
5

区役所　〒154－8504　世田谷4－21－27
区のホームページ　http://www.city.setagaya.lg.jp/

せたがやコール☎5432－3333 5432－3100
午前8時～午後9時　年中無休

平成30年（2018年）9月1日

健 康 ・ 衛 生
「8

ハチマルニイマル

020歯っぴぃ＆
アンド

健康フェスタ
世田谷」における8020表彰  
対次の全てを満たす方①10月28日
現在、80歳以上②自分の歯が20本
以上ある③これまで8020の認定証
を受けたことがない　日10月28日
㈰午後1時～2時　場生活工房セミ
ナールーム（キャロットタワー5階） 
備表彰を希望される方は、事前に
区内対象医療機関のかかりつけ歯
科医の推薦が必要です。定員80人。 
担当＝世田谷保健所健康企画課 
問世田谷区歯科医師会
☎5376－2111 5376－3311

保健センターから 

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

4日㈭、13日㈯
19日㈮、27日㈯ 

保健センター 
※左記の日程以外
でも検診あり。
要問合せ。

3日㈬、23日㈫ 総合福祉センター 

1日㈪、30日㈫ 玉川総合支所二子玉川庁舎
18日㈭ 玉川総合支所分庁舎 

2日㈫、12日㈮ 玉川医師会館（中町2－25－18） 
  4日㈭、10日㈬
17日㈬、25日㈭
29日㈪ 

砧総合支所

  5日㈮、11日㈭
16日㈫、24日㈬
31日㈬ 

＊上北沢地区会館

9日㈫、23日㈫ 深沢区民センター 
10日㈬、26日㈮ 北沢タウンホール 
＊烏山区民センター改修に伴い
　検診会場が変更となりました。

いずれも午前9時～検診終了 
自己負担／1000円 

～自律訓練法とストレッチ 
対区内在住で18歳以上の方　
日9月25日～10月16日の毎週火曜
午後1時45分～3時15分（全4回）
場保健センター 
備
（便潜血検査、自己負担金200円）
も同時申込可（ハガキに連記可）。

申
話、ファクシミリまたはハガキ（記
入例参照。性別、生年月日、実施日・
会場（第2希望まで）も明記）で胃が
ん検診受付センター（〒154－0024
三軒茶屋2－53－16☎5787－8317
5787－8318）またはホームペー

ジで保健センター（ http://www.
setagayaku-hokencenter.or.jp/）、

ガキ（記入例参照。性別、生年月日も
明記）またはホームページで保健
センター（上記住所と同じ☎3410
－9101 3410－9223 上記URL

税 金
税理士会による「税の無料相談」 

域
地
象
対

 

開催日時 会場・
問合せ先 

内
管
署
務
税
谷
田
世 9月12日㈬
午後1時～
3時30分

東京税理士会
世田谷支部
（若林4－31－7
ベルジェ102） 
☎5481－0770
5481－0771 

【相続税専用】 
9月20日㈭
午後1時～
3時30分

内
管
署
務
税
沢
北

 

9月12日㈬
午後1時～
4時 

東京税理士会
北沢支部
（松原6－１－10
アイリン
マンション3階） 
☎3322－7894
3323－3571 

内
管
署
務
税
川
玉 9月7日㈮
午後1時～
4時 

東京税理士会 
玉川支部
（玉川2－4－4
玉川酒販会館3階） 
☎3700－0562 
3708－5131

【相続税専用】 
毎週火・木曜
午前10時～
午後4時 

備要予約。相談時間は1回30分。

仕 事 ・ 産 業
世田谷区福祉人材育成・研修セ
ンターから 

座、相談・面接会 
日10月6日㈯①入門講座＝午後0
時30分～2時②相談・面接会 ＝
午後1時45分～4時（受付は午後3
時30分まで。福祉の仕事相談・
DVD上映は午後2時15分から）　
場成城ホール 

施設等見学会 
内容／区内特別養護老人ホーム、
グループホーム等をバスで見学 
対介護施設等への就職を考えて
いる方や関心のある方　日9月26
日㈬午前9時20分～午後4時30分 

