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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。

経堂地区会館別館　2回2千円　要
申込　（手編みコスモス☎3324－
1899島　18時以降に）
♣第11回 私が、家族が、認知症に
なる前にできる事。後見や遺言書
など今のうちから考えるセミナー 
3／15（金）13時半～16時　三茶
しゃれなあどホール　電話または
ファクシミリで勝司法書士法人

（☎ 5472 － 7286 5472 －
7287）　先着20人
◆「水彩画」初心者講習会　3／16、
4／6（土）10～11時半　デイ・ホーム
世田谷　1回千円　要申込　（ひま
わり☎3429－0016近藤　18時以
降に）
◆第18回森のつどい「ギター＆尺八
＆話フォーマンスのコンサート」　3
／16（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きりう）
♣清明亭の近代建築研究者及び工
事担当者による講演と見学の会　
3／17（日）12時半から深沢区民
センターほか　1300円　電話ま
たはファクシミリでNPO法人せ
たがや街並保存再生の会（☎・
3483－7266）　先着30人

催 し 物
(♣は区の後援事業)
◆①「おひなさまを飾りました」②工
房作家の二人展（「布を織る人」大嶋
夕子＆

アンド

「袋を作る人」左時枝）　①3
／3（日）までの12～17時②3／21

（祝）～24（日）10～17時　いずれ
もあかねこうぼう（祖師谷4－7）　

（あかねこうぼう☎090－6652
－9627大嶋）
♣母子・父子家庭あつまれっ！子ど
も歯磨き教室・間違えてはいけな
い子育て講座　3／3（日）9時半～
11時半　生活工房ワークショップ

（キャロットタワー4階）　１世帯500
円　要申込　（世田谷区母子寡婦
福祉連合会☎3866－0771奥村）
♣お酒の悩みを共有する会〜①世
田谷断酒例会②懇談会③五心会　
①3／3（日）14～16時＝経堂地区会
館②7（木）18時半～20時半＝用賀区
民集会所、14（木）18時半～20時半＝
砧総合支所③21（祝）18時半～20時
半＝太子堂区民センター　100円　

（NPO法人東京断酒新生会世田谷
断酒会☎3439－8873山田）
◆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〜）　
3／8（金）14～15時、11（月）11～

12時・14～15時、15（金）14～15
時　明大前駅近辺　１回千円　要
申込　（シニア・イングリッシュ☎
080－2175－0062道川）
◆健康のために楽しく踊りましょう
〜東京五輪音頭2020・佐渡おけ
さ・相川音頭　3／8（金）、13（水）、
22（金）、28（木）14～16時半　駒沢
地区会館　1回200円　（さざ波会
☎090－7907－6202仲村）
♣みんなよっといで このゆび・
とーまれ 第5弾〜赤ちゃんからお
年寄りまでの昔あそびイベント　
3／9（土）13～15時　弦巻区民セ
ンター（雨天中止）　（いもむしご
ろごろ☎5477－7283森）
♣もっと語ろう不登校p

パ ー ト

art233　
3／9（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）
◆話して覚える初級英会話　3／10

（日）12時半～13時半　桜新町区民集
会所　千円　要申込　（エレメンタ
リー英会話☎080－6786－6376永田）
♣せたカフェ｢第27回認知症カフェ
〜マイケアプラン島村八重子さん
に聞く、認知症の人のケアプラン」　
3／10（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
◆ピアノに合わせてジャズやポッ
プスをみんなで歌ってみませんか？

（発声と歌い方指導）　3／11（月）13
時半～15時半　駒沢大学駅近辺　
2千円　（駒沢ジャズ☎080－3309
－9796湯浅）
♣園芸講座「春野菜の種まき、挿し
芽・挿し木」　3／13（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
◆お母さんのための養育講座〜

「受けとめること」って？子どもと親
の安心と安定を願って（託児あり）　
3／15（金）10時半～12時　成城ホー
ル　電話またはファクシミリでNPO
法人日本子どもソーシャルワーク
協会（☎5727－2133 3416－
6994）　先着15人
◆初めてのイングリッシュカンバ
セーション　3／15（金）11～12時、
13～14時　上馬地区会館　1回千
円　要申込　（ベイシックデイリー
EC☎090－4710－0847太田）
◆手編み講習会（花のモチーフ編
み 優雅なベスト、ブラウスを作りま
しょう） 　3／15・22（金）14～15時半　

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

仕 事 ・ 産 業
区内中小企業の事業主の皆さんへ
〜セラ・サービスのご案内
　セラ・サービスでは、区内の中小
企業で働く方のための福利厚生
サービスを提供しています。
主なサービス内容／事業主の方
の管理費の削減（従業員の定期健
康診断補助）、キャリアアップ（資格
試験受験料補助）、健康増進（人間
ドック補助・温泉施設等チケット割
引販売）、余暇の充実（宿泊補助、
遊 園 施 設・各 種 チケット割 引 販
売）、冠婚葬祭（給付金等）
対 区内の中小企業従業員と事業主

