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催 し 物
（♣は区の後援事業）
◆第11回AA世田谷グループの集い
～アルコール依存症自助会メンバー
の体験談、専門医師によるお話し
8／16（日）10時から成城ホール
（AA関東甲信越セントラルオフィ
ス☎5957－3506）
◆ドル？円？ユーロ？見て触って学ぶ！
「世界のお金」  8／25（火）10～11時
半　二子玉川ライズタワーセントラ
ル（玉川1－15）　親子一組1500円
（参加費、要問い合わせ）　要申込  
年長～小学3年生程度  （にこたま
KIDSラボ☎090－1698－6514平井）
♣相続･不動産無料相談会　8／27
（木）10～16時半  三茶しゃれなあ
どホール　8／17から要申込　（日
本地主家主協会☎3320－6281）

◆舞踊研究会「踊り教室」（小唄ほ
か）　8／27（木）、9／30（水）13～
17時　二子玉川地区会館　1回15
00円　要申込　（同会☎3707－72
93河野　17時以降に）
♣東京農業大学グリーンアカデミー
同窓会「第7回総合作品展」  9／
2（水）～5（土）10～17時（最終日は
13時まで）　同大学世田谷キャン
パス（桜丘1－1）  （同事務局☎34
80－2362木村）
◆ITFのパソコン初級・応用講座

（木）午前=パソコン入門
①、午後=メール、10（木）午前=パ
ソコン入門②、午後=ワード応用、
17（木）午前=エクセル基礎①、午

（水）午
前＝パソコン入門①、午後=イン
ターネット、16（水）午前=パソコン
入門②、午後=ホームページ作成、

30（水）午前=ワード基礎①、午後=
エクセル基礎①　いずれも午前
=10～12時半、午後=13時半～16

らす（北沢タウンホール11階）
民活動支援コーナー（キャロットタ
ワー3階）  １回千円  電話または
ファクシミリでNPO法人ITF講座受
付担当・浅利（☎・ 3420－5369）
◆第7回木の実会油彩展　9／8
（火）～13（日）10時半～17時半（初
日は13時から、最終日は16時まで）
生活工房ワークショップ（キャロッ
トタワー4階）　（同会☎3422－39
90池田）
♣「みんなの学校」世田谷下北沢
自主上映会　9／10（木）13時半～
15時半　北沢タウンホール　800
円　要申込　（NPO法人IVUSA☎
080－5466－0024風間）

♣せたカフェ第7回認知症カフェ～
訪問診療医・高瀬義昌医師とおしゃ
べりしながら認知症相談・交流会
9／13（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
♣第65回世田谷区卓球選手権大会
9／20（日）9時から総合運動場
1500円程度　8／28までに、郵送
で卓球会館こいけ（等々力8－26－
25☎3701－7684）
♣ソフトテニス秋季団体戦　①10
／25（日）＝一般男女②11／1（日）
＝壮年男女③12／23（祝）＝高校
女子　いずれも9時から総合運動
場　参加費（要問い合わせ）　①10
／9②10／16③12／5までに、 郵
送で区ソフトテニス連盟・山根（太
子堂5－17－15☎3410－7886）

【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。
問広報広聴課　
☎5432－2009 5432－3001
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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。

　区では、樹木や樹林で貴重なも
のや街のシンボルとなるものを、
所有者の同意のうえで指定し、そ
の保存に努めています。また、剪

せ ん て い

定
や事故防止のための緊急の手入れ
など、所有者が行う管理の一部を
支援しています。
　指定基準など詳しくは、お問い
合わせ下さい。

　新たに建築物の屋上及び外壁面
等に緑化を行う場合、一定の条件に
より緑化工事費用の一部を助成し
ます（生垣、花壇、シンボルツリー緑
化助成もあり）。
　施工前に手続きが必要ですので、
詳しくは、区のホームページをご覧
になるか、お問い合わせ下さい。
問
☎5432－2282 5432－3083

　長期優良住宅は、維持保全計画
に基づき定期的に維持保全を行
い、その状況に関する記録を作成・
保存することが定められています。
　長期優良住宅の普及の促進に関
する法律第12条に基づき、調査対
象物件に維持保全状況の報告を求
めますので、報告依頼書が届いた
方はご協力をお願いします。
対 長期優良住宅の認定を受け、工
事完了日が21年10月～22年9月ま
での物件
備報告方法等詳しくは、お問い合
わせ下さい。
問建築審査課
☎5432－2466 5432－3036

