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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。

区民のひろば （公社）世田谷工業振興協会・杉野
（☎3421－2863 3422－4777）　
先着10人
◆社交ダンス初・中級「ワルツ・ル
ンバ講習会」　3／16～4／20の
毎週木曜13時半～15時　用賀地
区会館　5500円　要申込　（ジュ
ピター☎090－4923－6515坂本）
♣チャリティコンサート「第8回成
城音楽祭」〜グリーグ＆

アンド

ベートー
ヴェン＆ラヴェル　3／16（木）
18～20時　成城ホール　要申込

（（社福）泉会事務局☎5429－6721）　
先着297人
◆初めてのイングリッシュカンバ
セーション　3／17（金）11～12
時または21（火）13～14時　上馬
地区会館　千円　要申込　（ベイ
シックデイリー EC☎090－4710
－0847太田）
◆「水彩画」初心者講習会　3／18

（土）10～11時半　デイ・ホーム世
田谷　千円　要申込　（すみれ会
☎3429－0016田代　18時以降に）
♣第17回白門さぎそうチャリティ
コンサート〜烏山中学校吹奏楽部
など　3／18（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）

催 し 物
（♣は区の後援事業）
◆社交ダンスとアルゼンチンタン
ゴダンス体験会〜簡単なステップ
で一曲踊ってみませんか？　3／
3・10（金）18時半～20時半　池尻
地区会館　1回千円　要申込　（ダ
ンスサークルら・ぺるる☎090－
6022－1102岸川）
◆ワードを活用し、「小さな雑貨」
を作りましょう（オリジナルメモ
帳、ブックカバーなど）　3／3～6
／30の毎週金曜13～15時　市民
活動支援コーナー（キャロットタ
ワー3階）　1回千円　要申込　パ
ソコン初心者のシニア　（楽しも
うパソコンエンジョイ倶楽部☎
3708－4384　18～19時に）
♣世田谷保育親の会・フォーラム
〜「ようこそ保育園へ」（保育園デ
ビューの保護者のために）　3／4

（土）10～11時50分　生活工房セ
ミナールーム（キャロットタワー5
階）　要申込（お子様連れ可）　（同
会☎090－5432－2380中山）
♣認知症予防のための初心者マー
ジャン講座（初級入門・点数入門）　
①3／8･10･11･13からの毎週月･
水･金･土曜＝桜新町駅北口近辺

②3／9･11からの毎週木･土曜＝
下北沢駅近辺　いずれも9時半～
12時半　各曜日10回　1回1500円
60歳以上　要申込　（（一社）日本健
康マージャン協会世田谷統括支部
☎5477－3958青木）　先着各①
20人②10人
◆子育てサロン「ココ・スマイル」
〜頭の良い子を育てるには　3／
8（水）10～11時半　池尻まちづく
りセンター　300円　（同会☎090
－6108－7601富澤）
◆日常や海外旅行で活

い

かせる「超
やさしい英会話教室」（超初級〜）　
3／9・16（木）13時半 ～14時半、
13（月）10～11時、21（火）14時半～
15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
☎090－3088－3675道川）
◆区指定有形文化財「旧小坂家住
宅」での世田谷区の花「さぎ草」植
え付け体験教室　3／11（土）10
時半～12時または13時半～15時　
瀬田四丁目旧小坂緑地（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15人
♣もっと語ろう不登校p

パ ー ト

art210　3
／11（土）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☎
5300－5581佐藤　火･木曜15～
18時に）
♣せたカフェ｢第16回認知症カ
フェ〜デイホームの認知症ケア」
3／12（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
◆話して覚える初級英会話　3／
13（月）14～15時、22（水）15時半～
16時半　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）
◆レディース・ストレッチ体験会
3／14・21（火）15時半～17時
宮坂区民センター　1回500円
要申込　（同会☎186－3420－
8756永井）
◆おかあさんのための防災教室　
3／14（火）10時15分～12時　世
田谷美術館　千円　要申込　（お
むつなし育児研究所東京サロン☎
090－7974－0334深山）
♣ものづくり事業所のバス見学会
〜ものづくりへの理解と関心を深
めましょう　3／15（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

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

仕 事 ・ 産 業
区の契約における「労働報酬下
限額」を改定しました
　条例に基づき、「労働報酬下限額」
を次のとおり定め、告示しました。
　これは、区との契約に従事する
労働者へ支払われる報酬の下限額
を示すもので、事業者はこの下限
額に従い適正な賃金を支払うよう
に努めなければなりません。

