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東京都発熱相談センター 
☎5320-4592（24時間・多言語対応）
FAX5388-1396（電話での相談が難しい方）

PCR検査等で陽性と診断されてから1～2か月以上経過した方については、以下もご利用いただけます。
●都立大塚病院　☎3941-3211（平日午後1時～4時）
●都立駒込病院　☎080-5933-4582（平日午前9時30分～11時30分）

発熱や咳
せき
・痰
たん
、全身のだるさなどの症状がある方は、

まずは「かかりつけ医」に電話でご相談下さい。

症状はないが不安に思う方、
その他新型コロナウイルス感染症に関するご相談

「かかりつけ医」がいない、
相談する医療機関に迷う等の場合

療養期間終了後も何らかの症状が残っている方（「コロナの後遺症について」とお申し出下さい。）

東京都新型コロナコールセンター
(日本語、英語、中国語、韓国語ほか多言語対応)
☎0570-550-571 FAX5388-1396 （午前9時～午後10時）

世田谷区新型コロナウイルス相談窓口
☎5432-2111 FAX5432-3022
（平日午前8時30分～午後5時15分）

世田谷区発熱相談センター
☎5432-2910 

（平日午前8時30分～午後5時15分）

世田谷区コロナ後遺症相談窓口 ☎5432-2910 （平日午前8時30分～午後5時15分）

新型コロナウイルス
感染症に関する相談

世田谷総合支所
北沢総合支所
玉川総合支所

砧 総 合 支 所
烏山総合支所

〒154-8504世田谷4-22-33
〒155-8666北沢2-8-18
〒158-8503等々力3-4-1

〒157-8501成城6-2-1
〒157-8555南烏山6-22-14

☎5432-1111（代） FAX 5432-3031
☎5478-8000（代） FAX 5478-8004
☎3702-1131（代） FAX 3702-0942

☎3482-1321（代） FAX 3482-1655
☎3326-1202（代） FAX 3326-1050

新型コロナワクチン接種について

世田谷区新型コロナワクチンコール
☎0120-136-652

●インターネット予約サイト（区のホームページから▶）

（平日午前8時30分～午後8時、土・日、祝日午前8時30分～午後5時30分）

文化・スポーツ情報ガイドを折り込んでいます

地域の様々な方たちが、安全で安心なまちをつく
るために、日ごろから見守り活動を行っています。
ぜひ「ちょっとした」見守りを実践してみませんか。

普段の生活の中で！
支障のない範囲で！

まちの安全を守りましょう！

新たな犯罪手口や傾向を踏まえた、区の防犯に
特化した防犯冊子です。身近な犯罪から身を守る
方法や今すぐできる予防対策等を掲載しています。
ぜひ防犯活動にお役立て下さい。
配布場所
● 地域生活安全課　　● 総合支所くみん窓口
● 出張所　　● まちづくりセンター

防犯活動がきっかけで、
町内で皆が声を掛け合う
機会も増えました。

私たちも
やっています！
「ちょっとした」
見守り活動

●お住まいの地域のイベント・行政情報は、区のホームページ　　　　　　　　からご覧いただけます。地域・地区情報

地域でつくる
安全安心なまち

防犯冊子　「世田谷区スクラム防犯ガイドブック」
これ一冊を読めば防犯意識アップ

下馬五丁目町会
の皆さん

新たな犯罪手口や傾向を踏まえた、区の防犯に
特化した防犯冊子です。身近な犯罪から身を守る
方法や今すぐできる予防対策等を掲載しています。
ぜひ防犯活動にお役立て下さい。

仕事をしながら

犬の散歩をしながら

花の水やりをしながら

問地域生活安全課 
　☎5432-2267 
　FAX5432-3066 ▲区のホームページからも

　ご覧いただけます。

「ちょっとした」
見守り

私にもできる

楽天グループによる区民への
ワクチン接種の予約も
受け付けています。



問防災街づくり課
☎6432-7177 FAX6432-7987

健康体操教室
対上町地区在住の方優先（その他区
内在住の方は9月1日から受付開始）
日①11月22日㈪・12月2日㈭②12
月3日㈮・7日㈫いずれも午前10時～
11時（各全2回）
場上町ま ち

