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◆障害者就労支援IT講習会  ①3
／22（水）10時45分＝無料説明会
②4／8～9／23の毎週土曜10時
半～12時半または13時半～15時
半（4／29は除く）  ひまわり荘  全
24回2万円  要申込  （NPO法人
ウィーキャン世田谷☎6804－79 
35）
♣世田谷区誌研究会･史跡散歩

「旧朝倉家住宅、猿楽神社、目黒天
空庭園ほか」  3／22（水）13時･
代官山駅改札口外出発  500円  
3／15までに、電話またはファク
シミリで同会・内山（☎・ 3421
－6833）  先着20人
♣29年度第1期･硬式テニス教室　
①4／1～6／3の土曜9時から大
塚園（瀬田5－29）＝初～上級②4
／4～6／1の火・水・木曜いずれも
9時から総合運動場＝初心～中上
級　参加費（要問合せ）　2／28ま
でに要申込　（区テニス協会☎
5451－0691永瀬）

会 員 募 集
◆愛のシャンソン・歌う会（ピアノ
伴奏で歌うポピュラー・歌謡曲も）  
月3回程度月曜または火曜13～15
時または15時半～17時半   主に
経堂地区会館  1回1700円  （☎09 
0－4057－6952平野）

◆三茶句会（俳句）  第3金曜10～
12時  主に太子堂区民センター  
月：千円  （☎3415－2905武内）
◆山茶花句会（俳句）  第3木曜13
～16時  主に用賀区民集会所  月：
700円  初心者  （☎090－1053－
4162押木）
◆さゆり会（若さを保つ朗読会）  
第1・3金曜13～14時半  主に太子
堂区民センター  入：千円   月：3千
円（ほかに雑費）  （☎3418－3395
小谷）
◆楽しく踊るフラダンス  毎週土
曜15時半～16時半  千歳船橋駅
近辺  入：3500円  月：5千円  （☎
080－6549－9041阿部  20時以
降に）
◆九品仏川柳会（川柳句会）  第4
土曜13時半～16時  主に奥沢福
祉園  1回500円  （☎3703－40 
62沼）
◆レダと白鳥の会（初心者からの
水彩画または色鉛筆）  第2・4木
曜10～12時  主に北沢南区民集
会所  入：3千円   月：3500円  （☎ 
080－2260－8750ななよし）
◆代田フランス・ゼミ（フランス
文学作品の翻訳書による読書会）  
第3金曜10～12時  主に代田区
民センター  年：2千円  （☎3303
－8628田村）

◆スマイル英会話クラブ（初～中級）  
第2・4火曜14～15時半  主にひだ
まり友遊会館　月：2千円程度  （☎
3468－6933大澤）
◆ゴールドベッヒャーフラウエン
コール（女声コーラス）  月1・2回木
曜13時半～15時半  主にせたがや 
がやがや館  1回2千円  （☎3418－
3448生瀬）
◆キャニップ英会話サークル（初
～中級）  毎週月～土曜12～17時
のうち1時間  主に三軒茶屋区民
集会所  入：千円  1回千円  （☎
080－6532－5954石嶋）
◆烏山俳句会  第4日曜13～17時  
主に烏山区民センター  月：700円  
初心者～上級者  （☎090－6566
－3873横山）
◆東京山楽会（ハイキングから岩、
沢、冬山まで）  不定期  関東近郊の
山ほか  入：2千円  年：4千円  （☎
090－3202－4913西山）
◆映画・ミュージカルコーラス

（女声）  月3回土曜19～20時半  
主に三軒茶屋区民集会所  入：
1100円  1回1100円  （☎3420
－6333井手）
◆花ボタン（洋裁）  月4回水曜ま
たは金曜9時半～12時  主に奥沢
東地区会館  入：2千円　月：3千
円　（☎3726－6697大高）

