(金)正午～
午後8時（予定）

国技館 (横網1－3－
28)

対区内在住在勤在学の方、大相撲公式ファンクラブ会員 費無料　＊購
入費は自己負担　申当日直接会場へ　問 ▼日本相撲協会ファ
ン感謝祭担当☎3623－5111　 ▼観光課観光担当☎5608－
6500　＊詳細は大相撲ファン感謝祭のホームページを参照

社会福祉会館自主サークル発表
展示会

10月14日(金)～21日(金)の午
前9時～午後9時　＊10月16日は
午後5時まで　＊10月17日を除く

社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

内作品展示、社交ダンスパーティー(10月15日午後6時～8時半)、茶席
(10月16日正午～午後2時)　費無料　申期間中、直接会場へ　問社会
福祉会館☎3619－1051

第16回すみだ川ものコト市 10月15日(土)午前10時～
午後4時　＊荒天中止

牛嶋神社(向島1－4－
5)、隅田公園(向島一
丁目)

内区内や全国の〝手づくり作家〞による作品や素材の販売・ワークショッ
プ、下町フードの販売、音楽ライブなど　費無料　＊購入費は自己負
担　申当日直接会場へ　問産業振興課産業振興担当☎5608－1437

すみだストリートジャズフェス
ティバル

10月15日(土)・16日(日)
午前10時～午後7時　＊開
催時間を短縮する場合あり

錦糸公園(錦糸4－15－
1)ほか約27会場

費無料　申当日直接会場へ　問 ▼すみだストリートジャズフェスティバル事
務局☎3622－6231・ info@sumida-jazz.jp　 ▼観光課観光担当☎5608－
6931　＊詳細はストリートジャズフェスティバルのホームページを参照

きねがわスタンプラリー2022｢ス
タンプラリーと3施設のイベント
を楽しもう‼｣

10月16日(日)午前10時～
午後3時　＊受け付けは午
後2時半まで

社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

内社会福祉会館、都立皮革技術センター、産業・教育資料室きねがわを
巡るスタンプラリー　＊スタンプを集めた方に記念品を進呈（先着300
人）　費無料　申当日直接会場へ　問社会福祉会館☎3619－1051

第10回 吾嬬の里オータムフェ
スタ

10月16日(日)午前10時～
午後3時

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内作品展示、舞台発表、体験コーナー、模擬店等　費無料　＊一部自
己負担あり　申当日直接会場へ　問八広地域プラザ☎6657－0471　
＊受け付けは午前9時～午後8時

すみだ食育フェス2022 問保健計画課保健計画担当☎5608－6517

▼  講演会｢〝文化(カルチャー)〞
としての和食｣　【講師】割烹
美家古3代目当主 亀井 肇氏

1 0月17日 ( 月 )
午後1時半～3時半

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

対 ▼講演会＝区内在住在勤在学の方　 ▼地域イベント＝区内在住の5
歳～10歳程度の子どもとその保護者（子どものみの参加も可）　定 ▼講
演会＝先着30人　 ▼地域イベント＝各先着8組　費無料　申事前に催
し名・住所・氏名・電話番号を、電話またはファクス、Eメールで、保
健計画課保健計画担当☎ 5608 － 6517・ ℻  5608 － 6405・
HOKENKEIKAKU@city.sumida.lg.jpへ

▼  地域イベント「街中植物工
場」

10月17日(月)・20日（木）
24日（月）午後3時～4時

千葉大学墨田サテライトキャ
ンパス(文花1－19－1)ほか

▼展示 10月20日(木)～24日(月)
午前9時～午後4時

区役所1階アトリウム 内食育に関する展示やリーフレット等の配布　費無料　申期間中、直
接会場へ

▼体験｢野菜摂取度測定｣ 10月20日(木)・21日（金）・
24日(月)午前9時～午後4時

内手のひらにセンサーを当てて野菜摂取度を測定する　費無料　申期
間中、直接会場へ

▼  地域イベント｢すみだ青空市
ヤッチャバ｣

10月22日(土)午前8時～午
後1時　＊売り切れ次第終了

イーストコア曳舟駅前
広場(京島1－1－1)

