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催 し 物
（♣は区の後援事業）
♣区民・世田谷リサイクルフリー
マーケット　3／6（日）8～15時  
世田谷公園（雨天中止）　出店者募
集中　（RAV（リサイクル・アート・
ビレッジ）☎3487－7977山口）
◆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～）
3／7（月）10～11時、14（月）13～14
時、22（火）12時半～13時半　明大
前駅近辺　1回千円　要申込　（シ
ニア・イングリッシュ☎090－30
88－3675道川）
◆ゆっくりヨガ（初心者のためのハ
タヨガ）　3／7（月）、13（日）、21（休）
いずれも10～11時35分  代沢近辺
1回千円　要申込　（ラクシュミー
YOGA☎090－7241－4883関）
◆健康のためのフォークダンス
初心者無料講習　3／7・14（月）
10～12時　瀬田地区会館　要申
込  （コスモスF.Dの会☎3700－
0241大塚）
◆スクエアダンス無料体験会
3／8・15（火）13～16時  成城ホー
ル　（成城スクエアダンスクラブ
☎090－8819－9010川田）  先着
各10人

♣業界トップに聞く経営戦略講座
「角ハイボール」ヒットの舞台裏を
探る  3／9（水）18時半～20時半
三茶しゃれなあどホールオリオン  
（（公社）世田谷法人会☎3410－14
25岩岡）
◆1かわいい布バッグ作り（2種）
2端午の節句つるし飾り作品展
13／11（金）①10～12時②13～15
時23／10（木）～18（金）10～16
時　リサイクル千歳台（月曜休館）  
1800円　13／5までに、要申込
（せたがや環境推進21☎3303－12
54石川）　1先着各10人
♣第9回世田谷精神障害者地域
生活シンポジウム「ききたい！結婚
共に生きる」　3／11（金）13時半
～16時　三茶しゃれなあどホール
オリオン　（世田谷区精神障害者
通所事業連絡会☎3324－2391
岡部）
♣ぼくんちバザー　3／12（土）
10時から羽根木公園（球技場横）  
（雨天の際は13（日））　（フリース
クール僕んち・親の会☎3329－
4456佐々木）
♣園芸講座｢春野菜の種まき、挿
し芽・挿し木｣  3／12（土）13～14
時半　リサイクル千歳台  500円  
（保育要相談）　往復ハガキでリ

サイクル千歳台（千歳台1－1－5）  
（NPO法人えこひろば☎080－50
25－2281あべ）　先着20人
♣第16回白門さぎそうチャリティ
コンサート  3／12（土）13時半か
ら世田谷区民会館　（中央大学学
員会東京世田谷区支部☎3410－
3032増田）
♣オレンジカフェKIMAMA（認
知症の本人と家族、地域住民、専門
職の交流の場）　3／12（土）13時半
～15時半　グラニー千歳船橋・世
田谷（桜丘4－19）　500円　（同会
☎3439－1650岩瀬）
♣｢誰にも分かる楽しい世界遺産｣
講演会①マルタの世界遺産・マルタ
騎士団②チェコの魅力と世界遺産
3／12（土）13時半～17時　成城
ホール　800円　電話またはファ
クシミリで世界遺産世田谷倶
楽部・志水（☎・ 5313－0575）
先着80人
◆説明の基本の「基」　3／13（日）
10～12時　三茶しゃれなあどホー
ル  500円  要申込  （NPO話し方
ネットワーク世田谷支部☎3427－
2450宮崎　20時以降に）
♣東日本大震災復興応援チャリ
ティ（チャリティフラワーマーケッ
ト・ステージほか）　3／13（日）11

～17時　二子玉川ライズ（玉川2－
21）　（二子玉川ライズ協議会☎
3709－1097）
◆話して覚える初級英会話　3／
14（月）13～14時、16（水）16～17
時　代田区民センター　1回千円
要申込　（エレメンタリー英会話☎
080－6786－6376永田）
◆音楽と健康～歌と音楽とリズム
体操で健康寿命を延ばそう　3／
15（火）13時半～14時45分　玉川
台区民センター　上履き持参　電
話またはファクシミリでミュージッ
クスマイル・城崎（☎・ 3700－
8250　18時以降に）　先着12人
♣ケアする人がまず元気に①気功
講座②相談交流会　3／15（火）①
14～15時半②15時半～16時半  
東京新教会（赤堤1－15）  500円
（人の泉･オープンスペース“Be!”☎
090－9248－1355佐藤）
♣公開講座「認知症カフェを知っ
ていますか」　3／17（木）13時半
～16時　（社福）浴風会認知症介護
研究・研修東京センター（杉並区高
井戸西1－12）　ファクシミリま
たはハガキで同センター総務課
（杉並区高井戸西1－12－1☎33
34－2173 3334－2718）  先着
200人

【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
の申し込みによる掲載は6か月に1度
（区の後援事業を除く・要問い合わせ）。
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。

