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第4回世田谷区産業振興基本条例検討
会議の傍聴
日 3月26日㈮午後6時30分～8時30分
場 三茶しゃれなあどホール
備オンラインでの開催となる場合があります。詳
しくは、区のホームページをご覧下さい。
申 3月25日までに、電話またはファクシミリ（記
入例参照）で産業連携交流推進課（☎3411-
6644 FAX 3411-6635）へ　先着10人

電子申請可

都市計画審議会の傍聴
予定案件／1地区計画の決定（千歳烏山駅周辺
地区）2高度地区の変更（千歳烏山駅周辺地区）
3防火地域及び準防火地域の変更（千歳烏山駅
周辺地区）4地区計画の変更（南烏山五丁目補
助216号沿道地区）5用途地域の変更（千歳烏
山駅周辺地区）6東京都日影による中高層建築
物の高さの制限に関する条例第4条の規定による
図書の変更（千歳烏山駅周辺地区）
※1～5は諮問、6は報告。案件は追加・変更
する場合あり。
日 4月8日㈭午後2時～4時
場 区役所第2庁舎4階区議会大会議室
担当＝都市計画課
申 3月15日までに、電話またはファクシミリ（記
入例参照。希望する案件番号も明記）で せた
がやコールへ　抽選各15人

電子申請可

警察官立会い自転車防犯登録
日 3月14日㈰午前10時～正午（雨天実施）
費 660円
持参するもの／自転車（譲り受けた場合はそれ
を証明できるもの、インターネット等で購入の場
合は販売証明書）、所有者の住所・氏名が確認
できるもの（運転免許証等）、印鑑

問 交通安全自転車課
☎5432-2516 FAX 5432-3084

区内の社会教育関係団体等に対し、
講師料の一部を助成します
対 5月～4年3月に行う学習会
助成額／ 1万3000円以内（所得税込み）
応募要件／①文化・学習活動（スポーツを除く）
及び子ども会活動を行う構成員5人以上（過半
数が区内在住・在勤・在学者）の社会教育関係
団体等（本事業以外から助成金を受けている団
体を除く）②会場を確保し、1回2時間程度の学
習会が実施できる③会員だけでなく地域に参加
を呼びかけ､ 15人以上の出席者の見込みがある
④講師等は、会員が講師となる内部講師でない
⑤政治活動､ 宗教活動または営利事業を行った
り、他の営利事業に団体の名称を利用させるも
のではない

※応募要件を満たさないもの、同一と思われる
団体による重複応募は全て無効。
申 3月15日（消印）までに、ハガキ（①団体名②
代表者住所・氏名・電話番号③会員の人数とそ
のうちの区内在住・在勤・在学者の人数④学習
会予定月⑤予定テーマ・内容を明記）で、生涯学
習・地域学校連携課（☎5432-2734 FAX 5432-
3039）へ　抽選160団体（予定）

電子申請可

都市計画道路補助第128号線（桜）が
通行できるようになります
区間／世田谷二丁目～桜一丁目（さくら通り～
桜木中学校北側区間）
日 3月20日㈷正午から
担当＝道路計画課
問 都第二建設事務所工事第一課
☎3774-9003 FAX 3774-0328

中高年世代向け情報誌
「おとな・り（re）」17号の発行
内容／インタビュー＝井山庄念（仏像彫刻師）、特
集＝せたがやを歩こう～国分寺崖

がい

線
せん

を体感しなが
らおもいはせの路を歩く
備 3月5日から市民活動・
生涯現役推進課、 ま ち

づくりセ
ンター、区民センター、
図書館等で配布。
問 市民活動・生涯現役推
進課
☎6304-3176
FAX 6304-3597

令和3年度指定保養施設利用券の
受付を開始します
対 区内在住で原則2人以上
利用期間／ 4月1日～9月30日
利用日数／利用期間中4泊まで
3年度分申請受付開始日／ 3月15日
備 対象施設、利用方法等詳しくは、パンフレット（3
月15日から総合支所くみん窓口・出張所・ま ち

