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（♣は区の後援事業）
◆障害のある方や区民、専門家と作る下北沢
のユニバーサルデザインマップのワークショッ
プ
8/22㈭ 10～14時　北沢タウンホール　要申
込　電話またはメールで（北沢PR戦略会議ユ
ニバーサルデザイン部会☎080-5183-1196

outreach2005@gmail.com矢崎）
◆三茶スカベンジャー（ごみ拾いボランティア）
8/25、9/29㈰ 10時半～11時半　世田谷線三
軒茶屋駅前広場集合（同事務局☎080-6704-
3913豊田）
◆弁護士・税理士・不動産鑑定士・ファイナン
シャルプランナー等による「相続無料相談会」
8/25㈰ 13～16時半　成城ホール　要申込

（世田谷相続対策室☎080-3343-9890松井）
♣第5回せたがやヒューマンライブラリー（偏見
を低減し多様性を育む対話イベント「人を貸し
出す図書館」の開催）
8/25㈰ 10時半～15時　男女共同参画セン
ターらぷらす（（一社）東京ヒューマンライブラ

◆英会話ワールド
月4回水曜9～16時半のうち1時間半　主に下
北沢区民集会所　入：千円　月：4千円（☎
080-5077-7189谷澤）
◆虹の会（童謡から演歌まで、後期高齢者）
毎週火曜10時半～12時半　成城学園前駅近
辺　1回650円（☎3305-9130）
◆オペラと歌曲を歌う会（モーツァルトのレクイ
エム）
月2回火曜15時45分～17時　主に玉川台区民
センター　月：3千円（☎080-5053-7488滝沢）
◆コール・エーデ（女声合唱）
毎週火曜12時半～14時半　主に代田南地区
会館　月：3千円（☎5450-8809桑山）
◆アシタバ体操クラブ（健康体操）
毎週火曜13～15時　主にひだまり友遊会館　
入：500円　月：700円（☎3412-0020海東）
◆茜トリムクラブ（健康体操）
毎週金曜13～14時半　主にひだまり友遊会館　
入・月：千円（☎3411-2925永澤）
◆祖師谷混声合唱団
月3回火曜18時半～21時　主に祖師谷地区会館　
入：2千円　月：5千円（☎3482-4914田中）
◆グループ・ジグザグ（美術）
月3回木曜12時半～17時　主に砧総合支所区
民集会所　月：5千円（☎6321-3188富田）
◆いきぬきサロン・ボンジュール（フランス語
同好会）
第1・3土曜13～17時　主に南烏山ふれあいの
家　6か月1200円（☎080-9777-3712大庭）
◆初心者のウクレレレッスン　世田谷ハワイア
ンズ
第4火曜16時半～18時半　主に烏山区民セン
ター（☎090-2903-7333佐藤）
◆ルルド（社交ダンス 初・中級）
毎週土曜主に13時半～15時　用賀駅近辺　入：
3千円　月：4千円（☎090-1033-3378伊藤）
◆うたいとまいの会（能楽金春流、体験・見学、
初心者歓迎）
月2回月・水曜（要問合せ）　主に給田地区会
館　月：5千円（☎090-6213-0071山尾）

◆調理または配達のボランティア募集
月～金曜①8～13時半＝調理②10時半～13
時半＝配達（週1回でも可）　食事サービス
サポートセンターだんらん（鎌田3-13）　年：
1200円（老人給食協力会ふきのとう☎3706-
2545佐野）

リー協会☎090-4751-6942坪井）
◆歌って、作って、鑑賞、体験型音楽会「musia
夏の終わりの音楽会」（世田谷区子ども基金助
成事業）
8/31㈯ 10～11時15分　コミュニティカフェな
なつのこ（南烏山6-12）　入場料千円　メール
でNPO法人アーティストグループmusia・竹田

（ info@musia.link）
♣世田谷反核・平和コンサート2019
8/31㈯ 13時半から三茶しゃれなあどホール　
1500円　要申込（世田谷反核・平和コンサー
ト実行委員会☎3426-3627中田）
♣東京農業大学グリーンアカデミー校友会主催

