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区の事業ではありません。
参加申込みや問合せ等は各団体
の連絡先へ。

申込　（生きがい世田谷の会☎37
05－8056久木田）　先着200人
◆障害者就労支援IT講習会　①3
／21（祝）10時45分から＝無料説明
会②4／7～9／22の毎週土曜10時
半～12時半または13時半～15時半

（5／5は除く）　ひまわり荘　全24回
2万円　要申込　（NPO法人ウィー
キャン世田谷☎6804－7935）
♣世田谷区誌研究会・史跡散歩「国
立天文台、深大寺、深大寺城跡ほか
を訪ねる」　3／29（木）12時45分・
京王線調布駅集合　500円　3／
22までに電話またはファクシミリ
で同会・内山（☎・ 3421－6833）　
先着20人

ボランティア情報
◆ボランティア日本語教師募集　　
2／25、3／4（日）10～12時＝説明
会　デイ・ホーム世田谷　要申込　

（世田谷日本語クラス☎3329－
6461斉藤　18時以降に）

会 員 募 集
◆桜寿会俳句部　月2回水曜13～
15時　主に桜丘区民センター　
年：1800円　月：千円　（☎090－
2459－5945小笠原）

催 し 物
♣特別公開「大

だい  ね  はん  ず 

涅槃図」　2／16（金）
～3／2（金）10～16時半（2／18・24・
25は休館）　駒澤大学禅文化歴史
博物館（駒沢1－23）　（同館☎34
18－9610）
◆おとなの鍵盤ハーモニカ～健康
作り・音楽作りをしませんか？　
2／20、3／6・20いずれも火曜10～
11時半　下馬地区会館　1回600
円　要申込　（息

い き

・活
い き

・音
ね

☎090－
9820－2861大井）
◆終活を知ってみよう会～終活に
関わる知識や情報を学びます　2
／20、3／20（火）13時半～15時半　
笑恵館（砧6－27）　1回500円　

（同会☎3416－2308）
◆陶芸教室　2／22（木）10～11時
半、13時半～15時　駒沢生活実習
所　千円　要申込　（（社福）武蔵野
会☎5430－6311伊藤）
◆和文化交流事業・女性初の殺陣
師をお招きして～山野亜紀氏の美
と健康の道場　2／23（金）10～11
時半　砧総合支所区民集会所　3
千円　要申込　（万実アカデミー
協会☎090－3289－5738永岡）　
先着12人

◆簡単なステップで踊れる社交ダ
ンス講習会　2／23、3／2（金）15
時半～17時　弦巻区民センター　
1回千円　要申込　（ハッピーぐ
るっぺ☎090－4381－5160工藤）
◆フラワーアレンジメントを季節
の花で楽しみ、花のある暮らしを
誘います　①2／24＝わら囲いの
ぼたんのように②3／3＝男びな・
女びな　いずれも土曜11～12時　
三軒茶屋駅近辺　1回3500円　各
3日前までに電話またはファクシ
ミリで花倶楽舞・田邊（☎・ 5787
－5047）
♣第18回白門さぎそうチャリティ
コンサート～千歳小学校吹奏楽部
など　2／24（土）13時半から烏山区
民センター　（中央大学学員会東京
世田谷区支部☎3427－1696馬場）
◆障害者通所施設で行う音楽会～

「華麗なるステージミュージック」
をテーマに　3／1（木）11～12時　
三宿つくしんぼホーム　（同ホー
ム☎3411－4711）
◆「障害者」の地域生活の意味と価
値について～脳性マヒの方の過去
の体験からひもといていく　3／3

（土）14～17時　太子堂区民セン
ター　500円　（NPO法人ガチャバ

ンともに生きる会☎090－8171－
9727宮㟢）
◆苔

こ け だ ま

玉仕立てのさぎ草講習会　3
／10（土）11～12時半、13時半～15
時　旧小坂家住宅（瀬田4－41）　
500円　電話またはファクシミリ
で区の花「さぎ草」を愛する会・佐藤

