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せたがやコール ☎5432-3333  FAX 5432-3100

3月の胃がん検診（X線撮影法）

対 区内在住で40歳以上の方(1年以内の受診者、
胃・十二指腸を切除または治療・観察中の方、
妊婦、心臓ペースメーカーを使用している方、
腸閉塞・腸ねん転になったことがある方を除く)

時間／午前9時30分～検診終了
費 1000円（自己負担金）
備 随時受付の大腸がん検診(便潜血検査、自己
負担金200円)も同時に申込可（ハガキに連記可）。
申 2月15日（必着）までに、電話、ファクシミリ
またはハガキ（記入例参照。性別、生年月日、
実施日、会場（第2希望まで）も明記）で世田
谷区がん検診受付センター (〒156-0043 松
原6-37-10 ☎6265-7573 FAX 6265-7559 HP

https://www.setagaya-kenshin.com）へ　
抽選各日6～12人

カビの原因となる結露で困っていませんか
　最近の住宅は気密性が高いため、室内で発生
した水蒸気が外に出て行きにくく、冬は室内のよ
り冷えた箇所に結露しやすくなります。こまめに
換気をし、水蒸気を外に逃がしましょう。
●次の点に注意して下さい
・入浴後は浴槽のふたや浴室のドアを閉める
・石油やガスのファンヒーター等の使用時は、1
時間に2～3分窓を開けて換気をする
・24時間換気システムを常時稼働させ、必ず給
気口を開けておく
・加湿器の使い過ぎに気を付け、 湿度50 ～
60％を目安に使用する
問 世田谷保健所生活保健課
☎5432-2903 FAX 5432-3054

都営住宅入居登録者募集
募集住宅／①家族向けポイント方式＝抽選とは異
なり、住宅困窮度のポイントが高い世帯を使用
予定者として登録する方式②抽選方式＝単身者
向け（60歳以上）・シルバーピア（65歳以上）
※抽選方式の募集では、居室内で病死等があっ
た住宅等を含む。
備 詳しくは、「募集のご案内」（2月1～9日に区
営住宅等窓口センター（用賀4-13-3 2階）、区
役所庁舎案内、住宅管理課、生活支援課、総
合支所くみん窓口・出張所・ま ち

づくりセンター、（一財）
世田谷トラストまちづくり（いずれも土・日曜を
除く）、キャロットタワー 2階住民票・印鑑証明発
行窓口、烏山区民センター窓口（土・日曜も可）
で配布）をご覧下さい。
申 2月15日（必着）までに、所定の申込書（「募
集のご案内」にあり）を郵送
問 東京都住宅供給公社都営住宅募集センター（2
月15日までは☎0570-010-810、募集期間以
外は☎3498-8894 FAX 3409-4527）、 区住宅

救急通報システムを設置します
　自宅内で急病や事故等の緊急事態が起きたと
きに、小型無線発信機を押すことで民間の受信
センターに通報され、東京消防庁に連絡します。
対 18歳以上の身体障害者手帳1・2級または難病
患者の方で、ひとり暮らしまたは同居家族が就労
等のため、1人でいることが多い方※日常生活状
況等によっては、対象とならない場合があります。
備 音声による119番通報が困難な方向けに、
スマートフォンやファクシミリで通報する制度
があります。詳しくは、東京消防庁（☎3212-
2111 FAX 3213-1478）へお問い合わせ下さい。
問 各 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）、障害施策推
進課☎5432-2414 FAX 5432-3021

2年分確定申告書の作成・送信は
国税庁ホームページから
　国税庁ホームページ「確定申告書作成コー
ナー」からの作成・送信（提出）が便利です。
問 税 務 署（世 田 谷 ☎6758-6900、 北 沢 ☎
3322-3271、玉川☎3700-4131
HP https://www.nta.go.jp/）

2年度第3回東京都合同不動産等公売の実施
備 詳しくは、区のホームページをご覧下さい。
問 納税課 ☎5432-2823 FAX5432-3012

保健センターから
1はじめての健康体操講座〜体力づくりに役立
つ手軽に行える体操を紹介します
日 2月24日～3月31日の毎週水曜午前9時40分
～10時50分（全6回）
2ココロとカラダをリラックスⅢ〜自律神経を整
えるリラックス法を体験しませんか
日 3月2～23日の毎週火曜午後2時20分～3時
10分（全4回）

