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清掃・リサイクル部事業課から

1家具の修理講座
日 8月15日㈰午前9時30分～午後4時
費材料費実費
備 修理したい家具（木製品のみ）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。
2新・金継ぎ講座「器

うつわ

を甦
よみがえ

らせよう!」
日 9月18日㈯午前10時～正午
講 NPO法人エコメッセ
費500円
備 金継ぎしたい器（陶磁器類）、カッター、ボロ布、
エプロン、持ち帰り袋（紙製でないもの）を持参。
継いだ箇所に直接口をつけたり、口に入るものを
載せるのは不可。本漆は使いません。

場エコプラザ用賀
申1は8月8日までに電話で、2は9月2日（必
着）までに往復ハガキ（記入例参照）またはホー
ムページからエコプラザ用賀（〒158-0097 
用賀4-7-1 ☎3708-4081 FAX3708-4082 HP

https://ecoccle-setagaya.jp/）へ
先着15人　抽選210人

家族介護教室 第3回
～日々楽しく食べるための工夫とケア
日 9月15日㈬午前10時～正午
場 世田谷区福祉人材育成・研修センター
講 特別養護老人ホーム芦花ホーム職員
担当＝高齢福祉課
申9月8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）で芦花ホーム（〒157-0063 
粕谷2-23-1 ☎5317-1094 FAX5317-1093）へ
先着20人

お口の元気アップ教室
内容／「お口のはたらき」についての講義、口の
中の検査、清掃方法の指導、口や体の体操等
対 全8回参加できる区内在住の65歳以上で、口

こう

腔
くう

機能等に不安がある方（硬いものが食べにく
い、お茶等でむせる、口の渇きが気になる等）
※初めての方優先
日 9月15・22・29日、10月6・20・27日、
11月17・24日いずれも水曜午前10時～11時
30分

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。

場 世田谷区歯科医師会館（松原6-4-1）
備 動きやすい服装、水分補給用の飲み物を持参。
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8人

世田谷若者総合支援センター出張セミナー
テーマ／ニートから脱するために、家族ができること
日 9月4日㈯午後1時30分～4時
場 成城ホール集会室
講 澤野久美子（NPO法人ワーカーズコープ家族
相談士）
申9月3日午後5時までに、電話またはファクシミ
リ（記入例参照）でメルクマールせたがや（☎
3414-7867 FAX6453-4750）へ　先着30人

生涯学習・地域学校連携課から
1烏山中学校陶芸教室（10～11月）（全8回）
対 区教育委員会主催の陶芸初心者講習会の修了者

時間／午前＝9時30分～正午、午後＝2時～4時
30分
場 烏山中学校
費 6000円（焼成料込、材料費は別途必要）
2野毛陶芸初心者講習会
対 全回参加できる陶芸初心者
日 10月18・25日、11月8・15日いずれも月曜
午後2時～4時30分
場 野毛青少年交流センター
費 3600円（受講料（材料費等込））

申8月15日までに、電話またはファクシミリ（記
入例参照。1は①～③の別も明記）で せた
がやコールへ　抽選1①～③2各14人

音訳ボランティア養成講座（中級）

対 区内在住で次の全てを満たす方①音訳ボラン
ティア活動中②パソコン操作ができる③全6回参
加でき、終了後に図書館のボランティアとして活
動できる
日 9月15・29日、10月20・27日、11月10・
17日いずれも水曜午後2時～4時
場 教育センター
講 成毛由紀子（都立中央図書館音訳講師）
申8月12日（必着）までに、申込書（図書館ホー
ムページにあり）を中央図書館（〒154-0016 
弦巻3-16-8 ☎3429-1811 FAX3429-7436）へ
郵送または持参　選考10人

男女共同参画センターらぷらすから
1女性のための起業実践講座
売れる商品企画とPR動画作成
対 全4回参加できる女性で、起業しているまたは
起業をめざす方
日 9月9・16・30日、10月14日いずれも木曜午
前2時～4時
講 吉枝ゆき子（㈱ソフィットウェブコンサルティン
グ代表取締役）
備 保育可（要予約）。新型コロナウイルス感染症
の拡大状況により、オンライン開催の場合あり。
2シネマサロン
内容／①赤毛のアン 卒業②マイ・ブックショップ
③折り梅
日 ①10月14日②12月9日③4年2月10日いずれ
も木曜午後2時～4時、午後6時～8時
備 保育可（午後2時～4時のみ。要予約）。

