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（♣は区の後援事業）
♣お酒の害に悩む本人及び家族の話し合いの
場所①世田谷断酒例会②懇談会③五心会
①3/1㈰14～16時=経堂地区会館②3/5㈭=
用賀区民集会所、3/19㈭=砧総合支所区民
集会所いずれも18時半～ 20時半③3/25㈬
18時半～20時半=太子堂区民センター　各
100円（NPO法人東京断酒新生会世田谷断
酒会☎3439-8873山田）
◆30日以内で-5kg痩せるストレッチ体験
3/2からの毎週①月曜10時②火曜10時③火
曜14時④土曜10時⑤木曜15時から　①～④
砧町自治会事務所（砧6-22）⑤鎌田区民集
会所　1回千円　要申込（整体ストレッチ☎
090-6949-6732米岡）
◆ヨガでリフレッシュ♪〜ヨガで筋力UP＆
柔軟で心身ともに快適な生活を♪
3/3・10・17いずれも火曜=奥沢区民セン
タ ー、4/9㈭・14㈫・21㈫・28㈫=東 玉

♣世田谷・リサイクルマーケット
3/22㈰ 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）
♣うさぎのラビー笑顔がいっぱい歌声コンサート
3/23㈪ 13～15時　成城ホール　電話また
はファクシミリで全日本不動産協会東京都
本部世田谷支部・三上（☎6411-7334 FAX

6411-7405）
♣駒澤大学春季公開講座1第Ⅰ期健康づくり
教室2〜₆春季公開講座
₁4～6月の日曜10～11時半（全8回）
₂5/30～6/27の土曜①13～14時半=土-Ⅰ

「現代日本の供養文化－巫女・行者・仏僧・
葬祭業－」（全5回）②15 ～ 16時半=土-Ⅱ

「『万葉集』と『令和』」（全5回）
₃5/20 ～ 6/17の 水 曜13～14時 半=水-Ⅰ

「文学で旅をする」（全5回）
₄6/4～25の 木 曜10～11時 半=木-Ⅰ「 禅
の歴史の物語」（全4回）
₅5/29～6/26の金曜15～16時半=英会話

「英会話プラスアルファ 英語を話す可能性を
引き出しましょう！」 （全5回）
₆5/29 ～6/26の金曜10時半～ 12時=大人
のフラワー体験（全5回）　
₁玉川キャンパス（宇奈根1-1）₂～₆深沢キャ
ンパス（深沢6-8）　受講料要問合せ　要申込

（同大学深沢校舎事務室公開講座係☎3702-
9625 平日9 ～ 17時に）　いずれも先着
♣ソフトテニス大会
① 春 季 団 体 戦=4/2㈭ ～12㈰ ② 春 季 大 会
=4/29㈷ ～6/21㈰　いずれも9時から総合
運動場テニスコート　要申込（世田谷区ソフト
テニス連盟☎3418-5195谷岡）
♣第132回世田谷区卓球団体戦（男子の部・
女子の部）
4/5㈰～12㈰ 9時から総合運動場体育館　要
申込（世田谷区卓球連盟☎6909-0713佐藤）
◆障害者就労支援ITスクール
4/11～9/19の毎週土曜10時半～12時半、
13時半～15時半　ひまわり荘　全20回1万
円　要申込（NPO法人ウィーキャン世田谷
☎3707-2901鈴木）

◆さぼてんの会（フラワーアレンジメント）
第3水曜10～12時　太子堂区民センター　1
回3500円（☎・FAX3410-4870見砂）
◆用賀句会（俳句）
第2金曜13～16時　主に用賀区民集会所　
月：700円　初心者（☎080-6120-4296西内）

川地区会館　いずれも9時15分～10時15
分　千円　電話またはメールでサムヨガ（☎
090-8111-1920 sumyoga88@gmail.
com）
◆詩吟錦城会無料体験入門
3/4㈬＝経堂地区会館、3/5㈭＝南烏山区民
集会所　いずれも15～17時　要申込（錦城
会☎090-9294-8345岩田）
♣①傘の修理②衣類のリユース会
①3/6㈮②3/11㈬ いずれも13時半～15時　
市民活動支援コーナー（キャロットタワー 3
階）　300円（NPO法人えこひろば☎090-
6315-7432塚元）
♣もっと語ろう不登校part244
3/7㈯ 14時から人の泉・オープンスペース

“Be！”（赤堤1-15）　300円（もっと語ろう
不登校☎090-9248-1355佐藤）
◆スクエアダンスのお誘い（無料講習会）
3/7・14いずれも土曜18時半～20時半　奥
沢区民センター　動きやすい服装・靴持参（奥
沢スクエアダンスクラブ☎3726-7949吉橋 
19時以降に）
♣「アイたちの学校」上映と前川喜平さん“教
育を語る”
3/7㈯ 18時半から成城ホール　999円（前
売り900円）　電話またはファクシミリでア
イたちの学校世田谷上映実行委員会事務局

（☎・FAX3706-7204）
♣musia春の音楽会2020 親子で楽しもう♪
ファミリーコンサート
3/8㈰ 14時半～15時半　三茶しゃれなあど
ホール　要申込（NPO法人アーティストグ
ループmusia☎6426-1131大井）
♣せたカフェ「第34回認知症カフェ〜レビー
小体型認知症を知る」
3/8㈰ 13時半～ 15時半　デイサービスみの
りの庭（若林3-35）　500円　要申込（同会
☎5477-9891中澤）先着20人
◆健康のためのフォークダンス初心者無料
講習
3/9・16いずれも月曜10～12時　瀬田地
区会館　要申込（コスモスF.Dの会☎3700-
0241大塚）
◆日常や海外旅行で活かせる「超やさしい英
会話教室」（超初級〜）
3/9㈪ 11～12時・14～15時、10㈫ 10 ～
11時・13～14時、12㈭ 10～11時・14 ～
15時　明大前駅近辺　1回千円　要申込（シ
ニア・イングリッシュ☎070-4130-1318道川）
♣子育てセミナー「子育てと仕事（家事）の
両立に大切なこと」
3/11㈬ 10時からミランホール（南烏山