づくりセンター　費60円（保険料）
担当＝上町ま ち

づくりセンター
備マスク着用、動きやすい服装で、
飲み物、バスタオルを持参。
申9月17日までに、電話またはファクシ
ミリ（記入例参照。①②の別も明記）で
せたがやコールへ　先着①②各10人

体操教室～やさしいストレッチ
対若林地区在住の方優先
日①11月10日㈬・24日㈬②11月5
日㈮・19日㈮いずれも午前10時～
11時（各全2回）
場若林ま ち

づくりセンター　費60円（保険料）
備マスク着用、動きやすい服装で、
飲み物、汗拭きタオルを持参。
申10月15日までに、電話またはファ
クシミリ（記入例参照。①②の別も

経堂南地区会館改修工事に伴う
休館のお知らせ
　経堂南地区会館は改修工事のた
め、12月1日～4年3月31日まで休
館します。
問地域振興課
☎5432-2835 FAX5432-3032

区民講座「くらしを彩る歳時記
～和歌で楽しむ秋と冬」
　秋と冬の歳時記と、歳時記に関連
する和歌を楽しみます。
日①9月21・28日②10月5・12日い
ずれも火曜午後2時～4時（各全2回）
場太子堂区民センター
講加藤澄江（和文化講師）
備保育可（要予約、定員あり）。
担当＝地域振興課生涯学習・施設担当
申9月5日までに、電話またはファク
シミリ（記入例参照。①②の別も明記）
で せたがやコールへ　抽選①②各
20人

文化学習講座「自宅で過ごせる我
が家の防災」（在宅避難のすすめ）
内容／在宅避難のための備え
日9月25日㈯午後1時30分～3時
場太子堂区民センター
講世田谷ボランティア協会職員
申9月14日（必着）までに、往復ハ
ガキ（記入例参照。1人1枚）で太子

堂区民センター運営協議会（〒154-
0004 太子堂1-14-20 ☎3422-1101 
FAX3422-9322）へ　抽選20人

第33回よいこら音
お

祭
まつり

 
題目／カバーリクエスト（愛を奏で、
愛を歌う）
日9月25日㈯午後1時30分～4時40分
備先着100人。
場・問桜丘区民センター
☎3439-0541 FAX3439-0542

認知症高齢者の家族の会
日9月6日㈪午後1時30分～3時30分
場三茶しゃれなあどホール
申電話またはファクシミリ（記入例参
照）で保健福祉課（☎5432-2855 
FAX5432-3049）へ　先着10人

がやがや館 お月見会
～お月見団子をたべてみよう
対中学生以下（小学3年生以下は保
護者同伴）
日9月18日㈯午後3時～4時30分
場せたがや がやがや館
費500円（親子2人の場合は800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

無料耐震相談会
日9月25日㈯午前10時～午後1時
場太子堂ま ち

づくりセンター
備持参書類等詳しくは、お問い合わ
せ下さい。

放射23号線沿道地区地区
計画原案説明会
日9月10日㈮午後6時30分～8時
場下北沢小学校
備原案の概要は、区のホームページ
をご覧下さい。なお、原案の説明用
動画は、説明会当日からせたがや動
画「世田谷区オフィシャルチャンネル
（Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube）」で配信します。
担当＝街づくり課
申9月5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
電子申請可

無料耐震相談会
日10月9日㈯午前10時～午後1時
場北沢タウンホール
備持参書類等詳しくは、お問い合わ
せ下さい。
問防災街づくり課
☎6432-7177 FAX6432-7987

ミニ講座～住宅ローンの基礎知識
日 ①9月11日②10月23日いずれも
土曜午前9時30分～10時
場①三茶しゃれなあどホール②生活工房
セミナールーム（キャロットタワー5階）
講住宅金融支援機構職員
申電話またはファクシミリ（記入例参
照）で街づくり課（☎5478-8074 FAX
5478-8019）へ

北沢区民講座「家族で考え
よう！～妊活・不妊症について」

内容／「妊活」をスタートするうえでの
ステップや助成事業等
対妊娠を希望する方やその家族
日9月29日㈬午後2時30分～4時
講宇佐美恵子（三軒茶屋ウィメンズ
クリニック不妊症看護認定看護師）、
世田谷保健所職員
備オンライン（Z

ズ ー ム

oom）開催。当日
受講できない方で、後日YouTube配
信を希望される方もお申し込み下さい。
申9月14日までに、 電子申請で申込み
抽選40人
問地域振興課
☎5478-8045 FAX5478-8004

