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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。

（8／10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☎3707－2901）
♣世田谷・リサイクルマーケット　
3／31（日）10～16時　世田谷公園

（雨天中止）　出店者募集中　（リサ
イクル推進友の会☎3412－6857　
月～金曜10～16時に）
♣31年度・硬式テニス教室（①初心
～中上級②初級～上級）　①4／2
～5／30の火・水・木曜＝総合運動場
②3／30～6／1の土曜＝大塚園（瀬
田5－29）　いずれも9時から　参加
費（要問合せ）　2／28までに要申込　

（区テニス協会☎5451－0691）

ボランティア情報
◆ボランティア日本語教師募集　
2／24、3／3（日）午前中＝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）
◆アマノ・アニマルセラピーサークル

（セラピードッグ慰問ボランティア）　
①第1日曜14時半からアリア馬事
公苑（上用賀１－７）②第1火曜14時
半からゆめてらす三軒茶屋（太子堂
3－38）③最終火曜14時半からリハ
ビリホームくらら砧公園（上用賀5－

25）④最終木曜14時からホスピア
三軒茶屋（三軒茶屋1－16）　犬を
飼っていなくてもOK！区内の高齢
者施設慰問のお手伝いしてくださ
る方を募集します　（同会☎090－
8006－8744大下）
◆調理または配達のボランティア
募集　月～金曜①8～13時半＝
調 理 ②10時 半～13時 半＝配 達

（週1回でも可）　食事サービスサ
ポートセンターだんらん（鎌田3－
13）　年：1200円　（老人給食協
力会ふきのとう☎3706－2545
佐野）

会 員 募 集
◆プレスリー＆

アンド

オールディーズを
カラオケで歌う会　週1回火または
水曜午後　経堂駅近辺　1回1800
円　（☎090－8771－6697江川）
◆清和書道会烏山支部（硬・毛筆）　
月3回水曜15～17時　主に上祖師
谷一丁目区民集会所　月：3千円　
幼児、小学生　（☎090－3689－
5960小林）
◆あかり俳句会（先生なしの句会）　
第4金曜12時半～14時半　主に玉
川 台 区 民 セ ン タ ー　月：500円　

（☎3729－3422原口）

催 し 物
(♣は区の後援事業)
♣特別公開「大

だい

涅
ね

槃
はん

図
ず

」　2／16（土）
～28（木）10～16時半（2／17・23・
24は休館）　駒澤大学禅文化歴史
博物館（駒沢1－23）　（同館☎3418
－9613）

♣気にしたことありますか？骨の
生 活 習 慣 病　2／16（土）①15～
15時半＝講演Ⅰ「ロコモティブシンド
ロームと骨」②15時半～16時＝講演
Ⅱ「寝たきりを防ごう!!～内科からみ
た骨

こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

」③16時～16時15分＝
Q＆Aコーナー　烏山区民センター　
要申込　（（一社）世田谷区医師会☎
080－2122－6501）　先着100人
♣（公社）世田谷法人会・第30回ビジネ
ス交流会 高橋恵氏による『幸せを呼
ぶ「おせっかい」のススメ』　2／22

（金）18時半から三茶しゃれなあど
ホール　（同会☎3410－1425）
♣ヒューマンライブラリー＠

アット

らぷらす
（LGBT・難病など生きにくさを抱えた

人のお話を聞くイベント）　2／24（日）
12時半から男女共同参画センターら
ぷらす　（東京ヒューマンライブラ
リー協会☎090－4751－6942坪井）
♣傘の修理　2／24、3／17（日）13
～15時　市民活動支援コーナー

（キャロットタワー3階）　1本300円
（修理代）　（NPO法人えこひろば☎
090－6315－7432つかもと）
◆赤ちゃん連れでも参加できるプ
チヨガとエアロビクスの体験会　
2／21～3／14の毎週木曜、2／23、3
／16（土）い ず れ も10～11時45分　

松原地区会館　1回800円　上履き
持参　（ママビクス☎090－5402－
7848　16時以降に）
♣ものづくり事業所のバス見学会～
㈱朝日プリンテック世田谷生産技術
実験所ほかを訪ねる　3／6（水）
13～16時　㈱朝日プリンテック（船
橋6－27）ほか　電話またはファク
シミリで（公社）世田谷工業振興協会

