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（フリースクール僕んち・親の会☎
3329－4456佐々木）
♣いきいきライフセミナーV

ボリューム

ol.5
「暮らしに役立つお話しと楽しい
音楽の集い」　3／7（土）11～16
時半　駒澤大学（深沢6－8）　往
復ハガキまたはファクシミリで東
京世田谷中央ロータリークラブ事
務局いきいきライフセミナー係
（渋谷区道玄坂1－16－15オペラ
ハウス渋谷7階☎6416－5861
6416－5862）
♣第15回白門さぎそうチャリティコ
ンサート　3／7（土）13時半から玉
川区民会館　（中央大学学員会東京
世田谷区支部☎3410－3032増田）
◆人生設計の基礎を学ぶ参加型
ワーク「考えてみましょう！将来の
こと」　3／7（土）14～16時　北沢
タウンホール　500円　要申込
（発達共助連世田谷支部☎3484－
9996馬越）
◆「日常・海外旅行」やさしい英会
話体験教室（超初級～中級）　3／
9・16（月）13～14時、3／13・20（金）
11時半～12時半（日時選択可）　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）
◆マージャン入門講座　①3／10
（火）13時から＝無料説明会②3／
17～5／19（3／31、5／5・12を
除く）の火曜13～15時＝講座（8
回）　三茶しゃれなあどホール　
②1回千円（ほかに教材費）　要申
込　（NPO健康麻

マージャン

将全国会世田谷
支部☎070－6454－8141）

◆スクエアダンス無料体験会　3
／10・17（火）13～16時　成城ホー
ル　（成城スクエアダンスクラブ☎
090－8819－9010川田）　先着
各10人
◆女性と高齢者のための空手道　
3／11・25（水）14～15時　弦巻区
民センター　1回500円　要申込
（弦巻空手成人の会☎3420－70
63櫻田）
◆話して覚える初級英会話　3／
11（水）16～17時　代田区民セン
ター　千円　要申込　（エレメンタ
リーEC☎080－2249－9663中島）
♣園芸講座「春野菜の種まき、香味
野菜②（バジル、三つ葉ほか）」　3
／13（金）13～14時半　リサイク
ル千歳台　500円　保育可（1歳
以上、先着5人）　往復ハガキでリ
サイクル千歳台（千歳台1－1－5）
（NPO法人えこひろば☎080－50
25－2281あべ）　先着20人
◆健康は自分で作る、自分でできる
足もみ講習会　①3／13（金）13～
15時、3／20（金）②10時半～12時
③13～15時　いずれも祖師谷区
民集会所　1回500円　要申込
（そしがや若石研究会☎080－50
50－0088）
◆春駒絵手紙展　3／14（土）～3／
26（木）9～17時（初日は13時から）
烏山区民センター　（春駒の会☎
3300－1971富田）
◆ラウンドとスコティッシュダン
スでリフレッシュ（講習）　3／14・
28（土）9時20分～11時50分　三
軒茶屋区民集会所　1回400円　要

申込　上履き持参　（サークルゆう
☎3414－7423天野　18時以降に）
♣子育てセミナーなんでも子育て
相談「子どもの力を引き出すコミュ
ニケーション法」　3／15（日）10～
11時半　北沢タウンホール　200
円　要申込　（（一社）倫理研究所家
庭倫理の会世田谷区☎090－2335
－2078川又）
♣世田谷国際博参加｢誰にも分か
る楽しい世界遺産｣講演｢オランダ・
大航海時代の繁栄と日本｣・｢モ
ロッコの生活・文化｣　3／15（日）
12時40分～14時40分　北沢タウ
ンホール　電話またはファクシミ
リで世界遺産世田谷倶

ク

楽
ラ

部
ブ

・志水
（☎・ 5313－0575）
♣講演会「思春期・青年期のメンタ
ルヘルス」　3／15（日）14～16時
烏山区民会館　要申込　（（社福）巣
立ち会☎042－488－4436長門）
先着100人
♣公開講座「認知症そのときどう
する」　3／16（月）13時半～16時
（社福）浴風会認知症介護研究・研修
東京センター（杉並区高井戸西1－
12）　（同センター総務課☎3334
－2173）　先着200人
◆初心者フラダンス体験会　3／
17（火）10～11時半　池尻地区会館
500円　要申込　（プアナニ☎070
－5566－7829鈴木）
♣「ものづくり事業所」並びに「砧浄
水場」の見学　3／18（水）13時・用
賀駅改札口集合　要申込　（（公社）
世田谷工業振興協会☎3421－28
63）　先着10人

◆初心者だけのパソコン教室～無
料説明会（4月開催）　3／19（木）
10～11時　らぷらす（北沢タウン
ホール11階）　ノートパソコン持
参　要申込　（NPO法人カルミア
ネット☎080－5023－9946祢

ね

津
つ

）
◆バギーピラティス　3／19（木）
10～11時半　桜新町区民集会所
2500円　要申込　（ナタリーズピ
ラティスwithBaby☎090－6109
－4842鈴木）
◆健康寿命の延ばし方実践法（ボ
ケぬ・病まぬ・転ばぬ・自立チャレ
ンジ）　①3／24（火）＝太子堂区
民センター　②3／26（木）＝烏山
区民センター　③3／28（土）＝奥
沢地区会館　④3／31（火）＝砧総
合支所区民集会所　いずれも13時
から　1回千円　要申込　（健康寿
命を延ばす塾☎3708－1789奥田）
◆日本語学習支援ボランティア講
座「ボランティアで日本語を教え
るってどんなこと？（全5回）」　
3／28～4／25の土曜13～15時
にほんごの会事務所（北沢2－10）
1回2200円　要申込　（同会☎54
53－7891森）
◆第15回森のつどい「ギターデュ
オコンサート」　3／28（土）14時か
ら梅丘パークホール　2千円　
（NPO法人ウッドペッカーの森☎
3327－5917つるた）
♣世田谷リサイクル・マーケット　
3／29（日）10～15時　世田谷公園
（雨天中止）　出店者募集中　（リ
サイクル推進友の会☎3412－68
57　月～金曜10～16時に）