第15回世田谷にみどりいっぱ
いチャリティ講演&コンサート
内容／第1部＝緑化に関する講演会
第2部＝マンドリンコンサート「川の流
れのように」ほか
日10月2日㈯午後2時～4時（予定）
講涌井史郎（東京都市大学特別教授）　
出演／東京マンドリン・アンサンブル「竹組」
費3300円
備チケットは、北沢タウンホール事務
室等で販売。先着147人。
場・問北沢タウンホール
☎5478-8006 FAX5478-8007

代田コミュニティ植物教室
「秋の植物探訪」
対区内在住で両日参加できる方
日①9月27日㈪午前10時～正午（事

せたがや

きたざわ

せたがや

きたざわ

総合支所

総合支所

2

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。

まちづくりセンターから

明記）で若林ま ち
づくりセンター（☎3413-

1341 FAX5486-7666）へ
抽選①②各10人

防犯講習会～犯罪から子ども
を守る（実技あり）
内容／犯罪者の行動を知り、危険を
避ける方法を学ぶ
日10月16日㈯午後2時～3時30分
場野沢区民集会所
備動きやすい服装でおこし下さい。
申電話またはファクシミリ（記入例参照）
で上馬ま ち

づくりセンター（☎3422-7415 FAX
5486-7668）へ　先着30人

世田谷消防署から
●8月30日～9月5日は防災週間です
　期間中は、世田谷消防署と管内各
出張所で初期消火体験等ができます。
備記念品あり（数に限りあり）。

●9月5日～11日は救急医療週間です
　救急車を呼ぶべきかどうか迷ったら
「#7119」東京消防庁救急相談セン
ターにご相談下さい。
問世田谷消防署
☎3412-0119 FAX3418-7570

内容・日時・申込方法等

代
沢

健康体操教室～元気があれば何でもできる!（全4回）
内容／講話と体操
対代沢地区在住の方優先
日 10月5・12・19・26日いずれも火曜①午前9時30分～10時30分②
午前11時～正午
場代沢まちづくりセンター
費 200円（保険料）
申電話または参加費持参で直接代沢まちづくりセンター（☎3413-
0513 FAX5486-7669）へ　先着①②各18人

北
沢

古着・古布回収
日 9月11日㈯午前10時～正午（雨天実施）
場みずほ銀行北沢支店駐車場（北沢2-25-20）
備洗濯済みの衣類等を透明または半透明の袋に入れて持参して下さい。 
問 せたがやコール

松
沢

古着・古布回収（①赤堤地区②桜上水地区）
日①9月26日㈰②10月9日㈯いずれも午前9時～正午（雨天実施）
場①赤松公園、六所橋区民集会所、デイホーム赤堤（赤堤1-37-11）②桜
上水南地区会館の斜向い区有地（桜上水3-17）、松沢中学校（南東角）、桜
上水日本生命社宅脇（桜上水5-5）
備洗濯済みの衣類等を透明または半透明の袋に入れて持参して下さい。 
問 せたがやコール

前講義）②9月28日㈫午前10時～午
後1時（見学会）
場①新代田区民集会所②国立科学博物
館附属自然教育園（港区白金台5-21-5）
講せたがや自然環境保全の会会員
費100円（保険料）
備②は現地集合・解散。
申9月10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「植物教室」係（〒155-
0033 代田6-34-13 ☎6407-8408 
FAX6407-8409）へ　抽選25人

▲一緒に体を動かしましょう

▲参加者には、オリジナルトートバッグ等を
プレゼント

第１３回下北沢映画祭

　今年の映画祭は、短編上映プログ
ラムや下北沢を舞台にした映画の特
別上映などを予定。最終日のコンペ
ティションでは、全国から応募された
中短編映画を厳選し、グランプリほ
か各賞を決定。
日9月18日㈯～20日㈷
主催／下北沢映画祭実行委員会
担当＝地域振興課地域振興・防災担当　
問 せたがやコール



共通
事項

共
通
事
項

共
通
事
項

共
通
事
項

奥沢区民センターから
1健康講座「つぼの効用～体のつぼ
を学んで、心身共にすっきり」
日9月20日㈷午後1時30分～3時30分
講永井明美（鍼

しん

灸
きゅう

師
し

）
2秋の奥沢寄席
出演／杵

きね

柄
づか

会
かい

日10月3日㈰午後1時30分～3時30分
3文学講座「谷口ジロー展」
日10月27日㈬午後1時30分～3時30分
講世田谷文学館学芸員
場奥沢区民センター
申午前9時から電話で奥沢区民セ
ンター（☎3720-1973 FAX3726-
9485）へ　先着120人23各40人