場 男女共同参画センターらぷらす
申1は8月1日、2は実施前月の1日いずれも午
前10時から、電話、ファクシミリ（記入例参照）
またはホームページからメールで男女共同参画セ
ンターらぷらす（☎6450-8510 FAX6450-8511 
HPhttp://www.laplace-setagaya.net/）へ
先着12①～③各15人
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NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパ
ン・中島（☎6321-8948 月・水・金曜11～
16時に HPhttps://ftcj.org/we-movement/
changemaker/takeactioncamp）
♣日本京劇芸術祭（日本人俳優による中国伝
統芸能「京劇」の上演）
8/21㈯16時半～18時半　烏山区民センター　
3千円（区民2500円、学生千円）電話またはメー
ルで（一財）日本京劇振興協会・梅木（☎080-
4478-7009 20210821@shincyo.com）
♣第70回世田谷区卓球選手権大会
9/11㈯、4年1/16㈰　9～21時　総合運動
場体育館　参加費要問合せ　要申込（世田谷
区卓球連盟☎6338-1421佐藤）
♣世田谷区AR会長杯（エアーライフル射撃）
9/12・19・26いずれも日曜9～15時　総合
運動場エアーライフル場　500円　要申込（世
田谷区ライフル射撃連盟☎3487-0832高田）

◆けんこう体操（楽しみながら健康的な体づ
くりをご一緒に）
主に第2・4金曜9時半～11時　主に烏山区

（♣は区の後援事業）
◆広いホールで元気に踊ろう!「中高年のサ
マー社交ダンスパーティー」
8/1・15・22・29いずれも日曜13～15時　
桜丘区民センター　1回500円（中高年社交
ダンスサークル☎3700-7779大石）
◆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OK）
8/3㈫・5㈭・10㈫・12㈭・17㈫・19㈭・
24㈫・26㈭・31㈫いずれも10時半～12時
半、8/7・14・21・28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 felice.labo2018@
gmail.com）
♣オンライン講座「グリーフがつなげる物語」

（第1回）
8/7㈯0時 か ら（48時 間 視 聴 可 能 ）　 千 円　
メールで（一社）グリーフサポートせたがや

（☎6453-4925 griefsetagaya@yahoo.
co.jp）

♣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）
①8/11・12・14からの毎週水・木・土曜（祝
日含む）②8/10・14からの毎週火・土曜い
ずれも9時半～12時半　①桜新町駅近辺②下
北沢駅近辺　各曜日10回　1回1600円（初
回教材費1500円）　要申込（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①15人②10人
◆英語を少し話したい人のための初級英会話
8/11㈬13～14時、8/20㈮11～12時　 三
軒茶屋区民集会所　1回千円　要申込（初心
者の日常英会話☎090-4413-1921小島）
♣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
①8/15㈰14～16時②8/11・18いずれも水
曜17時半～19時半③8/25㈬18時半～20時
半　①経堂地区会館②用賀区民集会所③太子
堂区民センター　各100円（NPO法人東京
断酒新生会世田谷断酒会☎3439-8873山田）
◆テイク・アクション・オンライン・キャン
プ2021夏（小学5年～高校3年生向け）
8/17㈫～20㈮10時半～18時　オンライン

（Z
ズ ー ム

oom）　2万4千円　ホームページで認定

催し物 民センター　1回千円（☎090-1801-5241
米村）
◆祖師谷ダンシングキッズ（子どもバレエ、
ダンス、体験無料）
毎週火・金・日曜　時間要問合せ　主に祖
師谷4丁目近辺　月：4千円（☎・ FAX3484-
3860コウダ）
◆（親愛）髙田三郎女声合唱団
月2回水曜14～15時半　主に三軒茶屋駅近
辺　 入：1500円　 月：3300円（ ☎3420-
6333井手）
◆祖師谷公園クラブ（ゲートボール）
毎日9～11時　主に都立祖師谷公園　入：
1500円　 月：100円（ ☎090-6012-6244
冨岡）
◆さゆり会（若さを保つ朗読会）
第1・3金曜12時半～14時半　主に太子堂区
民センター　入：千円　月：3500円（雑費含
む）（☎3418-3395小谷）
◆フラダンスを楽しむ会
月3回木曜12時半～13時半　主に太子堂区
民センター　入・月：3千円（☎3410-0859
小澤）

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

●「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。

区の世帯と人口 （令和3年7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 49万1958世帯 （328減➡ ） 内訳：日本人人口 内訳：外国人人口
人　口 91万9757人    （533減➡ ） 89万8321人 （355減➡ ） 2万1436人 （178減➡ ）
男　性 43万5469人    （312減➡ ） 42万4501人 （239減➡ ） 1万  968人   （73減➡ ）
女　性 48万4288人    （221減➡ ） 47万3820人 （116減➡ ） 1万  468人 （105減➡ ）

実施日時

① 10月5日～11月16日の毎週火曜、
11月23日㈷午後

② 10月7日～11月25日の毎週木曜午後

③ 10月2日～11月27日（10月30日を除く）の
毎週土曜午前