◆ジャズ・ポピュラーの詩から英
語を学ぶ会  毎週木曜10～12 
時  主に経堂地区会館別館  1回 
2千円  （☎080－6798－4173 
荒木）
◆用和会ダンスサークル（社交
ダンス）  主に水曜13～16時  主
に 用 賀 区 民 集 会 所　入：2千 円 
月：4千円  （☎3421－1279加藤  
17時以降に）
◆豊会（花柳流日本舞踊、新舞踊、
民謡）  月4回水曜18～21時  主
に祖師谷地区会館  入：千円  月：
5千円　（☎3416－5375鎌田）
◆シェーラザード（社交ダンス初
級）  毎週火曜13～15時  主に祖師
谷地区会館  入：2千円  1回800円  
少し踊れる方  （☎044－934－03 
06松本）
◆いづみ会（気軽に楽しむ新舞
踊）  火・木・土・日曜　祖師ヶ谷大
蔵駅周辺　月：3千円  （☎080－
3159－0940添田）
◆弦巻囲碁クラブ  毎週日曜13
～17時  主に弦巻区民センター  
入：千円　年：3千円　初心者  （☎
3706－0508中尾）
◆ボーイスカウト世田谷第25団  
月2回程度日曜  八幡山近辺ほか  
入：8千円  月：2千円  小学生  （☎
5431－3731古谷）

◆東京都弓道連盟第二地区世田
谷支部（和弓）  毎週①火・木曜18
～21時②土曜12～18時  主に総
合運動場  入：1500円  月：千円  

（☎090－1540－8462小中）
◆シャール（マージャン）  週3回
12～17時  下北沢駅近辺  入：千
円  1 回 1200 円  （☎ 5453 －
6630永原）
◆北沢天元の会（初心者・女性も 
できる囲碁）　毎週火曜9～12時  
主に代沢地区会館  年：2500円  

（☎090－4927－9765吉田）
◆着付け・帯の前結び・豆知識の 
会　月1回  主に用賀区民集会所  
1回千円  （☎3709－4573オバ
イシ）
◆窓の会（エッセイ）  月2回主に
金曜13時半～16時  主に二子玉
川地区会館  入：2千円  月：千円  

（☎3703－4617村）
◆世田谷アトリエ会（油彩・水彩
画）  月2回火曜9時半～12時  主
に三軒茶屋区民集会所  入：2千円  
月：3500円  中高年の方  （☎37 
07－0405山下）
◆二子玉川アートクラブ（好きな
画材で自由に絵画を描く）  第2・
4水曜13時半～15時半  主に二
子玉川地区会館　入：千円　月：
5千円　（☎3702－4388佐藤）

民家園から
1三月節句「ひな飾り」
日 2月18日㈯～3月3日㈮午前9時
30分～午後4時30分
2糸つむぎ実演
日 2月21日㈫午前11時～午後2時
3三月節句の解説会
日 2月26日㈰午後2時～2時30分
4機織り教室
対 身長135㌢以上の方
日 3月3日㈮①午前10時～正午②
午後1時～3時
5わらでデンデン虫作り
日 3月4日㈯午後1時～3時
場 1～5次大夫堀公園民家園、1
岡本公園民家園
申 4は2月23日（必着）までに、往
復ハガキ（記入例参照。希望回も明 
記）で民家園係（〒157－0067喜
多見5－27－14☎3417－5911 

3417－5961）へ  抽選①②各
1人
問 1～35次大夫堀公園民家園☎・

3417－8492、1岡本公園民家
園☎・ 3709－6959

世田谷で自分らしく暮らす
〜自立支援協議会シンポジウム
テーマ／障害当事者と家族、地域
協議会による「つながるつなげる
支えあいのネットワークづくり」
日 2月24日㈮午前11時～午後1時　
場 世田谷区民会館ホール
備 先着500人。パソコン文字通訳、
手話通訳あり。
問 障害施策推進課
☎5432－2387 5432－3021