認知症高齢者の家族の会
日9月17日㈮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）
申電話で保健福祉課（☎3702-1894 
FAX5707-2661）へ　先着10人

世田谷西部地域大蔵・鎌田他地区
地区計画等変更の原案説明会等
→下記「きぬた総合支所」参照

無料耐震相談会
日10月2日㈯午前10時～午後1時
場等々力ま ち

づくりセンター
備持参書類等詳しくは、お問い合わ

たまがわたまがわ
総合支所

せ下さい。
問防災街づくり課
☎6432-7177 FAX6432-7987

成年後見制度相談会
日9月28日㈫午前10時～正午
場上野毛ま ち

づくりセンター
備相談時間は1人45分。
申電話で（社福）世田谷区社会福祉
協議会成年後見センター（☎6411-
3950 FAX6411-2247）へ

二子玉川公園
旧清水邸書院を公開しています
　文化財に指定されている近代和風
建築の内部を見学できます。ルール
やマナーを守ってお楽しみ下さい。
日毎週日曜、祝日、第2月曜いずれ
も午前9時～午後4時30分
備小学生以下は保護者同伴。
問二子玉川公園ビジターセンター
☎3700-2735 FAX6805-7591

子育てママのリフレッシュD
デ イ

ay
　二子玉川地区で行っている「子育て
の輪」プロジェクトの一環で、リフレッ

シュ体操、おもちゃ作り、出張育児相
談会を行います。ぜひご参加下さい。
日9月10日㈮午前10時～正午
場玉川台児童館
備リフレッシュ体操(親子10組)は要予
約。当日子どもの保育
をするボランティアも募
集しています。希望者
には詳しい案内をメー
ルで送りますので、お
問い合わせ下さい。
問社会福祉協議会二子玉川地区事務局
☎080-7738-7699
FAX4243-2501

運動不足を解消して元気を取り戻そ
う～姿勢が変われば身体も変わる
内容／運動、筋トレ等（マスクをした
まま行います）
対等々力地区在住で全回参加できる方
日9月21日～10月5日の毎週火曜午
後2時～3時30分（全3回）
場玉川せせらぎホール（玉川区民会館 
等々力3-4-1）
費150円（保険料）
担当＝等々力ま ち

づくりセンター
申8月30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17人

世田谷トラストまちづくりから
1初秋を感じるオープンガーデン
「用賀・和みの庭小さな森」
日10月14日㈭午前10時30分～正午
場当選者に所在地を案内
2玉川地域の市民緑地のご案内

無料耐震相談会

日9月18日㈯午前10時～午後1時
場成城ま ち

づくりセンター
備持参書類等詳しくは、お問い合わ
せ下さい。
問防災街づくり課
☎6432-7177 FAX6432-7987

成年後見制度相談会
日10月8日㈮午前10時～正午
場砧ま ち

づくりセンター
備相談時間は1人45分。
申電話で（社福）世田谷区社会福祉
協議会成年後見センター（☎6411-
3950 FAX6411-2247）へ

成城ホールから
1はじめてのYOGA（全2回）
対全回参加できる18歳以上の方
日10月6・13日いずれも水曜午前10
時～11時10分
講M

メ イ

ay（ヨガインストラクター） 

2木山裕策と歌声カルテットの昭和
歌謡コンサート
日10月19日㈫午後1時～3時
備全席指定。チケットは、成城ホー

世田谷西部地域大蔵・鎌田他地区
地区計画等変更の原案説明会等
　都市計画法第16条に基づき、世
田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬
田地区（補助216号線沿道地区）の
地区計画等変更の原案説明会と公告・
縦覧を行います。
1原案説明会
日9月10日㈮午後6時30分から
場砧南小学校
備原案の概要は、区のホームページ
をご覧下さい。なお、原案の説明用
動画は、説明会当日からせたがや動
画「世田谷区オフィシャルチャンネル
（Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube）」で配信します。
2原案縦覧
日9月10日㈮～24日㈮（意見書提出
は10月1日まで）
縦覧場所・意見書提出先／街づくり課

