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19）　500円　（ZUTTO-KOKO
☎3439－1650岩瀬）
♣もっと語ろう不登校p

パ ー ト

art205　
9／10（土）14時から人の泉・オープ
ンスペース“Be!”（赤堤1－15）　300
円　（もっと語ろう不登校☎5300
－5581佐藤　火・木曜15〜18時に）　　　　
◆話して覚える初級英会話　9／
12（月）13〜14時、21（水）16〜
17時　代田区民センター　1回千
円　要申込　（エレメンタリー英
会話☎080－6786－6376永田）
♣園芸講座「冬越し野菜①（春キャ
ベツ、ラッキョウ、タマネギ、ニンニ
ク 他）」　9／14（水）13〜14時半　
リサイクル千歳台　500円　要申
込（お子様連れ可）　（NPO法人え
こひろば☎080－5025－2281
あべ）　先着20人
♣相続･不動産無料相談会　9／
15（木）13〜16時半　三茶しゃれ
なあどホール　要申込　（NPO法人
日本地主家主協会☎3320－6281）

催 し 物
(♣は区の後援事業)　
♣第18回玉川福祉フェスティバル　
9／3（土）10時半〜15時　尾山台地
区会館　（同実行委員会☎5758
－3546森口）
◆第32回わくわく公園 青空まつり　
9／3（土）11〜15時　世田谷プレー
パーク（雨天の際は4（日））　（同実
行委員会☎3795－2160金子）
◆健康増進のスポーツ吹矢体験会　
9／4（日）・12（月）・19（祝）・26（月）
いずれも10〜12時　祖師谷ふれ
あいセンター　1回500円　要申
込　（成城ふく吹く会☎090－87
73－2595髙島）
◆こどもパラグライダーちょこっと
体験会　9／4（日）10〜16時　兵庫島
公園　こども3千円　要申込　（た
まっパラ☎044－819－0077松原）
◆第8回木の実会油絵展　9／6

（火）〜11（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
☎3421－9224堀内）
◆ITFのパソコン初級・応用講座　
19／7（水）午前=パソコン入門①、
午後=インターネット　28（木）午
前＝画像処理、午後=エクセル（回
覧板①）　314（水）午前=パソコ
ン入門②、午後=ワード応用　428

（水）午前=エクセル基礎①、午後
=ワード基礎①　529（木）午前=
メール、午後=エクセル（回覧板②）　
いずれも午前＝10〜12時半、午後
=13時半〜16時　市民活動支援
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）
◆ふれあい茶の湯の会（裏千家）見
学･体験会　9／7・21（水）19〜21時、
9／12・26（月）10〜12時　太 子 堂
区民センター　体験800円　要申

込　（同会☎3421－3634佐久間）　
◆日常や海外旅行で活

い

かせる「超
やさしい英会話教室」（超初級～）　
9／8（木）13〜14時、16（金）11
〜12時、13〜14時、19（祝）10〜
11時　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）
♣英国こどものホスピス　9／10

（土）①10〜12時＝遊びの広場②
13時半〜16時＝講演会　成城ホー
ル　千円　（アニマシオントイ☎
080－3484－1159渡辺）
♣松原5・6丁目地域の文化祭「ふれ
あい絆

きずな

フェスタ」　9／10（土）10
〜18時　都立光明特別支援学校

（松原6－38）　（同自治会☎3321
－2422伊藤）
♣オレンジカフェ KIMAMA（認知
症の本人と家族、住民、専門職の交
流の場～ギターの弾きかたり）　9
／10（土）13時半〜15時半　グラ
ニー千歳船橋・世田谷（桜丘4－

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。

【掲載対象】

問広報広聴課
☎5432−2009 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。

区民のひろば

訪問看護のお仕事への再就職を
考えてみませんか
内容／訪問看護の魅力と実際の仕
事、最近の在宅医療機器の使い方等
対 看護師、准看護師の資格をお持
ちで離職中・求職中の方など　
日10月8日㈯午後2時〜4時　
場 男女共同参画センターらぷらす　
備 保育可（要予約、先着10人）。
申 9月21日までに、電話で世田谷
区福祉人材育成・研修センター（☎
5429－3100 5429－3101）へ　
先着40人

障害のある方
障受給者証を9月1日に更新します
　所得制限等により対象外になっ
ていた方や28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保険
者)の27年中の所得が基準以下
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、28年度住民税が課税
の場合は、対象となりません。

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～29年3月）

対 区内在住で障害手帳等をお持
ちの方

コース・曜日 時　間
① 基礎コース(火曜) 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

② テーマ別選択応用
コース(金曜)

③ 視覚障害者向け
(木曜)

