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災意識の高まる訓練でした。
　引き続き、防災教室の申込みを受
け付けていますので、ご相談下さい。
問地域振興課
☎5432-2831 FAX5432-3032

世田谷消防署から 
●８月３０日㈪～９月５日㈰は防災週間です
　この機会に家族で防災について考
えてみましょう。
●熱中症にご注意下さい
　屋内でも熱中症の危険がありま
す。部屋の中を涼しくし、こまめな
水分補給を心掛けましょう。
問世田谷消防署
☎3412-0119 FAX3418-7570

②最高の人生の見つけ方、19日＝①怪
盗グルーのミニオン大脱走②どら平太
費①550円②1100円
備②は中学生以上対象。チケットは、梅
丘パークホールほかで販売。先着各回60人。
場・問梅丘パークホール
☎5300-3220 FAX5300-3441

認知症高齢者の家族の会
日8月23日㈪午後1時30分～3時30分
場北沢タウンホール
申7月26日から、電話で保健福祉課
（☎6804-8701 FAX6804-8813）へ
先着5人

「第55回下北沢阿波おどり」
中止のお知らせ
　8月20～22日に開催を予定していた「第
55回下北沢阿波おどり」は、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため、中止します。
担当＝地域振興課地域振興・防災担当
問下北沢一番街商店街振興組合
☎・FAX3468-2933

日8月14日㈯午後3時～3時45分
場教育センター 　備先着30人。
問中央図書館
☎3429-1811 FAX3429-7436

家庭で余った食品をお持ち下さい
　フードドライブ（家庭で余った食品を
地域の福祉団体等に提供）を行います。　　
日8月23日㈪～25日㈬いずれも午前
10時～午後4時
場上町ま ち

づくりセンター
備お持ちいただく食品には条件があり
ます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
担当＝上町ま ち

づくりセンター
問 せたがやコール

防災教室を実施しました 
　世田谷地域では、感染症対策を徹
底し、町会や学校等で防災教室を実
施しています。
　5月18日に国士舘中学校で、「VR
防災体験車」を使用した防災教室を
行いました。全校生徒が参加し、防

クラップ・クラップ・カーニバル
「星空のコンサート」

内容／星空をテーマにした語りとクラ
シック音楽のコラボレーション
出演／永井由里（ヴァイオリニスト）ほか
日8月17日㈫①午後2時30分～4時②
午後5時30分～7時
費大人（中学生以上）＝2000円、子
ども＝1000円
備①は3歳以下のひざ上の子どもは無料。
②は小学生以上対象。チケットは、北沢タ
ウンホール・成城ホール・玉川せせらぎホー
ル事務室、世田谷サービス公社オンライ
ンチケットサービス（ HPhttps://www.
cnplayguide.com/setagaya/）で販売。
場・問北沢タウンホール
☎5478-8006 FAX5478-8007

映画上映会「梅丘シネマクラブ」
日9月12・19日いずれも日曜①午前10時
30分～午後0時10分②午後2時～4時
上映作品／ 12日＝①アダムス・ファミリー

河川空間利活用の社会実験
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　多摩川河川敷でキッチンカーやアウ
トドアオフィスを利用してみませんか。
日①キッチンカー＝7～11月の毎週土・
日曜、祝・休日②アウトドアオフィス＝7月
27日㈫～31日㈯、10月5日㈫～9日㈯
場兵庫島公園周辺
備内容・時間等詳しくは、ホームページ（HP
https://futako.org/）をご覧下さい。
担当＝街づくり課
問（一社）二子玉川エリアマネジメンツ事務局
☎3709-1097 FAX3707-0622

奥沢区民センターから
1第25回奥沢文化祭参加者・参加団体募集
対準備会、文化祭当日ともに参加で
きる個人または団体

たまがわたまがわ
総合支所

離乳食プチ講座（オンライン）
内容／生後７～8か月頃（中期）から
完了期までの離乳食の進め方
対3年2月生まれの第1子をもつ保護者
（それ以外の方はご相談下さい）
日8月26日㈭①午前10時30分から
②午後1時30分から ※各回45分程度
講管理栄養士
備オンライン（Z

ズ ー ム

oom）開催です。
視聴方法等詳しくは、お問い合わせ
下さい。
申8月10～13日に、電話またはファ
クシミリ（記入例参照。①②の別も明
記）で健康づくり課（☎6804-9355 
FAX6804-9044）へ　先着各回10人

依存問題やすらぎ家族教室
→3面「からすやま総合支所」参照

きたざわきたざわ
総合支所

身につけよう！もしものときの
応急手当（普通救命講習会） 
対15歳以上で、太子堂地区在住の
方優先（その他の地区在住の方は8
月1日から受付開始）
日9月18日㈯午後1時30分～4時30分
場太子堂ま ち