対 区内在住・在勤で18歳以上の方
場 保健センター (松原6-37-10保健医療福祉
総合プラザ内)
費 1回400円（指導料）
備 初めての方優先。マスクの着用必須。運動
のできる服装でお越し下さい。
申2月4日(必着)までに、電話、ハガキ（記入
例参照。性別、生年月日も明記）またはホー
ムページで保健センター (〒156-0043 松原
6-37-10 ☎6265-7473 FAX 6265-7429 HP

http://www.setagayaku-hokencenter.
or.jp/)へ　抽選120人212人

がん患者等就労相談のご案内
　仕事を続ける上での問題や求職時の不安等に
ついて、看護師・社会保険労務士が解決のお手
伝いをします。
相談方法／面談（予約制）
対 がんで療養中の方及びその方の親や子、兄弟
姉妹、パートナー等（どなたかが区内在住）
日 2月13・27日いずれも土曜午前9時～正午
場 三茶おしごとカフェ
申 電話で保健センター（☎6265-7536 FAX 6265-
7429）へ

管理課☎5432-2498 FAX 5432-3040、区営住
宅等窓口センター☎6805-6523 FAX 6805-6573

（いずれも土・日曜、祝日を除く）

世田谷区マンション交流会
テーマ／コロナ禍の管理組合運営
対 分譲マンション居住者、管理組合理事等
日 3月6日㈯午後1時30分～4時30分
場 烏山区民センター
担当=居住支援課
申 3月2日までに、電話で住まいサポートセンター

（☎6379-1420 FAX 6379-4233）へ　先着30人

爽やかな香りで心身のリラックス！
ぼんたん湯を実施します
日 2月6日㈯
場 区内公衆浴場
費 大人470円、中人（小学生）180円、小人（未
就学児）80円（入浴料）
備 営業時間は各公衆浴場で異なります。各浴場
先着180人に粗品を進呈。詳しくは、区のホー
ムページをご覧下さい。
問 商業課 ☎3411-6667 FAX 3411-6635

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（2月）
内容／①ちびっこタイム（幼児から小学校低学年
向け）「カノープスを見つけて長生きしよう」②「も
うひとつの地球～太陽系外惑星をさがせ」③「宇
宙138億年カレンダー」
日 毎週土・日曜（21日を除く）、祝日（11・23日）
①午前11時から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
「クラシック特集〜冬の夜空に煌

きら

めく愛の調べ」
日 2月13日㈯午後6時30分～7時30分
3大人のための星空散歩「はやぶさ2の軌跡」
対 高校生以上
日 2月27日㈯午後6時30分～7時30分

備 補聴支援システム（磁気誘導ループ）を設置。
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。2は小学生以下保護者同伴。
先着1各回70人23各70人。
場・問プラネタリウム ☎・FAX 3429-0780

世田谷区社会福祉協議会 終活相談会
対 区内在住で終活に関心のある方
日 3月19日㈮

場 北沢タウンホール
申 ①は電話またはファクシミリ（記入例参照）で（社
福）世田谷区社会福祉協議会（☎5429-1180 
FAX5429-1202）へ　先着80人

区役所  〒154-8504 世田谷4-21-27　 HP  https://www.city.setagaya.lg.jp/ 令和3年（2021年）2月1日

住まい・街づくり

健康・衛生

お詫びと訂正  1月1日号10面に掲載の「せたがや生涯スポーツセミナー」の講師名に誤りがありました。正しくは、「柳亭市弥（落語家）」です。お詫びして訂正します。
　　　　　　問 スポーツ推進課 ☎5432-2742 FAX5432-3080

6面へつづく【催し物】

障害のある方

実施日 会場

1日㈪、11日㈭、13日㈯、
15日㈪、19日㈮、27日㈯

保健センター
（松原6-37-10）

1日㈪、17日㈬ 玉川せせらぎホール
（等々力3-4-1）

10日㈬、19日㈮ 玉川医師会館
（中町2-25-18）

2日㈫、11日㈭、15日㈪、
25日㈭ 砧総合支所

3日㈬、12日㈮、18日㈭、
22日㈪ 烏山区民センター

23日㈫ 深沢区民センター

9日㈫、24日㈬ 北沢タウンホール

16日㈫、26日㈮ 教育センター

▲プラネタリウムで見る冬の星空と天の川

催し物

税　金 TAX

スマートフォンをご利用の方は、こちらから▶

内容 時間

① 笑って学ぶ終活漫才！
「老後の備え」

午前10時30分～
11時30分

②
相談コーナー（相続、遺
言、死後事務、身元保証、
不動産、施設、葬儀等）

午前11時30分～
午後1時