内近県で採れた新鮮な野菜等の販売　費無料　＊購入費は自己負担　
申当日直接会場へ

▼  地域イベント｢すみまめカ
フェ朝市｣

10月23日(日)午前6時～8
時

すみまめカフェ(京島
3－39－8)

内旬の野菜と、野菜を使ったうどんの販売等　費無料　＊購入費は自
己負担　申当日直接会場へ

区
政

そ
の
他

「隅田川沿川地区(蔵前橋～駒形
橋周辺)まちづくり方針」策定の
考え方についての説明会

10月19日(水)・20日(木)午後7
時～8時、10月23日(日)午前10
時～11時　＊いずれも同一内容

外手小学校
(本所2－1－
16)

内該当地区におけるこれまでの取組を踏まえ、取りまとめた「まちづ
くり方針」策定の考え方についての説明会　＊質疑応答あり　申当日
直接会場へ　問都市計画課都市計画・開発調整担当☎5608－6265

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ＝選考方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申込書等の配布期間・場所が変更となる場合があります。お越しの際は、
事前に、各問合せ先へご確認ください。

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

仕
事
・
産
業

特別区立幼稚園(大田区・足立
区を除く)臨時的任用教員採用
候補者の募集

種臨時的任用教員(幼稚園)　対幼稚園教諭普通免許状を有
する方　選書類選考および面接　＊面接日は ▼10月選考＝
10月17日(月)　 ▼11月選考＝11月7日(月)　 ▼12月選考＝
12月12日(月)・13日(火)　 ▼1月選考＝5年1月16日(月)　

▼2月選考＝5年2月13日(月)　 ▼3月選考＝5年3月13日(月)　
＊詳細は選考案内を参照　【選考案内・申込書等の配布場所】
申込先、各区教育委員会事務局(墨田区では問合せ先)　＊特
別区人事・厚生事務組合のホームページからも出力可

申事前に電話のうえ、申込書等を郵送で各申込期限(消印有効)
までに特別区人事・厚生事務組合教育委員会事務局人事企画課
採用選考担当(〒102－0072千代田区飯田橋3－5－1東京区政
会館17階)☎5210－9751へ　【申込期間】 ▼10月選考＝10月
11日まで　 ▼11月選考＝10月21日～31日　 ▼12月選考＝11
月15日～12月5日　 ▼1月選考＝5年1月4日～10日　 ▼2月選
考＝5年1月30日～2月7日　 ▼3月選考＝5年2月27日～3月7日　
問指導室事務係(区役所11階)☎5608－6307

会計年度任用職員(地方公務員
法上の一般職の非常勤職員)の
募集(事務補助)

内区民交通傷害保険の受け付け準備および窓口・電話対
応、受け付けに係る事務全般　【勤務場所】申込先　対エ
クセルの入力ができる方　【雇用期間／募集数】 ▼12月1
日～5年3月31日＝1人　 ▼5年1月4日～5年3月31日＝1
人　選書類選考　＊必要に応じて面接を行う場合あり

申採用選考受験申込書を直接または郵送で10月12日(必着)ま
でに〒130－8640地域活動推進課地域活動推進担当(区役所14
階)☎5608－6705へ　＊採用選考申込書は申込先で配布して
いるほか、区ホームページからも出力可

〝食品ロスの削減に取り組む飲食
店や食品販売店を
募集します〞墨田区
食べきり推奨店の
募集

対次のいずれかを実施する店舗 ▼料理等の量の調整　 ▼食
べ残しを削減するための働きかけ　 ▼ばら売りや量り売り　

▼賞味期限間近等による割引販売　 ▼食べ残し等の削減に
向けた啓発活動　 ▼食品リサイクル　 ▼その他食べ残し等
の削減に向けた取組

申随時、申請書を直接または郵送、ファクス、Eメールで、すみだ
清掃事務所(〒130－0014亀沢1－8－3)☎5637－8905・
℻  5637－8906・ SEISOU@city.sumida.lg.jpへ　＊登録店
には認定ステッカーを配付し、区ホームページで紹介　＊申請
書等の詳細は区ホームページを参照

暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業

文化・
スポーツ

区政
その他イベント・教育

子育て 税金
 ・国保

ぽけっと
(区主催以外)
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