「第11回総合作品展」
9/3㈫～6㈮ 10～16時（最終日は13時まで）
同大学世田谷キャンパス（桜丘1-1）　ファクシ
ミリで同会・分

わけ
須
す
（☎090-7826-8330 FAX

3720-4126）
◆「モンテッソーリ教育＋英語教育が決めて！」
わが子のための教育プランを立ててみよう
9/8㈰・12㈭ 10時半～12時　サンワイズ野
沢（野沢2-34）　要申込　電話またはメールで
NPO法人横浜子育て勉強会・渡邉（☎5787-
6280 info@nes-international.com）
◆国立成育医療研究センター「第15回救急の
日イベント」
9/9㈪ ①9時半～14時半＝子どもの事故予防
と急な病気の対処法②12時10分～12時40分
＝子どもの事故③13時10分～13時40分＝子
どものこころのケア④10 ～11時半⑤13～14
時半＝子どもの心肺蘇生法講習会　同センター

（大蔵2-10）　④⑤のみホームページから同セ
ンター・救急の日担当者（☎5494-7249 
kyu-kyu@ncchd.go.jp）
♣第30回陶芸作品展
9/13㈮ 11～16時半、9/14㈯ 10～15時　三
茶しゃれなあど（荒天短縮）（世田谷区陶芸協会
☎3424-3013霞）
◆健康マージャン入門講座 i

イン
n 池尻大橋駅・せ

たがや がやがや館
9/18～10/9の毎週水曜10 ～12時　せたが
や がやがや館　全4回4千円（ほかにテキスト
代）　要申込（NPO健康 麻

マージャン

将 全国会☎070-
6454-8141青沼）
♣世田谷区誌研究会定期講演会～菅原昭英氏
による「狛江、世田谷地域の成り立ち」
9/20㈮ 13時半～15時半　成城ホール　500
円　9/10までに電話またはファクシミリで同会・
中井（☎090-2635-5659 FAX 3424-2246）
♣ダニエル・カールさん講演会「使える英語は
こう学ぶ！」（英語でのワークショップあり）
9/21㈯ 14～15時半　成城大学3号館（成城
6-1）　9/16までに電話またはメールで同大学
国際センター（☎3482-9020 kokusai@

seijo.ac.jp）先着100人
◆障害者就労支援IT講習会
①9/25㈬10時45分 無料説明会②10/5 ～
3/28の毎週土曜10時半～12時半または13時
半～15時半（12/28、1/4は除く）ひまわり荘　
全24回2万　①②要申込（NPO法人ウィーキャ
ン世田谷☎3707-2901鈴木）
♣第15回今野杯テニス秋季クラブ対抗戦
11/3㈰～23㈷　 総合運動場テニスコート　

（区テニス協会☎090-4393-3298荻野）

◆世田谷アトリエ会（油彩・水彩画）
月2回火曜9時半～ 12時の間　主に三軒茶屋
区民集会所　入：2千円　月：3500円（☎
3707-0405山下）
◆プレスリー ＆

アンド

 オールディズをカラオケで歌う
会
週1回火または木曜14～16時　経堂駅近辺　
1回1800円　（☎090-4455-9022長谷川）
◆ジョン英会話サークル（会話・ヒアリング向上）
月2回（要問合せ）　主に三軒茶屋区民集会所　
１回千円（☎070-2161-9566春原）
◆千歳会（詩吟）
毎週水曜13 ～16時　主に千歳台地区会館　
月：千円（☎3482-2615林）
◆趣味の謡曲の会（金剛流）
毎週土・日曜　砧3丁目近辺　1回千円（謡本
実費）（☎5494-1195中野 18時以降に）
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でフラダンス
毎週水曜17時半～18時45分　主に上北沢
区民センター　月：3500円　（☎090-7724-
2124小林）
◆世田谷ひまわり会（麻雀）
毎週水曜、第2木曜9 ～16時半　主に池尻
小学校ふれあいルーム　1回300円（☎080-
3390-9020坂田）
◆足つぼ健康マッサージ教室
第2・4火曜10時15分～11時45分　下北沢
駅近辺　月：2400円（☎080-1139-8178宇

う

仁
に

）
◆中町親子体操クラブラッコ
毎週月曜16時15分～17時15分　主に中町
小学校　月：1500円（ほかに道具代）（
nakamachirakko@oyakotaisou.org 柴山）
◆上野毛元気かい（中高年向け健康体操）
月4回金曜19 ～20時半　主に上野毛地区会館　
入：500円　月：1500円　（☎3704-0066粕谷）
◆ヴォイストレーニング同好会
月2回火曜15時半～16時45分　主に玉川台区
民センター　1回1500円（☎080-1382-0416
冨岡）