問街づくり課
☎3482-2594 FAX3482-1471

砧区民講座「多摩川の漁業」
（全2回）
内容／多摩川で行われている漁業の
今昔を民俗学の視点から学ぶ
対全回参加できる方
日9月30日、10月7日いずれも木曜
午前10時30分～正午
場砧地区会館
講長沢利明（法政大学講師）

備保育可（要予約。抽選2人程度）。
担当＝地域振興課生涯学習・施設担当
申9月12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24人　 電子申請可

成城地区の災害対策訓練
内容／事前配布している緑色の安否
確認標識を終日戸外に掲示し、近隣
の方へ安否を表示する訓練
対成城地区に自宅・事業所等のある方
日9月1日㈬
問成城ま ち

づくりセンター
☎3482-1348 FAX3482-7208

認知症高齢者の家族の会
日9月14日㈫午後1時30分～2時30分
場成城ま ち

づくりセンター
申電話で保健福祉課（☎3482-8193 
FAX3482-1796）へ　先着10人

きぬたぬきおはなし会
対3歳以上の幼児
日9月19日㈰午後3時～3時30分
備先着25人。
場・問砧図書館
☎3482-2271 FAX3482-4603

きぬたきぬた
総合支所

ル・北沢タウンホール・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（HP

https://www.cnplayguide.com/
setagaya/）で販売。先着135人。
費12000円2前売り2000円、当
日2500円
申1は電話または直接成城ホール
事務室（☎3482-1313 FAX3482-
7832）へ　先着25人
場・問成城ホール

さぎ草展を実施しました
　7月5～9日の間、船橋ま ち

づくりセンター
で「さぎ草展」を実施しました。会場
には地域の方が育てた涼しげで可

か

憐
れん

なさぎ草が展示されました。2月には、
さぎ草植え込み講習会を実施する予
定です。ぜひ区の花「さぎ草」を育
ててみませんか。
問船橋ま ち

づくりセンター
☎3482-0341 FAX5490-7031

3

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。 令和3年（2021年）8月25日区役所  〒154-8504 世田谷4-21-27　 HP  https://www.city.setagaya.lg.jp/ せたがやコール ☎5432-3333  FAX5432-3100

●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。

　盛夏の季節、保全された民有緑地
で木陰の涼しさを体感しませんか。
日毎日午前9時～午後5時（年末年始
を除く）

申1は9月27日までに、電話また
はファクシミリ(記入例参照)で(一
財)世田谷トラストまちづくり(☎
6379-1624 FAX6379-4233)へ
抽選120人
問2（一財）世田谷トラストまちづくり

電子レンジ火災に注意
　電子レンジで食材を必要以上に加
熱する等、誤った使い方をすると火災
になることがあります。取扱説明書を
よく読み、正しい使い方をしましょう。
問玉川消防署
☎3705-0119 FAX3705-0124

▲涼しげな庭園の雰囲気と共にお楽しみ下さい

▲上用賀五丁目いらか道市民緑地

▲詳細はこちら
からもご覧いた
だけます

▲無理なく体を動かしましょう！

▲きれいに咲きました

▲「無事OK」を見えるところに掲示して下さい

市民緑地 所在地
桜新町二丁目
ウレシパモシリ 桜新町2-16

等々力七丁目うえきば 等々力7-23
上用賀五丁目
いらか道 上用賀5-12

玉川台二丁目五
ご

郎
ろ

様
さま

の森
(午前9時30分開園) 玉川台2-30



北烏山二・三丁目地区
地区計画等の原案説明会等
　都市計画法第16条に基づき、地
区計画等の原案説明会と公告・縦覧
を行います。
1原案説明会
日9月16日㈭午後6時～7時30分、
18日㈯午前10時～11時30分（い
ずれも同内容）
場烏山区民センター
備原案の概要は、区のホームページ
をご覧下さい。なお、原案の説明用
動画は、説明会当日からせたがや動
画「世田谷区オフィシャルチャンネル
（Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube）」で配信します。
申9月１～8日に、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　先着各回60人
2原案縦覧
日9月10日㈮～24日㈮（意見書提出
は10月1日まで）
縦覧場所・意見書提出先／街づくり課
問街づくり課
☎3326-9618 FAX3326-6159