場 ひまわり荘　教材費／実費

備 9月20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 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)
でNPO法人ウィーキャン世田谷
(☎・ 6804－7935）へ　抽選①
②各5人③2人

催 し 物
区民文化祭「邦楽大会」
日 9月22日㈷午後0時30分〜5時
場 成城ホール
問 生涯学習・地域・学校連携課
☎5432－2734 5432－3039

都市農業課から
1ふれあい農園「リンゴもぎとり」
農園名 所在地 開園日

内海
果樹園

千歳台
4－10

9月4日 〜11月 下 旬
の毎週日曜、祝日

高橋
果樹園

八幡山
2－13

9月18日〜11月下旬
の毎週日曜、祝日

いずれも午前10時〜午後3時　
料金／1㌔ 1000円（もぎとりした
分の量り売り）
2ふれあい農園「栗ひろい」
日 9月11日〜10月中旬の毎週日曜
午前10時〜正午　場 島田果樹園

（千歳台2－23）　
料金／1㌔ 900円（拾った分の量り
売り）
備 いずれも当日分がなくなり次
第終了。駐車場はありません。2
の実施日は、お問い合わせ下さい。
問 12 せたがやコール

リサイクル千歳台フリーマー
ケットの開催・出店者募集
対 区内在住の方　日9月18日㈰午
前10時〜午後2時　出店料／300円
備 駐車場はありません。
申 9月9日（必着）までに、往復ハガ
キ（記入例参照）でリサイクル千歳
台（〒157－0071千歳台1－1－5
☎5490－1020 5490－3267）
へ　抽選18区画

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(9月)
日 土・日曜（18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③午後3時30分から

2星空CDコンサート
「星空の歌姫～エンヤ特集」

日9月10日 ㈯ 午後6時30分 〜7時
30分　※小学生以下は保護者同伴。
3大人のための星空散歩

「もし、地球に月がなかったら」
対高校生以上　
日9月24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
ページをご覧いただくか、お問い
合わせ下さい。いずれも当日午前

9時から観覧券販売。　先着1〜
3各回140人。
問プラネタリウム☎・ 3429－0780

使いきれない食材を美
お い

味しく
変身「サルベージパーティー」
内容／余りがちな缶詰の新しい食
べ方、魚のさばき方（簡単な調理体
験・試食付き）　日9月24日㈯午後
1時30分〜3時30分　場 東京すし
和食調理専門学校（池尻2－30－
14）　参加費／1000円　
講志田由彦（フレンチ・イタリアン
シェフ）　
備 エプロン持参。ご家庭で食べき
れない食品（賞味期限（要明記）内
で未開封のもの（冷凍・冷蔵を除
く））をお持ちいただける方は、申
込みの際に食品の種類・量をお知
らせ下さい。
担当＝清掃・リサイクル部事業課
申 9月15日までに、電話（月・水・金
曜の午前11時〜午後5時）または
ファクシミリ（記入例参照）でNPO
法人健康フォーラムけやき21（☎
5799－7132 5799－7192）へ　
抽選20人

仕事・産業【5面からのつづき】

催し物等 日時等

1 機織り体験 　
対象／身長135㌢以上

9月11日㈰、10月9日㈰
いずれも午後1時〜3時

2 お手玉作り 　 9月17日㈯午後1時〜3時

3 ミニ草
ぞ う

履
り

作り教室 　
対象／小学生以上

9月24日㈯①午前10時〜正午②午後1時〜
3時(受付は各回終了30分前まで)

4
包丁研ぎ教室（文化（三徳）、菜
切り）　
対象／18歳以上

9月25日㈰①午前10時〜正午②午後1時
30分〜3時30分　

5 糸つむぎ教室 　
対象／小学3年生以上

9月25日㈰①午前11時〜11時50分②午後
1時〜1時50分③午後2時〜2時50分(受付
は各回開始15分前から)

6 紙すき教室 　
対象／小学生以上

9月25日㈰、10月23日㈰いずれも①午前
10時30分〜正午②午後1時〜2時30分(受
付は開始30分前から終了45分前まで)

申 4は9月13日(必着)までに、往復ハガキ(記入例参照、希望回、包丁の種
類も明記)で民家園係(〒157－0067喜多見5－27－14☎3417－5911
3417－5961)へ　抽選4各回7人　先着5各回5人6各回10人　
問 15次大夫堀公園民家園☎・ 3417－8492、236岡本公園民家園
☎・ 3709－6959

民家園から　　　  場 145次大夫堀公園民家園 236岡本公園民家園

▲迫力ある映像を交え惑星を巡ります

ハガキ・ファクシミリの
記入例は 4面にありますせ た が や 情 報 ・ 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。

対 対象 場 会場 講 講師 備 ほかの情報 申 申込方法 問 問合せ先日 日時・日程 当日直接会場へ
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