催し物で特に記載のないものは原則無料で
す。区の事業ではありませんので、参加申し
込みや問い合わせ等は各団体の連絡先へ。
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【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・同一人からの申し
込みによる掲載は6か月に1度（区の後援
事業を除く・要問い合わせ）。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。
※掲載の申し込み方法等詳しくは、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 5432－3001

催 し 物
（♣は区の後援事業）
◆社交ダンス講習会　3／3～31
の火曜①13時半～15時＝初級②
15時半～16時50分=中級　代沢
東地区会館　1回500円　要申込
（あじさいの会☎3410－8466林）
♣ぼくんちマーケット（フリース
クールのバザー）　3／7（土）10時
から羽根木公園（雨天の際は8（日））

会社の決算等の説明会
内容／法人税及び消費税の確定申
告書を作成するうえでの注意点等
やe

イータックス

-Tax (国税電子申告・納税シ
ステム）についての説明
税
務
署
内容 開催日 会　場

世
田
谷
決算 3月19日㈭ 三茶しゃれな

あどホール

北　

沢
決算 3月 5日㈭ 梅丘パーク　

ホール

玉　

川
決算 3月20日㈮ 玉川区民会館

いずれも午後1時30分～4時
備テキストは当日配付。詳しくは、
各税務署にお問い合わせ下さい。
問税務署法人課税第1部門審理担
当（世田谷☎6758－6900、北沢☎
3322－3271、玉川☎3700－41
31、 http://www.nta.go.jp/）

生涯現役推進課から
14月1日から老人会館（ひだまり
友遊会館）の運営内容が変わります
変更点／①施設の正式名称が「老
人会館」からこれまで愛称だった
「ひだまり友遊会館」に変更②休館
日は年末年始と毎月第2日曜③施
設の予約状況等がインターネット
で閲覧可（4月中に開設予定）
2高齢者クラブに参加しませんか
　区内には96の高齢者クラブが

あり、健康づくりや趣味・教養の
活動を行っています。これまでの
経験や知識を活

い

かして地域の仲間
づくりができます。
対56歳以上の方　活動内容／健
康づくり活動=健康体操、輪投げ、
歩行会、グラウンド・ゴルフ、ダン
ス等　趣味・教養活動=健康麻

マージャン

雀、
カラオケ、コーラス、囲碁、書道、俳
句、手芸、民謡、舞踊等　会費／月
額200円前後
備詳しくは、お問い合わせ下さい。
問生涯現役推進課
☎5432－2403 5432－3005

▲前回のグラウンド・ゴルフ大会の様子

福祉用具購入費・住宅改修費を
支給します
対要支援・要介護の方
1福祉用具購入費
　貸与に適さない排

はい

泄
せつ

・入浴等の
ための福祉用具（腰掛便座、自動排
泄処理装置の交換可能部品、入浴
補助用具、簡易浴槽、移動用リフト
のつり具）の購入費　※都道府県
の指定事業者から購入したものの
みが対象となります。　支給限度
基準額／10万円　支給方法／全

額自己負担で購入後、申請により
9割を支給
2住宅改修費
　手すりの取り付け、段差の解消、
床または通路面の材料の変更、扉
の取り替え、和式から洋式便器へ
の変更等の費用　※改修業者と契
約する前に必ずケアマネジャー等
に改修内容についてご相談下さ
い。　支給限度基準額／20万円
支給方法／事前申請（ケアマネ
ジャーの理由書等が必要）→介護
保険課より確認通知書送付後着工
→完了報告兼住宅改修費支給申請
により9割を支給
備12とも申請後に訪問調査を
行う場合があります。
問総合支所保健福祉課（世田谷☎
5432－2850 5432－3049、北沢
☎3323－9907 3323－9925、玉
川☎3702－1894 5707－2661、
砧☎3482－8193 3482－1796、
烏山☎3326－6136 3326－61
54）、介護保険課☎5432－2646
5432－3042

ひまわり荘障害者パソコン教室
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　
対区内在住で障害のある方　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分または午
後1時30分から2時間　教材費／
実費
備3月24日㈫午前10時45分～正
午に抽選・説明会あり（要参加）。

担当=障害者地域生活課
申3月2～20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　

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（15日を除く）、26～31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
2天文講座「世界各地の星座たち
～星空の見方・楽しみ方」
日3月14日㈯午後6時30分～7時
30分　講金井三男（元天文博物館
五島プラネタリウム解説員）
3大人のための星空散歩「美しき
銀河の世界」
対高校生以上　日3月28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。いずれも当
日午前9時から観覧券販売。先着
1各回140人23各140人（2は、
小学生以下は保護者同伴）。
問プラネタリウム
☎・ 3429－0780

区民文化祭「郷土芸能大会」
日3月15日㈰午前9時50分～午後
5時20分（予定）　場成城ホール
備当日直接会場へ。
問生涯学習・地域・学校連携課
☎5432－2734 5432－3039

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。

情報せたがや
ハガキ・ファクシミリの記入例は4面にあります

wecan
ハイライト表示
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ハイライト表示
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ハイライト表示

wecan
ハイライト表示