（事業所単位で加入）　
入会金／1人500円　
月会費／1人600円
備 詳しくは、セラ・サービスのホーム
ペ ージ（ http://www.setagaya-
icl.or.jp/sela/）をご覧いただくか、
お問い合わせ下さい。

問（公財）世田谷区産業振興公社
☎3411－6655 3412－2340

女性活躍推進の本質と重要性
〜人と組織が輝く未来を目指して
対 事業主または人事・労務担当者、
関心のある方　
日 4月11日㈭午後2時～4時　
場 三茶おしごとカフェ　
講 山岡正子（キャリアコンサルタント）
申 電話またはファクシミリ（記入例
参 照）で 三 茶 おしごとカフェ（☎
3411－6604 3411－6690）へ　
先着28人

障害のある方
ひまわり荘障害者パソコン教室

（4〜9月）
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 区内在住で障害手帳等をお持ち
の方　
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～午
後0時30分または午後1時30分～
3時30分　
受講料／無料（教材費実費）
備 3月19日㈫午前10時45分～正
午に抽選・説明会を開催（要参加）。
担当＝障害者地域生活課
申 3月18日午後4時までに、電話ま
たはファクシミリ（記入例参照。①
～③の別も明記）でNPO法人ウィー
キャン世田谷（☎・ 3707－2901）
へ　抽選①②各回5人③各回2人

催 し 物
世田谷区民文化祭「郷土芸能大
会」
日 3月17日㈰午前9時50分～午後
5時45分　
場 北沢タウンホール
問 生涯学習・地域学校連携課
☎5432－2734 5432－3039

「世界自閉症啓発デー」及び
「発達障害啓発週間」パネル展示

日 3月26日㈫～4月5日㈮　
場 区役所第2庁舎１階エントラン
ス
問 障害者地域生活課
☎5432－2227 5432－3021

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 毎週土・日曜（17日除く）、21日

㈷、26日㈫～29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「北斗七星と北極
星」）②午後1時30分から、午後3
時30分から（新番組「オーロラの
不思議～アラスカの星空ととも
に」）

▲一般投影「オーロラの不思議」
　ドームいっぱいに広がるオーロラをお楽し

み下さい
2大人のための星空散歩　
歴史の中の天文現象〜日本編
対 高校生以上　
日 3月23日㈯午後6時30分～7時
30分　
3天文講座「宇宙の謎にいどむ国
立天文台」
日 3月9日 ㈯ 午 後6時30分 ～7時
30分
講山岡均（国立天文台天文情報セン
ター広報室長）
備 いずれも観覧料等詳しくは、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。当日午前
9時から観覧券販売。3小学生以下
は保護者同伴。先着1各回140人
23各140人。
場・問 プラネタリウム
☎・ 3429－0780

民家園から
1糸つむぎ教室
対 小学生3年生以上　
日 3月10日㈰①午前11時～正午
②午後1時～2時（受付は開始15

分前から）
2ぶんぶんコマ・紙玉鉄砲作り
日 3月16日㈯午後1時～3時
3紙すき教室
対 小学生以上　
日 3月24日㈰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）
備 先着1①②各5人3①②各10
人。
場・問 1次大夫堀公園民家園☎・
3417－8492、23岡本公園民家
園☎・ 3709－6959

世田谷区遺跡調査速報展
〜最近の発掘・整理調査から
日 3月9日㈯ ～4月7日㈰ 午 前9時
～ 午 後5時（入 館は午 後4時30分
まで）　
場 郷土資料館
問 生涯学習・地域学校連携課
☎5432－2726 5432－3039

ダンスフェスティバル
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日 3月17日㈰午後3時～5時（開場
は午後2時30分）　
場 世田谷区民会館
備 入場整理券は午後2時から配布。
問 青少年交流センター池之上青少
年会館☎3413－9504 3419－
0889

第39回代田陶芸教室作品展
日 ①3月19日㈫午後1時～4時②3
月20日㈬午前10時～午後4時③3
月21日㈷午前10時～午後2時　
場 世田谷区民会館
備 陶芸作品のチャリティーバザー
もあります。
問 市民活動・生涯現役推進課
☎5432－2403 5432－3005

◀︎ホームページはこちら
から

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 ▶災害・防犯情報メール配信サービス http://www.bousai-mail.jp/setagaya/

▶公式ツイッター @setagaya_kiki
▶FMラジオ83.4　  （エフエム世田谷のホームページからも聴取できます）メガ
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