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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。
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ピースセミナー『「安くて、おしゃれで、かっこ
いい」の裏側～世界の貧困・紛争とわたしたち』

日 2月20日㈯午後2時～4時
場 成城ホール集会室
講 佐伯奈津子（名古屋学院大学国際文化学部准教授）
担当=生涯学習・地域学校連携課
申 2月11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　抽選30人

認知症サポーター養成講座
日 3月3日㈬午後2時～3時30分
場 三茶しゃれなあどホール
備 認知症サポーターの証としてオレンジリングを
お渡しします。
担当＝介護予防・地域支援課
申 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　先着60人

認知症を勉強しましょう
～病気の理解からケアまで
対 介護をしている家族の方・勉強してみたい方等
日 2月27日㈯午前10時～午後3時30分
場 烏山区民センター
講 古田伸夫（浴風会病院医師）、島田孝一（東
京都認知症介護指導者）
担当＝介護予防・地域支援課
申 電話またはファクシミリ（記入例参照）で
NPO法人語らいの家（☎5429-8855 FAX 5429-
8856）へ　先着50人

図書館活用講座（中級編）
「図書館を活用して認知症予防」

日 3月7日㈰午後2時～4時30分
場 教育センター
講 結城俊也（専門理学療法士）
備 手話通訳あり（2月10日までに要予約）。
担当＝中央図書館
申 2月15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　先着50人

土と農の交流園公開講座～庭木の手入れ
日 3月6日㈯午前10時～正午
場 土と農の交流園（桜上水2-11）
講 田中哲（東京農業大学グリーンアカデミー講師）
担当＝市民活動・生涯現役推進課

申 2月8日までに、電話（午前9時～午後4時※
土・日曜を除く）で東京農業大学グリーンアカデミー

（☎5477-2561 FAX5477-2647）へ
先着17人 ※申込みは電話のみ

野菜づくり講習会
内容／農家の指導の下で種まきから収穫までを体験
対 区内在住で18歳以上の方（受講経験のない方優先）
日 ①4月～4年2月の土曜（月1～4回）午前9時
から②4月～12月の原則第2・4火曜午前9時から
場 ①次大夫堀自然体験農園②瀬田農業公園（分園）
費 ①2万円②1万5000円（いずれも指導料及び
傷害保険料等を含む）
担当＝①都市農業課②公園緑地課
申 2月15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　
抽選①30人②20人
※区のホームペー
ジからも申込可。

筑駒アカデメイア公開ワークショップ
（オンライン開催）
テーマ／駒場将棋道場～将棋の世界を知ろう
日 3月27日㈯午後1時～4時
講 勝又清和（日本将棋連盟プロ棋士七段）、同校生徒
担当＝生涯学習・地域学校連携課
申 2月2～26日 に、 ホ ー ム ペ ージ（ HPhttps://
www.komaba-s.tsukuba.ac.jp/akademeia/）
から筑波大学附属駒場中・高等学校公開ワーク
ショップ 係（☎3411-8521 FAX 3411-8977）へ　
抽選30人

清掃・リサイクル部事業課から

1家具の修理講座
日 2月21日㈰午前9時30分～午後4時
材料費／実費
備 修理したい家具（木製品）を持参。金属・プ
ラスチック加工が必要なものはご遠慮下さい。修
理道具不要。不具合の状況を伺います。
2パソコンの楽しい分解体験で3Rを学ぼう
対 区内在住の小学生（3年生以上）・中学生と保護者
日 3月7日㈰①午前10時30分～正午②午後2時
～3時30分
費 800円
備 筆記用具を持参。駐車場はありません。

場 1エコプラザ用賀2リサイクル千歳台
申 1は2月14日までに、電話でエコプラザ用
賀（ ☎3708-4081 FAX 3708-4082）、 2 は
2月19日（必着）までに、往復ハガキ（記入
例参照）またはホームページからリサイクル千
歳 台（〒157-0071 千 歳 台1-1-5 ☎5490-
1020 FAX 5490-3267 HPhttps://ecoccle-
setagaya.jp/）へ
先着15人　抽選2①②各6組（親子2人1組）

区の世帯と人口 （令和3年1月1日現在） （　）内は前月との増減

住民登録
（住民基本台帳）

世帯数 49万 342世帯 （398減➡ ） 内訳：日本人人口 内訳：外国人人口
人　口 92万 372人    （546減➡ ） 89万8208人 （739減➡ ） 2万2164人 （193増 ➡）
男　性 43万6042人    （278減➡ ） 42万4778人 （405減➡ ） 1万1264人 （127増 ➡）
女　性 48万4330人    （268減➡ ） 47万3430人 （334減➡ ） 1万  900人 （66増 ➡）