対象契約 労働報酬下限額

工 事 契 約 の う
ち、予 定 価 格
3000万円以上
のもの

①東京都の公共工
事設計労務単価の
51職種ごとの単価
の85％相当額

（ただし、見習い・手
元等の未熟練労働
者、年金受給等の調
整労働者は設計労
務単価の軽作業員
比70％相当額）
②51職種以外
1時間当たり1020円

工 事 契 約 以 外
の契約（不動産、
賃貸借を除く）
または指定管理
者協定のうち、
予定価格2000
万円以上のもの

1時間当たり
1020円

※適用開始日29年4月1日。
　具体的な適用については、入札
公告や契約手続きの際にお知らせ
します。詳しくは、区のホームペー
ジをご覧下さい。
●労働者の方へのお知らせ
　事業者から提出された「労働条件
確認帳票」が窓口で閲覧できます。
閲覧窓口／経理課、教育総務課
問 経理課
☎5432－2145 5432－3046

三茶おしごとカフェのご案内
　就職の機会に恵まれない若者や、

再就職をめざす女性など、仕事探
しでお困りの方のために、一人ひ
とり丁寧な対応で就職をサポート
します。
●おしごと相談（予約不要）
　「仕事が決まらない」「就職活動
のやり方がわからない」「応募書類
の書き方を相談したい」「面接が不
安」などの悩みについて、キャリア
カウンセラーが相談に応じます。
● 職業紹介（予約不要）
　併設のハローワーク窓口「ワー
クサポートせたがや」（☎3413－
8609）では、求人検索パソコンを
利用し、全国規模の求人を紹介し
ています。また、おしごと相談窓口
でも、フルタイム、パートなど、世
田谷区近辺の求人を紹介します。
●その他
　パソコンの利用や、書籍・就職関
連情報の閲覧ができます。また、各
種セミナーなども行っています。
問 三茶おしごとカフェ
☎3411－6604 3411－6690

障害のある方
ひまわり荘障害者パソコン教室

（4～9月）
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 区内在住で障害者手帳等をお
持ちの方　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～午後0時30分または午後
1時30分～3時30分
教材費／実費
備 3月21日㈫午前10時45分～正
午に、抽選・説明会（要申込・要参
加）あり。
担当=障害者地域生活課
申 3月17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

催 し 物
世田谷区民文化祭
1郷土芸能大会
日 3月12日㈰午前9時50分～午後
6時　場 烏山区民センター
2謡曲大会
日 3月19日㈰午前10時30分～午
後4時40分　場 成城ホール
3吟詠剣詩舞大会
日 3月20日㈷午前9時45分～午後
4時40分　場 世田谷区民会館
問 生涯学習・地域・学校連携課
☎5432－2734 5432－3039

教育センタープラネタリウム
1プラネタリウム一般投影（3月）
日 土・日曜（19日を除く）、20日㈷、
27日㈪～31日㈮①午前11時から

（ちびっこタイム＝幼児から小学
校低学年向け）②午後1時30分か
ら③午後3時30分から

▲一般投影「すてきな星空といきものたち
〜美しき南極の旅」

2天文講座「南極に星のかけらを求
めて〜南極で発見された隕

い ん

石
せ き

たち」
日 3月11日㈯午後6時30分～7時
30分　講 小島秀康（国立極地研究
所教授）

3プラネタリウムコンサート
「星空に響く優しき歌声」

日 3月19日㈰午後3時30分～5時

演奏／小栗慎介（テノール歌手）
4大人のための星空散歩

「太陽系に生命はいるか？」
対 高校生以上　日 3月25日㈯午後
6時30分～7時30分
備 観覧料等詳しくは、区のホーム
ページをご覧下さい。124は当
日午前9時から、3は当日午後2時
から観覧券販売。　先着1各回140
人2140人368人4140人（2は、
小学生以下は保護者同伴）。
申 3は事前申込もあり。3月8日（必
着）までに、往復ハガキ（記入例参
照。高校生以上、小・中学生、幼児の
別も明記。2人まで連記可）で教育
センター（〒154－0016弦巻3－
16－8☎3429－0811 3429－
2844）ヘ　抽選368人　※当選者
は当日午後1時～2時30分までに
観覧券の購入が必要。
問 124プラネタリウム
☎・ 3429－0780

3電子申請可

第37回代田陶芸教室作品展
日 3月15日㈬～17日㈮午前10時
～午後4時（15日は午後1時から、
17日は午後2時まで）
場 世田谷区民会館
備 陶芸作品のチャリティーバザー
あり。
問 市民活動・生涯現役推進課
☎5432－2403 5432－3005

ダンスフェスティバル
S

せ た が や

ETAGAYA2017
日 3月19日㈰午後3時～5時30分

（予定）　場 世田谷区民会館
備 入場整理券を午後2時から配布。
問 青少年交流センター池之上青少
年会館☎3413－9504 3419－
0889

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
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