内容／①「最新 不動産動向と効果
的な相続の秘

  ひ   け つ

訣」②「オーナー必聴 
空き室解消への第一歩」③相談会　
日9月6日㈰午後1時30分～5時

場三茶しゃれなあどホール
講①税理士②宅地建物取引士
担当＝住宅課
申8月27日～9月4日（土・日曜を除
く）に電話で住まいサポートセン
ター（☎5432－2532 5432－30
40）へ　先着①②各100人③20組
 ●「よろず相談会」を同時開催
　土地家屋調査士・行政書士・司
法書士などがお答えします。詳し
くは、世田谷総合支所地域振興課
（☎5432－2819 5432－3031）
へお問い合わせ下さい。

　保護者または家族が、病気、事
故、冠婚葬祭、その他やむを得ない
事情等で、障害者（児）の介護がで
きない場合、介護人を派遣するか、
介護人宅で障害者を介護します
（区の登録介護人を派遣できる場
合もあります）。
内容／外出時の付き添い、家事、買
い物、身の回りの世話等
対①身体障害者手帳1・2級②愛の
手帳1～3度③脳性麻

ま ひ

痺④進行性
筋萎

い し ゅ く

縮症の方
介護時間／午前7時～午後10時の
間で必要な時間帯
派遣時間／1回2時間以上で月20
時間まで
費用／無料（ただし、外出に伴う交
通費は自己負担）
 ●登録介護人募集
　在宅で、障害のある方を一時的
に介護してくださる方を募集して
います。性別・資格は問いません。
グループで活動している方も個人
で登録できます。都合のよい時間
を、あらかじめお知らせ下さい。
手当／1回2時間以上で1時間1000
円（交通費を含む）
問総合支所保健福祉課（世田谷☎
5432－2865 5432－3049、北
沢☎3323－1734 3323－9925、
玉川☎3702－2092 5707－26
61、砧☎3482－8198 3482－
1796、烏山☎3326－6115 3326
－6154）

対象品目／特殊寝台等18品目
備所得に応じて一部負担あり。詳
しくは、お問い合わせ下さい。
問総合支所保健福祉課（☎・ は
前記「緊急介護人を派遣します」の
記事参照）

　11月4日の就労継続支援B型事
業所の開設に伴い、利用者を募集
します。
対区内在住で主に発達障害・知的
障害のある方　所在地／喜多見9
－2－33　募集人数／10人
備詳しくは、お問い合わせ下さい。
申総合支所保健福祉課（☎・ は
前記「緊急介護人を派遣します」の
記事参照）へ
問発達障害者就労支援センター
ゆに（UNI）☎5797－2343 3708－
4334

対区内在住の重症心身障害児（者）
で次のいずれかに該当する方①特
別支援学校高等部卒業見込み②就
学前で保護者との通園が可能　所
在地／三宿2－30－9　募集人数
／若干名
申8月17日～9月25日に愛の手帳
または身体障害者手帳を持参で、
お住まいの地域の総合支所保健福
祉課（☎・ は前記「緊急介護人を
派遣します」の記事参照）へ

対区内在住で障害のある方　
日10月～28年3月までの①毎週
水曜②毎週土曜いずれも午前10
時30分または午後1時30分から
の2時間　
場ひまわり荘　受講料／2万円
備9月23日㈷午前10時45分～正
午に説明会あり（要参加）。
担当=障害者地域生活課

申9月19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　選考①
②各2人

内容／9～11月にまち
かどや商店街・地域の
ホール・公園等で行う
「三茶d

で

e大道芸」や「世
田谷アートフリマ」等
のアートイベント
備詳しくは、世田谷芸術百華2015
のプログラム（8月27日ごろから
美術館等の文化施設、出張所・ま  ち

づくり

センター、図書館、区民センター等
で配布）をご覧下さい。区のホー
ムページからもご覧になれます。
問文化・国際課
☎5432－2124 5432－3005

内容／28年3月20日㈰に世田谷
区民会館で開催する「ジャンルを
問わないオリジナルダンスの祭
典」の運営スタッフ（参加団体選
定、出演順決定、ポスターデザイ
ン、会場受付・誘導等）
対18～39歳の方（高校生を除く）
備9月13日㈰から月1回程度、午後
6時から青少年交流センター池之
上青少年会館で実行委員会あり。
申 8月23日までに、電話または
ファクシミリ（記入例参照）で青少
年交流センター池之上青少年会館
（☎3413－9504 3419－0889）
へ　先着6人

▶昨年のイベントの様子

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。ハガキ・ファクシミリの記入例は4面にあります