づくりセ
ンター、区民健康村・ふるさと交流課で配布予
定）、または区のホームページをご覧下さい。
担当＝区民健康村・ふるさと交流課
問 せたがやコール

地域デイサービスを実施する会場を提供
してくださる方を募集しています
　高齢者の介護予防や閉じこもりの防止を目的
とした、地域の皆さんの支えあいによる通いの
場である「地域デイサービス」について、運営
団体が活動できる活動場所を提供してくださる方
や事業者を募集しています。
　「所有している空家を活用してほしい」、「施設
の一部を開放したい」等、「地域デイサービス」
にご興味がある方は、ぜひお問い合わせ下さい。
問 介護予防・地域支援課
☎5432-2953 FAX 5432-3085

「食事サービス活動推進の会」会員募集
　食事サービスサポートセンター「だんらん」（鎌
田3-13-1）で、会食や配食サービス等の食を通じ
た自主的な活動を行う団体で構成している会です。
対 高齢者の食事に関する活動を行う区内在住・
在勤・在学の個人及び団体
備 申込方法等詳しくは、お問い合わせ下さい。
問 高齢福祉課
☎5432-2407 FAX 5432-3085

学校職員課から
1幼稚園短期任用講師（登録者）
対 幼稚園教諭免許状を有する方
勤務日数／週28時間以内
時給／ 1946円～ 2824円
登録期間／ 4年3月31日まで
募集期間／随時
2学校給食栄養管理補助員（登録者）
対 栄養士資格を有する方
勤務日数／月10～14日
月給／約9万円～12万7000円
登録期間／ 4年3月31日まで
募集期限／ 3月31日

備 採用は必要のつど。詳しくは、区のホーム
ページをご覧下さい。
問 学校職員課 ☎5432-2672 FAX 5432-3025

「新成人のつどい」実行委員
内容／ 4年に行われる成人式の式典や催し物の
企画・運営
対 18歳以上24歳以下の方
募集人数／ 10人程度
担当＝区民健康村・ふるさと交流課
申 5月9日までに、電話またはファクシミリ（記入
例参照）で せたがやコールへ
※区のホームページからも申込可。

東京リハビリテーションセンター世田谷
（障害者支援施設梅ヶ丘）入所希望者の募集

対 3年度中に入所し、同施設内の生活介護の利
用を希望する方
申4月1日から、所定の申込書（総合支所保健
福祉課にあり。区のホームページからダウンロー
ド可）を総合支所保健福祉課（世田谷☎5432-
2865 FAX 5432-3049、北沢☎6804-8727 FAX

6804-8813、 玉 川 ☎3702-2092 FAX 5707-
2661、砧☎3482-8198 FAX 3482-1796、烏山
☎3326-6115 FAX 3326-6154）へ
問 障害者地域生活課 ☎5432-2422 FAX 5432-3021

ひまわり荘障害者パソコン教室
（4月～ 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 区内在住で障害者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
場ひまわり荘
費 教材費実費
備 3月23日㈫午前10時45分～正午に抽選・説
明会あり（要申込・要参加）。
担当＝障害者地域生活課
申3月19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（☎・ FAX 6413-
0705）へ　抽選①②各回3人③各回2人

区の手続きや施設・イベント案内はせたがやコールへ ☎5432-3333  FAX 5432-3100 午前8時〜午後9時（年中無休）

災害情報
▶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 メガヘルツ
　（エフエム世田谷のホームページから
　 も聴取できます）

マーク概要
対 対象（特に記載がない場合、参加対象は、区内在住・在勤・
在学者）　日 日時・日程　場 会場　 当日直接会場へ
講 講師　費 費用（特に記載がない場合、無料）
備 ほかの情報　申 申込方法　問 問合せ先

はパソコン、 はパソコン・スマートフォン（一部）で
区のホームページから申込可。※一部対応できない機種があります。

休業します

3月3・29～31日
施設・設備メンテナンスのため

産後ケアセンター

情報
i n f o r m a t i o n

おしらせ

募　集

障害のある方

会場 問合せ先

世田谷警察署
（三軒茶屋2-4-4）

菅原輪業
☎・FAX3411-1875

北沢警察署
（松原6-4-14）

中嶋サイクル
☎・FAX3466-5601

玉川警察署
（中町2-9-22）

タシロ自転車店
☎3427-3459 FAX3427-2977

杉田輪業
（南烏山4-12-12）

杉田輪業
☎3308-0316 FAX3308-0329

「おとな・り（re）」17号の表紙▶

●本紙掲載の催し物等は、新型コロナウイルス感染症の予防のため、中止等になる場合がありますので、事前に区のホームページをご覧いただくか、担当課までお問い合わせ下さい。
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