4-10）　200円　要申込（託児あり）　子育
て中の親（（一社）倫理研究所家庭倫理の会
世田谷区 ☎080-5482-2806丹野）
◆健康のために楽しく踊りましょう〜東京五
輪音頭2020・佐渡おけさ・相川音頭
3/11㈬・19㈭・26㈭=駒 沢 地 区 会 館、
3/20㈷・29㈰=弦巻区民センター　いずれ
も13～16時　1回500円（さざ波会☎090-
7907-6202仲村）
◆世田谷 ｢古事記｣ に親しむ会
3/11㈬ 19～20時半　代田八幡神社（代田
3-57）　千円（同会☎090-3044-6231南方）
♣「第11回成城音楽祭」〜西東京男性合唱
団アンサンブル・ステラ＆泉会楽しい音楽団
3/12㈭ 14～16時　 成 城 ホ ー ル　900円　
電話またはファクシミリで（社福）泉会（☎
5429-6721 FAX5429-6722）　先着225人
◆子育てを教科書で学ぶ会（健やかな親子関
係でいられる方法論）
3/15㈰ 10～12時　 昭 和 女 子 大 学（ 太 子
堂1-14）　2千円　電話またはメールで地
球 丸・鈴 木（☎5990-5832 contact@
chikyumaru.jp）
◆初めてのイングリッシュカンバセーション
3/16㈪ 15 ～ 16時、3/27㈮ 13時15分 ～
14時15分　上馬地区会館　1回千円　要申
込（ベイシックデイリー EC☎090-4710-
0847太田）
◆第10回「三茶寄席」（春風亭正太郎落語独
演会）
3/18㈬ 10～11時半　三茶しゃれなあど
ホール　500円　要申込（大志童会☎090-
4617-2070萩原）
◆懐メロサロン〜ピアノに合わせて皆で唱歌
や昭和のヒット曲を歌うひととき（ストレッ
チ・発声など）
3/19㈭ 10時10分～11時40分　宮坂区民
センター　千円　電話またはファクシミリ
でフレスコミュージック・寺田（☎080-
4928-9904 FAX3428-8054）
◆講演会「日本の原発・電力の現状と東海第
二原発再稼働の問題点」
3/20㈷ 13～16時　 烏 山 区 民 セ ン タ ー　
500円（さようなら原発！烏山地域の会☎
080-9807-1118遠矢）
◆第19回森のつどい「ギターデュオ＆話
フォーマンスのコンサート」
3/21㈯ 14時から梅丘パークホール　2千
円　電話またはファクシミリでNPO法人
ウッドペッカーの森・きりう（☎・FAX3327-
5917）
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会員募集

対 対象（特に記載がない場合、参加対象は、区内在住・在勤・在学者）　日 日時・日程　場 会場
当日直接会場へ　講 講師　備 ほかの情報　申 申込方法　問 問合せ先
はパソコン、 はパソコン・スマートフォン（一部）で区のホームページから申込可。※一部対応できない機種あり。

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。
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【掲載対象】
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。
問 広報広聴課
☎5432-2009 FAX 5432-3001

令和2年（2020年）3月1日

問 広報広聴課 ☎5432-2009 FAX 5432-3001

SETAGAYA PHOTO NEWS

　希望丘地域体育館で、「第1回世田谷区障害者スポーツ体
験会」を開催しました。元車いすバスケットボール日本代
表選手の三宅克己氏によるデモンストレーション・トーク
ショーと、車いすバスケットボール、ボッチャ、シッティ
ングバレーの体験が行われ、障害のある人もない人も、一
緒になって競技を楽しみながら交流を深めました。

　次大夫堀公園民家園で、毎年恒例となってい
る節分の解説会を行いました。区内の農家で節
分に行われていた、魔除けや豆まきの作法など
が紹介され、古民家には「鬼は外！福は内！」と、
元気な掛け声が響きました。最後には、今年１
年の無事を願って自分の年の数だけ豆を食べ、
お茶の中に豆を入れた「福茶」を味わいました。

　下北沢駅周辺で、「第88回下北沢天狗まつり」
が行われました。1月31日から2月2日までの
3日間開催され、大天狗や烏天狗をはじめ、山
伏、福男・福女の総勢おおよそ100人が、福
豆をまきながら商店街を練り歩きました。
　行列は、高さ約3m・幅約2mの巨大な天狗
面を乗せた大天狗面車を最後尾として、山伏
の吹くほら貝や太鼓の音に合わせて商店街を
行進しました。大天狗の大きさと迫力を間近で見ようと、沿道には多くの見物客が幾
重にも人垣をつくり、行列が時々立ち止まっては沿道へ向かって豆をまくと、たくさ
んの見物客や買い物客たちは、先を争うように手を伸ばしていました。

2月15日

下北沢に
天狗たちの行列が現れる！

2月2日

1月31日～2月2日
SSSEET WS

世田谷
フォトニュース

古民家で昔ながらの節分を体験
みんなで障害者スポーツを体験

●本紙掲載の催し物等は、新型コロナウイルス感染症の予防のため、中止する場合がありますので、事前に区のホームページをご覧いただくか、担当課までお問い合わせ下さい。
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