づくりセンター
費500円
担当＝太子堂ま ち

づくりセンター
申9月１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15人

若林まちづくりセンターから
1かしこく食べて、栄養バランスを
見直そう～弁当や惣菜の選び方
日9月10日㈮午前10時～11時
講管理栄養士

2秋のミニリース作り講習会
日10月27日㈬午後2時～3時20分
費1500円（材料費）
対若林地区在住の方優先
場若林ま ち

づくりセンター
申1は7月26日～8月20日に、2は
7月26日～10月8日に、電話または
ファクシミリ(記入例参照)で若林ま ち

づくり

センター (☎3413-1341 FAX5486-
7666)へ　抽選113人216人

マジックショー～美味しい軽食付き
出演／サクマタカシ（マジシャン）
日9月4日㈯午後2時～4時
場せたがや がやがや館　費500円
担当＝市民活動・生涯現役推進課
申電話またはファクシミリ（記入例参
照）でせたがや がやがや館（☎6450-
7908 FAX3410-6940）へ　先着20人

こわーい おはなし会
対小学生以上（未就学児は保護者同
伴で参加可）

4年2月開催「下北沢演劇祭」
出演者募集

内容／アマチュアとプロのスタッフに
よる演劇創作プログラムの発表
備応募方法等詳細は、9月上旬に下
北沢演劇祭ホームページ（HPhttps://
engekisai.com/）に掲載予定です。
担当＝地域振興課地域振興・防災担当
問下北沢演劇祭実行委員会事務局
☎3468-0030 FAX3468-0150

代田コミュニティ実技講座
～和紙風折り紙で素敵な小物づくり
対区内在住の方
日8月22日㈰午前10時～正午
場新代田区民集会所
講佐藤由美子（折り紙講師）
申8月6日（必着）までに、往復ハガ
キ（記入例参照）で代田区民センター
運営協議会「折り紙教室」係（〒155-
0033 代田6-34-13 ☎6407-8408 
FAX6407-8409）へ　抽選20人

日準備会＝9月4日㈯午後1時30分か
ら、文化祭＝10月16日㈯午前10時～
午後5時、17日㈰午前10時～午後3時
2音楽健康講座「N
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日9月5日㈰午後2時～4時
出演／W

ダブル・エー

.A （サックスとピアノのデュオ）
場 奥沢区民センター　申1は8月
12日（必着）までに、所定の申込書
（奥沢区民センターで配布）を郵送
または持参、2は7月26日午前9時
から電話で奥沢区民センター（〒158-
0083 奥沢3-47-8 ☎3720-1973 
FAX3726-9485）へ　先着240人

まるたまクラフト
「おはなしペン作り」 &

アンド

まるたま展
対小学生以上　日8月28日㈯、29
日㈰①午前10時30分～11時30分
②午後1時30分～2時30分
場玉川せせらぎホール（玉川区民会館 
等々力3-4-1）
講高畑久美子（クラフト教室「小さ
なお花畑」主宰）　費1500円（材料費）

申7月26日午前10時から、電話また
は直接玉川せせらぎホール事務室（☎
3702-1675 FAX3702-1275）へ
先着①②各15人

児童館夏のイベント

備内容等詳しくは、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。

納涼玉川台落語 遊興亭福し満独演会
演目／「船徳」、「お化け長屋」

日8月26日㈭午後1時30分～3時
場玉川台区民センター　申8月6日（消
印）までに、往復ハガキ（記入例参照。
2人まで連記可）で玉川台区民センター
（〒158-0096 玉川台1-6-15 ☎3709-
4161 FAX3708-9534）へ　抽選40人

二子玉川公園 ピカピカ隊出動
　公園スタッフと一緒にごみ拾いや
生き物観察をしませんか。
日7月22日㈷～8月31日㈫いずれも
午前8時30分～9時　備小学生は保
護者同伴。各日先着10組20人。
場・問二子玉川公園ビジターセンター
☎3700-2735 FAX6805-7591

フラワーランドの花暦
　さぎ草と朝顔が見ごろを迎えます。
さぎ草は7～8月ごろ、朝顔は8～
10月ごろまで楽しめます。
開園時間／午前8時30分～午後6時
問（一財）世田谷トラストまちづくり
☎6379-1624 FAX6379-4233

せたがやせたがや
総合支所
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地域版 ハガキ・ファクシミリの
記入例は4面にあります

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。

マーク
概要

●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。

児童館名 問合せ先

等々力 ☎3703-3506
FAX3703-2653

玉川台 ☎3709-4163
FAX3709-2070

森の ☎3704-4917
FAX3704-0647

深沢 ☎3705-4123
FAX3705-1337

上用賀 ☎3426-2196
FAX3426-1969

新町 ☎3426-3314
FAX3426-2041

▲東京消防庁で1台だけの「VR防災体験車」です