護」の仕事をしてみませんか 
内容／現場で働く訪問看護師によ
る体験談や各種相談等 
対看護師または准看護師の資格を
お持ちの方　日10月16日㈫午後2
時～3時30分　場玉川区民会館 
備
②は履歴書なしでも可。相談会のみ
の参加も可。詳しくは、ホームページ
（ https://www.setagaya-jinzai.
jp/）またはハローワーク渋谷（☎
3476－8609（内線47#） 3476－

見学施設等詳しくは、ホームページ
（ 上記URLと同じ）をご覧下さい。

先着10人）。 

申
世田谷区福祉人材育成・研修セン
タ ー（☎5429－3100 5429－

三茶おしごとカフェから 

ケーション 
対求職中の女性　日9月28日㈮午
後2時～4時　講水野順子（1級キャ
リアコンサルティング技能士） 

会） 
対保育士資格をお持ちの方及び
保育士をめざしている方
日10月3日㈬午前10時～正午　
講ハローワーク渋谷保育担当ナビ
ゲーターほか 

活
い

かす組織・仕
組みづくり 
対事業主または人事・労務担当者、
関心のある方　日10月10日㈬午
後2時～4時　講下島利光（キャリ
アコンサルタント） 
場いずれも三茶おしごとカフェ 
備
は9月21日までに要予約、先着

職相談会あり。 
申
電話またはファクシミリ（記入例
参照）で三茶おしごとカフェ（☎
3411－6604 3411－6690）へ　

保育士就職支援研修・就職相談会 
対保育士資格をお持ちの方（ある
いは資格取得見込みの方）　
日9月24日㉁①就職支援研修（先
輩保育士の体験談、最新の保育事
情について）＝午前10時～午後2
時30分②就職相談会（保育園を運
営する法人の人事担当者とブース
で相談） ＝午後2時30分～4時　
場三茶しゃれなあどホール  
備託児については要問合せ。
担当＝保育課　 
申①はホームページから都保育人
材・保育所支援センター（☎5211－29
12 5211－1494 https://www.
tcsw.tvac.or.jp/jinzai/hoiku/
sodankai.html）へ　先着①100人

障害のある方
障受給者証を9月1日に更新します 
　障は医療保険適用の自己負担
分の一部または全部の助成を受け
られる制度です。所得制限等によ
り対象外になっていた方や30年
度新たに対象になる方は、申請が
必要です。 
対次の全てを満たす方①身体障
害者手帳1・2級（内部障害を有す
る方は3級まで）または愛の手帳
1・2度②医療保険加入者③本人
（20歳未満の場合は医療保険の被 6面につづく【催し物】

保険者）の29年中の所得が基準以
下の方 
申請に必要なもの／①健康保険証
②印鑑③身体障害者手帳または愛
の手帳 
※65歳以上の方の新規申請は原則
としてできません。また、後期高齢
者医療被保険者証をお持ちの方
で、30年度住民税が課税されてい
る方は、対象者となりません。 

問障害施策推進課
☎5432－2388 5432－3021 

ひまわり荘障害者パソコン教室
（10月～31年3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10月～31年3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
場ひまわり荘　教材費／実費 
備9月18日㈫午前10時45分～正午
に抽選・説明会あり（要申込み・参加）。
担当＝障害者地域生活課 
申9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。①～③
の別、希望時間も明記）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
教育センタープラネタリウム 

内容／①月旅行に出かけよう②開
館30周年記念番組「星空の現在・
過去・未来」
日土・日曜（16日を除く）、祝日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、午後3時30分から 

日9月21日㈮午後7時～8時30分 

をしよう～十五夜と十三夜」 
対高校生以上
日9月22日㈯午後6時30分～7時
30分

備いずれも観覧料等詳しくは、区
のホームページをご覧いただく

学生以下は保護者同伴。当日午後

場・問プラネタリウム
☎・ 3429－0780

▲9月24日が中秋の名月、25日が満月です