催し物

会員募集

【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。
問 広報広聴課
☎5432-2009 FAX 5432-3001

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。

ひろばひろば区民の

所得区分 費用 必要書類

平成31年度の
住民税が課税
されている方

平成30年の合計所得〔※1〕
が125万円を超える方 2万510円 本人確認書類（保険証または運転免許証など）

平成30年の合計所得〔※1〕
が125万円以下の方

1000円

本人確認書類(保険証または運転免許証など)
及び下記のいずれか1点
①平成31年度世田谷区介護保険料決定通知書〔※2〕
②平成31年度住民税課税(非課税)証明書〔※3〕
③生活保護受給証明書〔※4〕平成31年度住民税が非課税の方

年に向けて
東京2020オリンピック・パラリンピック1年前イベント
in SETAGAYA ～夏まつり2019～ 開催！

コ ラ ム 2 0 2 0

　東京2020大会開催まであと1年となりました。先月27日㈯と28日㈰に同大会をテーマとす
る1年前イベントを二子玉川ライズ ガレリアで開催したところ、多くの方にご来場いただきま
した。
　総合司会は1日目はココリコのお二人に、2日目は陣内智則さんに務めていただきました。
　両日ともステージは、オリンピアン・パラリンピアンを
はじめとしたトップアスリートや著名人によるトークショ
ーで盛り上がり、フィナーレではゲストと観客の皆さんが
一緒に「東京五輪音頭―2020―」を踊りました。
　また、会場には、競技用義足体験、VRフェンシング、ポ
ニーとのふれあい、乗馬体験VRなどのブースが並び、参加
した来場者はオリンピック、パラリンピックの雰囲気を体
感することができました。

第25回

問オリンピック・パラリンピック担当課 ☎5432-2743 FAX 5432-3080

リサイクル千歳台から

1ひまわりとケナフで紙漉
す

き体験
～葉・茎を使ってハガキ作り
日 9月16日㈷ 午後1時～3時　参加費／ 300円
2秋の着物の着付け講座
～タンスに眠る着物の有効活用
日 9月20日㈮ 午後1時～3時　参加費／ 500円

場 12ともリサイクル千歳台
備 駐車場はありません。1筆記用具、ぞうき
ん持参。小学生は保護者同伴。2着物、帯
一式、腰紐6本、足袋、襟芯、裾よけ、肌

はだ

襦
じゅ

袢
ばん

、長
なが

襦
じゅ

袢
ばん

、タオル3本、伊
だ

達
て

締め2本持参。
申 1は9月2日 、2は9月5日（いずれも必着）
までに、往復ハガキ（記入例参照）またはホー
ムページからリサイクル千歳台（〒157-0071 
千歳台1-1-5 ☎5490-1020 FAX 5490-3267 
HP https://ecoccle-setagaya.jp/ ）へ
抽選115人 210人

シルバー人材センターから
1下半期 カルチャー教室（10～3月）
対 18歳以上　場 用賀ワークプラザ(玉川台1-12-1） 
2第３期 パソコン教室（10～12月） 
対 18歳以上　場 用賀ワークプラザ(玉川台1-12-1） 
3第３期陶芸教室（10～12月）
対 18歳以上　場 烏山支部（粕谷1-7-34）  
4小・中学生学習教室　
内容／小学生（国語、算数）中学生（数学、英語）

※学年により科目が異なるため、お問い合わせ
下さい。
場 宮坂本部（宮坂1-24-6宮坂区民センター内）

備 いずれも定員あり。 満たない場合は未開
講。コースにより受講料、日程は異なります。
詳しくはホームページ（ HP https://webc.

sjc.ne.jp/setagaya/）をご覧いただくか、
お問い合わせ下さい。1材料費実費負担。
2Windows10を使用。3作陶道具完備。
申 1～3は電話で烏山支部（☎5316-1371 
FAX 5316-1372）、 4は電話で宮坂本部（☎
3426-9211 FAX 3426-9506）へ

ボランティア情報

chieko
長方形




