上町地区のご案内

世田谷(1〜4 丁目)
上町駅

桜木中

世田谷駅

桜(1〜3 丁目)
桜小

この夏からの地元イベントの
特集号です。保存版として、
どうぞご活用ください。

世田谷通り

上町まちづくりセンター

松丘小

弦巻小
弦巻中

弦巻(1〜5 丁目)
★会場が変更になります！

けやき広場

馬事公苑

東京農大
世田谷通り

第 57 回

子ども大会
※内容は下表を見てね！

イベント名

開催日：１０月２９日（日）
会 場：桜小学校体育館

ココです

今年も開催します！お楽しみに♪

馬事公苑

日

時

夏！さくらっ子フェスタ

７月８日(土) 雨天決行

屋台・ステージ・ゲームなど

午後 3 時〜6 時 45 分

会

場

桜小学校校庭
（雨天時体育館）

主催（共催）
桜小学校 PTA（桜栄会・さくら通り共
栄会・世田谷二丁目町会）

（要申込 7/12 まで）

７月１５日(土)・１６日(日)

代官屋敷・上町天祖神社・
郷土資料館・世田谷信用金
庫駐車場入り口

せたがやホタル祭りとサギ草市実行委
員会（世田谷上町町会ほか）/盆踊りは
桜栄会主催

上町まちづくりセンター
２階活動フロアー

上町地区身近なまちづくり推進協議会
生活環境部会

第 37 回せたがやホタル祭り
とサギ草市 ホタル鑑賞・
サギ草市・盆踊りなど

午後１時〜９時
ホタル鑑賞は午後５時〜９時

さぎ草と夏の草花展示会

７月１９日(水)・２０日（木）

（裏面に詳細記事）
松丘小学校 緑陰子ども会
模擬店・ゲーム・盆踊り・松丘
太鼓など

盆踊り大会
世田谷駅前納涼盆踊り大会

午前１０時〜午後４時

７月２２日（土）
午後３時３０分〜６時３０分
盆踊りは午後５時１０分〜

７月２９日（土）・３０日(日)
午後 6 時 30 分〜8 時 30 分

７月２９日（土）・３０日(日)
午後６時〜９時

第 57 回子ども大会
きらきらバッチ・輪投げ・中学
生と遊ぼうコーナーなど

アドベンチャーｉｎ多摩川
東急世田谷線つまみ食い
ウォーキング（先着 2000 名）
上町トライアングル
松丘パークであそぼう！

８月２０日(日)
午前１０時〜午後４時

８月２３日（水）
午前９時３０分〜１２時
雨天時２４日（木）に順延

二子玉川緑地運動場
弦巻区民センター
体育室
馬事公苑前

けやき広場

８月２７日（日）

多摩川河川敷

午前９時３０分〜午後３時

（第三京浜道路下付近）

９月３０日（土）

三軒茶屋駅前と下高井
戸駅前スタート

午前 10 時 30 分〜午後 3 時 30 分

１０月１４日（土）
午後１時 30 分〜3 時 30 分

（商店街で事前登録が必要 9/1~）

松丘小学校校舎内

１０月２２日（日）

上町児童館

子どもたちのお店やさん

午前１１時（予定）〜

(詳細は「児童館のおしらせ」で）

１０月２８日（土）

弦巻小学校校庭

午前 11 時 30 分〜午後 3 時

※雨天時体育館

弦巻小学校 遊び場まつり
上町うたごえひろば
弦巻区民センターまつり
楽器演奏・作品展示・カラオケ

祭リンピック（地域運動会）
子ども〜大人まで参加可

１０月２９日（日）
午後 1 時 30 分〜3 時 30 分

１１月１８日（土）・１９日（日）

桜小学校体育館

午前 10 時〜午後 4 時※

弦巻区民センター
弦巻児童館

１１月２５日(土)

松丘小学校校庭

午前 9 時〜12 時 30 分

※雨天時体育館

各戸配布です。１枚ずつお取りください。

世田谷区たまがわ花火大会実行委員会
世田谷区

世田谷地区高齢者クラブ協議会
第２ブロック
青少年上町地区委員会
アドベンチャーin 多摩川実行委員会
世田谷区教育委員会
世田谷区商店街振興組合連合会
世田谷線沿線ポイント協議会
青少年上町地区委員会
上町児童館こどもまつり実行委員会
弦巻小学校遊び場開放運営委員会
弦巻小学校ＰＴＡ
上町地区身近なまちづくり推進協議会

仮設
事務所
社会福祉事業団
あんしんすこやか
センター

世田谷
信用金庫

上町まちづく
りセンター

文化部会

弦巻区民センター運営協議会
※18 日は 9 時 30 分〜開会式
祭リンピック実行委員会

上町地区キャラクター
「代官ホタルン」

ボロ市通り

上町児童館こどもまつり

世田谷区民まつり実行委員会
世田谷区

上町まちづくりセンター は

第 21 回世高協第２ブロック
大会 踊り・民謡・カラオケ

荒天の場合中止（順延なし）

世田谷区民会館・
区役所中庭・若林公園

世田谷駅前商店街振興組合
（世田谷東町会）

建替えのため︑仮設事務所 に移

８月１９日（土）午後７時〜８時

円光院駐車場

弦巻町会（弦巻共寿会・教育センター
通り商店会）

29

転しました︒工事完成までの２年

第 39 回世田谷区
たまがわ花火大会

午前１１時〜午後９時

弦巻中学校

松丘小学校ＰＴＡ

第 105 号

間︑仮設事務所で業務をしていま

８月５日(土)・６日（日）

松丘小学校校庭
（雨天時は体育館）

オープン卓球大会実行委員会

す︒よろ しくお 願いし ます ︒

第 40 回せたがや
ふるさと区民まつり

弦巻区民センター体育室

発行日
発 行

午後２時〜４時

事務局

７月１５日（土）

オープン卓球大会練習会

平成 年７月１日
上町地区身近なまちづくり
推進協議会 文化部会
上町まちづくりセンター
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地域子ども交流事業