（☎・ 3702－4388）　先着各20人
♣「すべての子どもを育む社会を目
指して」～医療的ケアの必要な子ど
もと家族に私たちができること　
3／10（土）13時半～16時45分　
成城ホール　郵送またはファクシ
ミリで（一財）キッズファム財団（大
蔵2－10－1成育医療研究センター

「もみじの家」内 ☎5494－1230
3429－5451）　先着325人

♣せたカフェ｢第22回認知症カフェ
～長谷川幹医師に聞く認知症と高
次脳機能障害のリハビリ」　3／11

（日）13時半～15時半　デイホーム
みのりの庭（若林3－35）　500円　
要申込　（同会☎5477－9891中澤　
午前中に）　先着20人
♣第23回健康・生きがいづくりシ
ンポジウム～なべおさみ氏の「な
べ流ご長寿社会の活

い

きかた」　3／
11（日）13時半～16時半　昭和女
子大学（太子堂1－7）　500円　要

区内在住者を主な構成員とする団体で、
区内で活動しているもの（営利目的、宗
教・政治活動に関係するものは掲載不
可。同一団体・同一人からの申込みに 
よる掲載は6か月に1度（区の後援事業を
除く・要問合せ）。掲載料は無料。掲載した
内容は区のホームページにも掲載。）
期日の定めがある催し物・同窓会等の 
申込みは掲載希望号の発行日の1か月前

（土・日曜、祝日の場合は翌開庁日）必着。

※掲載の申込方法等詳しくは、区のホー
ムページをご覧いただくか、お問い合
わせ下さい。

※区公共施設利用案内システム『けやき
ネット』で予約する施設を会場として

「催し物」欄を利用する場合、提出いた
だいた申込内容について、当該利用施
設を管理する所管課に提供すること
にご同意下さい。

【掲載対象】

問広報広聴課
☎5432−2009 5432−3001

子ども・若者
休日保育をご利用下さい　 
　日曜や祝日に就労のため家庭で保
育ができない場合に利用できます。 
対 区内在住で、保育園等に通って
いる児童 
備 詳しくは、区のホームページを
ご覧下さい。 
申 利用月の前月1～20日（土曜を除
く）に、電話で下記保育園へ（ファク
シミリでの申込みはできません）

実施
保育園 所在地 申込み・

問合せ先 

経堂 経堂
4－13－10 

☎3427－4020
3427－4028 

松原 松原
5－33－16 

☎3324－1631
3324－1632

等々力 等々力
5－22－22 

☎3704－5103
3704－5135 

砧 祖師谷
4－3－17 

☎3483－1950
3483－1955 

烏山 南烏山
6－22－14 

☎3326－1700
3326－1701

問 制度について＝保育課☎5432
－2320 5432－3018

くらし・環 境
パネル展示「貯水槽の維持管理」 
日 2月16日㈮～3月2日㈮　
場 代田区民センター1階ロビー
備 パンフレットの無料配布あり。 
問 世田谷保健所生活保健課
☎5432－2905 5432－3054

◀︎
昨
年
の
パ
ネ
ル
展
示
の
様
子

年 金
口座振替による前納割引制度を
ご利用下さい 
　国民年金保険料のお支払いには
前納による割引制度があります。
口座振替による前納は、納付書で
の前納より割引額が多くなります

（下表参照）。 
　30年4月から口座振替による前
納または納付方法の変更を希望す
る方は、2月末日までに手続きを
して下さい。受付窓口は、世田谷年
金事務所または金融機関です。 

納付方法
29年度割引額（参考）
納付書 口座振替

翌月納付 0円 0円 

当月納付
（早割） － 各50円 

半年前納
（4･10月
末日）

各800円 各1120円 

1年前納
（4月末日） 3510円 4150円 

2年前納 
（4月末日）1万4400円 1万5640円 

※割引額は定額保険料納付の場合。 
※30年度割引額は2月下旬告示予

定。 
備 クレジットカード納付による前
納もあります。詳しくは、お問い合
わせ下さい。 
問 世田谷年金事務所☎6880－34
56（代表） 6880－3490