（☎3421－2863 3422－4777）　
先着10人
♣きこえに困ったら～書いてもらう
とこんなに便利（聴覚障害当事者の
体験談及び筆談ボード作成など）
3／9（土）13時半～16時　総合福祉
センター　300円　要申込　（世田
谷区要約筆記サークル「言の葉」☎
3427－1729牧野）
♣第24回生きがいづくりシンポジウ
ム～小谷みどり氏の「いつでもハッ
ピーエイジ あなたが今できること」　
3／17（日）13時半～16時半　三茶
しゃれなあどホール　500円　要
申込　（生きがい世田谷の会☎37
05－8056久木田）　先着150人
◆障害者就労支援IT講習会　①3／
20（水）10時45分から＝無料説明会
②4／6～9／21の毎週土曜10時半～
12時半または13時半～15時半

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不可。同
一団体・同一人からの申込による掲載は
6か月に1度（区の後援事業を除く）。内容
は区のホームページにも掲載）。期日の
定めがある催し物等の申込は掲載希望
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。
※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、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

主な制度名 使　途 限度額 名目利率
（年）

区負担利率
（年）

利用者
負担利率
（年）

① 小口零細資金

運転・
 設備

2000万円

2.1%

1.6% 0.5%

② 経営活力改善資金 1.8% 0.3%

③ 景気対策緊急資金 2.2% 1.7% 0.5%

④ 創業支援資金
(商店街空き店舗特例) 2.1% 1.8%

（2.0%）
0.3%

（0.1%）

⑤ 事業転換多角化資金 5000万円

2.2%

0.5% 1.7%

⑥ 商工業団体経営高度化
資金       1億円 1.2% 1.0%

ISO・環境認証等活用促進補助
金の募集について
　中小企業者がISO9001やISO
14001等 各種マネジメントシス
テム認証取得及び更新登録する
経費の一部を補助します。　
対 登記上の本店所在地が区内で
ある中小企業（法人）で、区内で1
年以上営業しているもの
受付期間／4月15日～8月30日
備 詳しくは、お問い合わせ下さい。
問（公財）世田谷区産業振興公社
☎3411－6603 3412－2340

8625 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）

問 制度について＝保育課☎5432－
2320 5432－3018

2330183018 健 康 ・ 衛 生
保健センターから
1コレステロールを下げる食事講
座～食べ方のコツやレシピなど
対 区内在住で18歳以上の方　
日 3月5・12日いずれも火曜午後2
時～3時30分（全2回）
270歳からのからだにやさしい
教室～ストレッチでからだほぐし
対 区内在住で18歳以上の体力に
自信のない方
日 4月4日～7月11日の毎週木曜
①午前9時～10時10分②午前10
時40分～11時50分（5月2日を除
く。全14回）

 

場 12とも保健センター
備 12とも指導料1回400円。2は
教室開始前に健康度測定を実施し
ます（5000円）。
申 12とも2月21日（必着）までに、
電話、ハガキ（記入例参照。性別、生
年月日、2は①②の別も明記）また
はホームページで保健センター

（〒154－0024三軒茶屋2－53－16
☎3410－9101 3410－9223
http://www.setagayaku-hoken
center.or.jp/）へ
抽選130人2①②各35人

中小企業者の方へ～支援事業等をご利用下さい
1経営相談　相談時間／午前9時～正午、午後1時～8時
　中小企業診断士が助言（要予約）。
2創業相談　相談時間／午前9時～正午、午後1時～5時
　区内で創業したい方の事業計画や融資等について助言（要予約）。
3創業メール相談
　区内で創業したい方の質問にメール（ keiei@setagaya-icl.or.jp）で
回答。
4融資あっせん制度　受付時間／午前9時～11時30分、午後1時～4時30分
　事業経営に必要な資金の融資あっせんを実施（金融機関の審査あり）。

※②③の利用枠は共通です。
※利率は2月15日現在のものです。区が利子の一部を補助します。
5政府系金融機関融資への利子補助
　日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)」、日
本政策金融公庫または商工組合中央金庫の「新事業育成資金」の融資を受
けた中小企業者に利子の一部を補助します。
場 1245世田谷産業プラザ　
備 いずれも詳しくは、お問い合わせ下さい。
問 1～4（公財）世田谷区産業振興公社☎3411－6603 3412－2340、5
商業課☎3411－6652 3411－6635

▲一緒に気持ち良くからだを動かしましょう

仕 事 ・ 産 業

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

▶災害・防犯情報メール配信サービス http://www.bousai-mail.jp/setagaya/
▶公式ツイッター @setagaya_kiki
▶FMラジオ83.4　  （エフエム世田谷のホームページからも聴取できます）メガ

ヘルツ

災害情報せ た が や 情 報 ハガキ・ファクシミリの
記入例は 4面にあります

chieko
ハイライト表示

chieko
ハイライト表示