第45回 桐の会演奏会
箏
こと

に親しむ
　地元の小・中学生や、地域の多く
の方々が友情出演し、箏に親しむ楽
しい演奏会です。
日9月23日㈷午後1時30分～4時30分

備先着150人。
場・問烏山区民センター
☎3326-3511 FAX5313-0009

身近なまちづくり推進協議会主催
かぶクラブ（全3回）
対全回参加できる上祖師谷・粕谷在
住の方（初めての方優先）
日9月18日＝種まき、10月16日＝
間引き、11月20日＝収穫　いずれ
も土曜午前中で指定した時間に集合
（雨天の際は延期）
場上祖師谷2丁目の畑　費1組500円
申電話またはファクシミリ（記入例
参照）で上祖師谷ま ち

づくりセンター（☎
3305-8611 FAX5384-7196）へ
先着20組（1人での参加可）

青少年上祖師谷地区委員会主催
だいこんクラブ（全3回）
対全回参加できる上祖師谷・粕谷在
住の小学生以下の子どもとその保護
者（初めての方優先）
日9月18日＝種まき、10月16日＝
間引き、11月27日＝収穫　いずれ
も土曜午前中で指定した時間に集合
（雨天の際は延期）
場上祖師谷2丁目の畑

からすやまからすやま
総合支所

4

●全て予約制です。申込みは電話でお住まいの地域の総合支所健康づくり課へ(ハガキでの申込不可)。
●育児の相談は常時受け付けています。相談の際には、母子健康手帳を持参して下さい。

こころの
健康相談

こころの
健康相談

（子ども・思春期）

食生活
相談室

すくすく
歯科相談
（4歳未満）

依存症相談
（アルコール等） 問合せ先

世
田
谷

22日㈬
13:30～15:30

9日、30日㈭
13:30～15:30

15日㈬
9:00～11:00

3日、10日、
17日㈮

9:00～10:30

2日㈭、13日㈪
13:30～15:30

▶世田谷・健康づくり課
〒154-8504 世田谷4-22-33
☎5432-2893 FAX5432-3074

北
　
沢

3日、24日㈮
13:30～15:30

30日㈭
14:00～16:00

27日㈪
13:00～15:00

1日、15日、
29日㈬

9:00～10:30

27日㈪ 13:30～15:30
（会場は烏山）

▶北沢・健康づくり課
〒155-8666 北沢2-8-18
☎6804-9355 FAX6804-9044

玉
　
川

8日㈬、30日㈭
13:30～15:30

17日㈮
14:30～16:30

3日㈮
13:00～15:00

1日、15日、
29日㈬

9:00～10:20

2日㈭、13日㈪
13:30～15:30
（会場は世田谷）

▶玉川・健康づくり課
〒158-8503 等々力3-4-1
☎3702-1948 FAX3705-9203

砧 6日㈪、30日㈭
13:30～15:30

1日㈬
14:30～16:30

8日㈬
9:00～11:00

3日、10日、
17日㈮

9:00～10:30

27日㈪ 13:30～15:30
（会場は烏山）

▶砧・健康づくり課
〒157-8501 成城6-2-1
☎3483-3161 FAX3483-3167

烏
　
山

7日㈫、22日㈬
13:30～15:30

16日㈭
9:00～11:30

9日㈭
9:00～11:00

8日、22日㈬
9:00～10:30

27日㈪
13:30～15:30

▶烏山・健康づくり課
〒157-8555 南烏山6-22-14
☎3308-8228 FAX3308-3036

健康づくり こころとからだの相談あんない9月ホ ト ラ イ ンッ

●救急車を呼ぼうか迷った時に(24時間)
　#7119(または☎3212-2323)

●医療機関案内(24時間)
　☎5272-0303

●子どもの急病時の相談
　(平日18時～翌朝8時、土・日曜、祝日8時～翌朝8時)
　#8000(または☎5285-8898)

急
病
！ど

う
し
よ
う　 !?