講習会の様子▶

連盟☎3482-2194野中）
◆ひきこもり地域家族会　世田谷はなみずき
の会 講演会「ひきこもりを理解し、希望ある
これからを考える」
2/13㈯13時45分～16時半　生活工房セミ
ナールーム（キャロットタワー 5階）（世田谷地
域社会福祉協議会事務所☎3419-2311）
♣世田谷・リサイクルマーケット
①2/14㈰＝駒沢オリンピック公園②2/23㈷＝
世田谷公園（いずれも雨天中止）　いずれも10
～ 16時　出店者募集中（リサイクル推進友の
会☎3412-6857　月～金曜10～16時に）
◆健康マージャン講座無料体験会
①2/16㈫10～11時 半＝入 門 ②2/19㈮14 ～
16時＝経験者　北沢タウンホール　要申込（健
康マージャン世田谷☎070-6519-4181いわお）
◆手編み講習会（花のモチーフ編み）糸を切らずに
編み続け、優雅なベスト・ブラウスを作りましょう
2/17・24いずれも水曜9時半～ 12時　上北
沢区民センター　2回2千円　要申込（あじさ
い☎5376-8604河本　18時以降に）
◆コロナ禍から考える私たちの食と農（オンライン講座）
2/20㈯15～17時　1500円　電話またはメー
ルでNPOコミュニティスクール・まちデザイン（☎

（♣は区の後援事業）
◆初心者でも簡単！ 塗り絵感覚で楽しめる人
気のチョークアートを楽しもう！（親子で参加も
OK）
2/2㈫・4㈭・9㈫・11㈷・16㈫・18㈭・23㈷・
25㈭いずれも10時半～12時半、2/6・13・
20・27いずれも土曜13時半～15時半　上町
駅近辺　2千円（小学生以下1500円）　女性
限定（同伴の男性は可）　電話またはメールで
フェリーチェラボ・小泉（☎090-1105-1207 

mamu_mamu1207@yahoo.co.jp）
◆ネットやラインで楽しく踊れる初中級ジャイ
ブ・タンゴ講習会
2/5・12・19・26いずれも金 曜15～17時　
経堂南地区会館　1回千円（中高年社交ダン
スサークル☎3700-7779大石）
♣もっと語ろう不登校part253
2/6㈯14時からフリースクール僕んち（代田
4-32）また はZOOM会 議　300円　 電 話
またはメールでもっと語ろう不登校・タカハシ

（ ☎090-3905-8124 fsbttoru@yahoo.
co.jp）

♣お酒の害に悩む本人及び家族の話を聞いた
り話したりする会①世田谷断酒例会②懇談会
③五心会
①2/7㈰14～16時＝経堂地区会館②2/11㈷＝用
賀区民集会所、2/18㈭＝砧総合支所区民集会所
いずれも18時半～20時半③2/24㈬18時半～20
時半＝用賀区民集会所　各100円（NPO法人東
京断酒新生会世田谷断酒会☎3439-8873山田）
♣認知症予防の為の初心者マージャン講座（初
級入門・点数入門、60歳以上）
①2/9・10・11・13からの毎週火・水・木・
土曜＝桜新町駅近辺②2/9・13からの毎週
火・土曜＝下北沢駅近辺　いずれも13～16
時　各曜日10回　1回1600円　要申込（（一
社）日本健康マージャン協会世田谷統括朝日
塾☎5477-3958青木）　先着①20人②10人
♣園芸講座「ポリ袋で育てるジャガイモ、キッ
チン菜園」
2/10㈬13～14時 半　リサイクル 千 歳 台　
500円　 要 申 込（NPO法 人えこひろば ☎
080-5025-2281あべ）　先着10人
♣世田谷選手権ボウリング大会
2/11㈷　オークラランドボウリング場（桜
3-24）　2千円　要申込（世田谷区ボウリング

催し物 5426-5212 cs.machi-design@nifty.com）
◆成長することば（昔の自分・今の自分）ー
ことばを学んで自己紹介絵本を作ってみよう！

（オンライン開催、小学5年生〜中学生対象）
3/27㈯10～17時　2/25までに電話またはメール
で多摩美術大学教務部研究支援課（☎042-679-
5666 hiratoki@tamabi.ac.jp）　抽選20人

◆世田谷エヴァーグリーン友の会 認知症予防
を兼ね「英会話」「麻雀」を楽しむ会
毎週金曜11～12時＝英会話初級（バイリンガ
ル講師）、13時半～16時半＝麻雀　豪徳寺駅
近辺　各1回500円（☎090-7421-1995 
masa-tachibana@hotmail.co.jp橘）
◆芦花合気道クラブ
①月曜＝烏山中学校、金曜＝松沢小学校いずれ
も18時半～21時②土曜17～19時＝主に芦花
中学校　月：3千円（☎070-3884-9698ふくはら）
◆けんこうヨーガ（体と心がすこやかに、や
すらかになるヨーガをご一緒しましょう）
毎週木曜9時半～10時50分　主に粕谷区民
センター　1回千円（☎090-1801-5241米村）

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。

ひろばひろば区民の
【掲載対象】

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。
問 広報広聴課 ☎5432-2009 FAX 5432-3001

会員募集

▲本格的な分解が体験できます

●「区民のひろば」欄の掲載催し物等についても、中止等になる場合があるため、事前に各団体の連絡先までお問い合わせ下さい。

老人休養ホームふじみ荘を閉館します
　施設の老朽化等により、3月31日㈬をもって閉館します。長きにわたり、多くの皆様にご愛顧
いただきましたことを厚く御礼申し上げます。

問 市民活動・生涯現役推進課 ☎6304-3176 FAX6304-3597