高 齢 者
区内公衆浴場で利用できる
入浴券の申込受付を開始します 
対 区内在住で住民登録のある65
歳以上の方　 

備 枚数は申込受付月や世帯構成の
状況等により異なります。入浴券
は、受け付けたハガキのうち3月
15日までの到着分を4月上旬に、3
月16～30日到着分を4月中旬に発
送。詳しくは、チラシ（区内各公衆
浴場、総合支所保健福祉課、ま  ち

づくりセン
ター、あんしんすこやかセンター
にあり）をご覧下さい。 
申 ハガキ（①30年度入浴券希望②
住所③氏名（ふりがな）④電話番号
を 明 記）で 高 齢 福 祉 課（〒154－
8504世田谷4－21－27）へ　 
※基本枚数（年間12枚）から追加を

希望する場合は、⑤世帯状況（ひ
とりぐらし・高齢者のみ世帯）⑥
風呂設備の有無⑦民生委員によ
る訪問調査希望の有無も明記。 

※同一住所で希望者が複数いる場
合は1枚のハガキに連名可。 

※申込みは1人1回。 
問 せたがやコール

介 護 保 険
福祉用具購入費・住宅改修費を
支給します 
対 要支援・要介護の方 
1福祉用具購入費 
　貸与に適さない排

は い せ つ

泄・入浴等の
ための福祉用具（腰掛便座、自動排
泄処理装置の交換部品、入浴補助用
具、簡易浴槽、移動用リフトのつり
具）の購入費　※都道府県の指定事
業者から購入した場合のみ対象。 
支給限度基準額／10万円　支給
方法／全額自己負担で購入後、申
請により9割または8割を支給 
2住宅改修費 
　手すりの取付け、段差の解消、床
または通路面の材料の変更、扉の取
替え、和式から洋式便器への変更等
の費用　※改修業者と契約する前

に必ずケアマネジャー等に改修内
容についてご相談下さい。 
支給限度基準額／20万円　支給
方法／事前申請（ケアマネジャー
の理由書等が必要）→介護保険課
から確認通知書到着後着工→完了
報告兼住宅改修費支給申請により
9割または8割を支給 
備 12とも申請後に訪問調査を行
う場合があります。 
問 介護保険課☎5432－2646 54
32－3042、総合支所保健福祉課（世
田谷☎5432－2850 5432－30
49、北 沢 ☎3323－9907 3323
－9925、玉川☎3702－1894 57
07－2661、砧☎3482－8193 34
82－1796、烏山☎3326－6136

3326－6154）

税 金
軽自動車・二輪車等の廃車申告・
名義変更の手続きはお早めに 
　軽自動車税は、4月1日現在の所
有者等に1年分を課税します。す
でに車両がお手元にない場合に
は、3月30日までに廃車や名義変
更の手続きを行って下さい。 
届出先／①125cc以下の原動機
付自転車、小型特殊自動車等＝課
税課管理係、総合支所くみん窓口
②125ccを超える二輪車＝東京運
輸支局（品川区東大井1－12－17）
③軽自動車＝軽自動車検査協会東
京主管事務所（港区港南3－3－7） 
備 税額等詳しくは、区のホーム
ページをご覧いただくか、お問い合
わせ下さい。 
問 ①課税課☎5432－2163 54
32－3037②東京運輸支局登録ヘ
ルプデスク☎050－5540－2030

3471－6320③☎050－3816
－3100 6712－8625 

ハガキ・ファクシミリの
記入例は 4面にありますせ た が や 情 報 ・ は区のホームページ等から申し込めます（ は携帯電話・スマートフォン不可）。※一部対応できない機種があります。

対 対象 場 会場 講 講師 備 ほかの情報 申 申込方法 問 問合せ先日 日時・日程 当日直接会場へ

wecan
ハイライト表示

wecan
ハイライト表示