シルバー工芸教室作品展
日 2月21日㈫～23日㈭午前9時～
午後4時（23日は午後3時まで）

場 区役所第2庁舎1階ロビー
問 市民活動・生涯現役推進課
☎5432－2403 5432－3005

世田谷区民文化祭「絵画書道展」
日 3月3日㈮～6日㈪午前10時～
午後5時（6日は午後4時まで）　
場 世田谷区民会館
問 生涯学習・地域・学校連携課
☎5432－2734 5432－3039

落語と講座で「笑って！学んで！
ダマされないゾ！」
内容／高齢者の消費者被害を防ぐ
ための落語と講座
対 高齢者とその家族等
日 3月3日㈮午後1時30分～4時　
場 三茶しゃれなあどホール　
講 立川平林（落語家）ほか
担当＝消費生活課
申 電話、ファクシミリまたは電子
メール（記入例参照）で東京都生活
協同組合連合会（☎3383－7800
3383－7840 toyama@coop-
toren.or.jp）へ　先着100人

ひだまりふれあい祭り
内容／三世代地域交流を目的とし
た、会館利用者の有志による演
劇・演奏会・手作り体験等
日 3月22日㈬午前9時30分～正午
場・問 ひだまり友遊会館
☎3419－2341 3413－9444

区民健康村から
1農業技術教室～野菜づくり入門
コース（年間コース）
対 全8回参加できる16歳以上の農
業初心者
日 ①4月15～16日 ②5月13～14
日③6月10～11日④7月15～16日

⑤8月26～27日 ⑥9月9～10日 ⑦
10月14～15日 ⑧11月18～19日

（いずれも土・日曜の1泊2日）
年会費／1万7480円（資材・テキス
ト代含む）
参加費／①③⑤⑧＝各8470円、
②④⑥⑦＝各6970円（宿泊・食事・
保険代含む。交通費別）
2レンタル農園（年間コース）
対 野菜づくりの経験がある方
日 4月中旬～12月中旬
年会費／1万5420円（農具使用料
等）
3里山塾〜体験教室
日 4月15日㈯～16日㈰
参加費／大人8140円、小人5100

円（宿泊・食事・保険・テキスト代含
む。交通費別）
4里山塾～養成教室
対 16歳以上
日 4月15日㈯～16日㈰
参加費／8140円（宿泊・食事・保
険・テキスト代含む。交通費別）
場 いずれも世田谷区民健康村
申 いずれも3月15日（必着）までに、
ハガキまたはファクシミリ（記入
例参照）で世田谷区民健康村・予約
センター（〒378－0101群馬県利
根郡川場村大字谷地1320☎02 
78－52－3311 0278－52－33 
13）へ  抽選115人210口34
各30人

8面につづく【催し物】

キネコ国際映画祭P
プ レ ゼ ン ツ

RESENTS せたがや子ども映画祭
日　程 時　間 上映作品 備　考

3月4日㈯

Aプログラム
午前11時30分
～午後0時30分

「きかんしゃトーマス（声 
優による生吹き替え）」

「しまじろうのわお！」
「ひつじのショーン」ほか

◦チケットは当日販売
のみでいずれも上映の
90分前から販売。
◦開場はいずれも上映
の60分前。
◦各回1000人（各回入
替制、全席自由席）。
※上映作品は変更する

場合があります。

Bプログラム
午後3時～5時

「犬どろぼう完全計画
（声優による生吹き替
え）」ほか

3月5日㈰

Cプログラム
午前11時30分
～午後0時30分

「きかんしゃトーマス（声 
優による生吹き替え）」

「しまじろうのわお！」
「ひつじのショーン」ほか

Dプログラム
午後3時～5時 「ズートピア」

対 区内在住・在学の親子　
場 世田谷区民会館 　
入場料／A～Cプログラム=大人 

（18歳以上）500円、子ども100円、
親子ペア券500円、Dプログラム=
大人・子ども=各500円　いずれも
3歳未満無料（ひざ上鑑賞に限る）
担当＝子ども育成推進課
問 せたがやコール ▲「ズートピア」 ©2017 Disney. All Rights Reserved.
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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
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