け
が
！

①行事名（コース）など
②住所　
③氏名（ふりがな）
④年齢　
⑤電話またはFAX番号
⑥「保育可」の催しで保
育希望の場合は、その
旨と子どもの氏名・ふり
がな・年齢
往復ハガキの場合は
返信用にも住所・氏名

●あて先は各記事の申込先
(住所の記載がない申込先
は、1面の総合支所の住所)

●特に記載がない場合、
　参加対象は、区内在住・
　在勤・在学者
●「保育可」は生後5か月以上
で首がすわっている子～
　未就学児が対象
●連記・重複申込不可
●「健康づくりホットライン」は
ハガキでの申込不可

ハガキ・ファクシミリの記入例
特に条件のある場合は明記します

令和3年（2021年）8月25日号地域版対対象（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

 せたがやコール ☎5432-3333  FAX 5432-3100

費1組500円
申電話またはファクシミリ（記入例
参照）で上祖師谷ま ち

づくりセンター（☎
3305-8611 FAX5384-7196）へ
先着20組

無料耐震相談会
日9月11日㈯午前10時～午後1時
場烏山区民センター
備持参書類等詳しくは、お問い合わ
せ下さい。
問防災街づくり課
☎6432-7177 FAX6432-7987

成年後見制度相談会
日10月5日㈫午前10時～正午
場烏山地域社会福祉協議会事務所
（南烏山5-18-13 4階）
備相談時間は1人45分。
申電話で（社福）世田谷区社会福祉
協議会成年後見センター（☎6411-
3950 FAX6411-2247）へ

第9回烏山地域蘆花まつり
特別企画「謎解き蘆花まつり」

　今年度の烏山地域蘆花まつりは開
催手法を変更し、地域周遊型の謎解
きイベントとして開催します。例年の
ように蘆花恒春園では行いません。
詳しくは、本紙9月25日号でお知ら
せします。
日10月9日㈯～11月14日㈰
問地域振興課
☎3326-9249 FAX3326-1050

▲収穫して食べるのが楽しみ!

▲種まきの様子

▲建築の専門家に相談できます

問地域行政課 ☎5432-2037 FAX5432-3069

　平成3年に地域行政制度を導入し、５つの地域に総合支所を開設しました。区政を「も
っと身近に」、行政サービスを「もっと便利に」、まちづくりを「もっと活発に」するため、
本庁の仕事をなるべく総合支所に分け、地域単位の行政のしくみにより、地域に密着し
た行政を進め、“打てば響くまちづくり”をめざしたものです。
　総合支所では、「くみん窓口」での行政手続等のサービスをはじめ、まちづくり活動の
支援や防災、保健福祉、街の整備など様々な分野の行政サービスを総合的に行っています。
また、地域の課題には、地域の皆さんの参加を得ながら解決に向けて対応するとともに、
まちづくりセンター（地区）の取組みをサポートして、地区・地域の特性を生かした地
域づくりを推進しています。

総合支所の役割
世田谷の

第5回
区のおしらせ地域版で連載中
第1回からの記事はこちら ▶▶▶

知っていますか？ 地域カラー
　地域ごとにイメージカラー（地域カラー）を決めており、総合支所やまちづくりセンター（通称：まちセ
ン）の案内サイン、広報板、本紙「区のおしらせ」地域版（25日号）などに活用しています。ぜひこの機会
に、お住まいの地域のカラーを確認してみましょう。 地域の区域と総合支所

★＝総合支所

今月の防災標語 台風は　テレビラジオで　まめチェック（正確で早めな備えを）
●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。

　昭和初期の宅地開発により植えら
れた桜並木です。現在は区管理の街
路樹となっていますが、地域の方々
による樹木の手入れへの協力もあり、
地域に馴

な

染
じ

んだものとなっています。
　せたがや百景にも選定されています
（№３６上北沢の桜並木）。
　これまでに区内86か所の風景が地域
風景資産として選定され、地域の方々に
より大切に守られ、育まれています。詳
しくは、区のホームページをご覧下さい。
問都市デザイン課
☎6432-7153  FAX6432-7996

大切にしたい身近な風景
（地域風景資産）
上北沢の桜並木

【世田谷地域】
まちセン：池尻、
太子堂、若林、
上町、経堂、
下馬、上馬　
地域カラー：
レッド  

【北沢地域】
まちセン：梅丘、代沢、新代田、
北沢、松原、松沢　
地域カラー： イエロー  

【玉川地域】
まちセン：奥沢、九品仏、等々力、上野毛、
用賀、二子玉川、深沢　
地域カラー： ブルー  

【砧地域】
まちセン：祖師谷、
成城、船橋、
喜多見、砧　
地域カラー： グリーン  

【烏山地域】
まちセン：上北沢、
上祖師谷、烏山　
地域カラー： オレンジ  