※掲載の申し込み方法等詳しくは、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 5432－3001

会社の決算等の説明会
税
務
署

内容 開催日 会場

世
田
谷

決算 3月24日㈭
三茶しゃ
れなあど
ホール

北　

沢
決算 〃3日㈭ 梅丘パー

クホール

玉　

川
決算 〃17日㈭ 玉川区民

会館

いずれも午後1時30分～4時
備テキストは当日配布。詳しく
は、各税務署にお問い合わせ下
さい。
問税務署法人課税第1部門審理
担当（世田谷☎6758－6900、北
沢☎3322－3271、玉川☎3700
－4131、 http://www.nta.go.
jp/）

ひまわり荘障害者パソコン教室
（前期）
内容／①基礎コース②テーマ別
選択応用コース③視覚障害者
向け
対区内在住で障害のある方
日 4～9月の毎週①火曜②金曜
③木曜いずれも午前10時30分ま
たは午後1時30分から2時間
教材費／実費
備3月22日㈫午前10時45分～正
午に抽選・説明会あり（要参加）。
担当＝障害者地域生活課
申3月18日午後4時までに、電話

またはファクシミリ（記入例参
照）でNPO法人ウィーキャン世田
谷（☎・ 6804－7935）へ  抽選
①②各回5人③各回2人

妊婦健康診査の公費助成を
拡充します
　妊婦健診の公費助成を行う検
査項目に、4月から新たにHIV抗体
検査と子宮頸

け い

がん検診が加わり
ます。
HIV抗体検査＝1回目の妊婦健診
で実施します。4月以降に1回目
の妊婦健診を受診する方は、3月
までに交付された受診票でも公
費助成の対象として検査を受け
ることができます。　
子宮頸がん検診＝主治医と相談
の上、受診して下さい（原則とし
て1回目の妊婦健診で実施しま
す）。3月に妊娠届出書を提出し
た方には、4月以降に「妊婦子宮頸
がん検診受診票」を送付します。
問世田谷保健所健康推進課
☎5432－2446 5432－3022

難病の無料検診と相談
内容／専門医による診察と医療
相談員、保健師による生活・保健
相談
対パーキンソン病・筋萎縮性側索
硬化症・多発性硬化症・悪性関節
リウマチなどの病気やその心配
のある方
日3月18日㈮午後1時30分～2時
30分　場世田谷区医師会館（保健
センター内）
担当＝世田谷保健所感染症対策課
申3月15日までに、電話で世田谷
区医師会（☎3410－5111 3418
－2677）へ　定員13人

保健センターから
14月の胃がん検診（X線撮影法）
対区内在住で40歳以上の方（1年
以内の受診者、胃・十二指腸を切
除または治療・観察中の方、妊婦、
心臓ペースメーカーを使用して
いる方、腸閉塞・腸ねん転になっ
たことがある方を除く）

実施日 会　場

  1日㈮、 7日㈭、
11日㈪、13日㈬、
19日㈫、23日㈯、
25日㈪

保健センター

 7日㈭、28日㈭ 総合福祉センター

18日㈪ 玉川総合支所分庁舎

 5日㈫、11日㈪、
20日㈬、26日㈫

玉川医師会館
（中町2－25－18）

 4日㈪、12日㈫、
18日㈪、27日㈬ 砧総合支所

 6日㈬、14日㈭、
19日㈫、25日㈪ 烏山区民センター

※保健センターでは、このほかに
電話で予約が取れる日程もあり
ます。詳しくは、お問い合わせ
下さい。

いずれも午前9時～正午
自己負担／1000円
備随時受付の大腸がん検診（便潜
血検査､自己負担200円）も同時に
申込可（ハガキに連記可）。
2気分爽快ファイティング体験講
座～さわやかに汗をかきましょう
対区内在住で18歳以上の方
日4月7～21日の毎週木曜午後1
時30分～3時（全3回）

場保健センター
指導料／1回400円
申1は3月14日（必着）までにハガ
キまたはホームページ、2は3月
7日（必着）までに電話、ハガキま
たはホームページ（いずれも記入
例参照。性別、生年月日、1は実施
日・会場（第2希望まで）も明記）で
保健センター（〒154－0024三軒
茶屋2－53－16☎3410－9101
3410－9223 http://www.

setagayaku-hokencenter.
or.jp/）へ  抽選1各日30～35人
250人

第36回代田陶芸教室作品展
日3月16日㈬～18日㈮午前10時
～午後4時（16日は午後1時から、
18日は午後2時まで）
場世田谷区民会館
備当日直接会場へ。陶芸作品の
チャリティーバザーあり。
問生涯現役推進課
☎5432－2403 5432－3005

世田谷区民文化祭「謡曲大会」
日3月20日㈷午前10時～午後4時
45分
場成城ホール
備当日直接会場へ。
問生涯学習・地域・学校連携課
☎5432－2734 5432－3039

▲昨年度の様子

区の事業ではありません。参加申し込み
や問い合わせ等は各団体の連絡先へ。
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会場場対象対
講師講
申し込み方法申

日時・日程日
ほかの情報備
問い合わせ先問

・ 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。

情報せたがや
ハガキ・ファクシミリの記入例は4面にあります
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