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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 9月19日㈰午前9時30分～午後4時
場エコプラザ用賀
費 材料費実費
2親子でおもしろ気象実験

「ペットボトルで雪の結晶を作ろう」
対 区内在住・在学の⼩学生と保護者
日 10月3日㈰午後1時～3時
場リサイクル千歳台
費 500円

備 持ち物等詳しくは、ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせ下さい。
申 1は9月12日までに、 電話でエコプラザ用
賀（☎3708-4081 FAX3708-4082）へ、 2は
9月17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 
FAX5490-3267 HPhttps://ecoccle-setagaya.
jp/）へ　先着15人　抽選210組20人（2人1組）

親族後見人のための成年後見セミナー
日 10月2日㈯午後2時～4時
場 成城ま ち

づくりセンター
講 天海義彦（弁護士）
申9月27日までに、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
会成年後見センター（☎6411-3950 FAX6411-
2247）へ　先着16人

産前・産後のセルフケア講座
対 区内在住で妊娠中（安定期以降）の方または
受講日に5か月未満の赤ちゃんがいる母親
備 日程、会場等詳しくは、ホームページをご覧

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。

いただくか、お問い合わせ下さい。
担当＝児童課
申ホームページからNPO法人せたがや子育てネッ
ト（ ☎6796-3939 FAX6796-3940 HPhttps://
www.setagaya-kosodate.net）へ

第4回子育て支援者養成研修（全6回）
対 修了後、援助会員として子どもの一時預かり
や送迎ができる18歳以上の方

場 男女共同参画センターらぷらす
費 2000円（資料代）
備 有資格者は、一部科目の受講が任意となりま
す。詳しくは、お問い合わせ下さい。
申電話で世田谷区ファミリーサポートセンター（☎
5429-1200 FAX5429-1202）へ　先着25人

ひきこもりに悩む家族を対象とした
家族セミナー
内容／思春期と不登校、ひきこもりの関係
日 9月18日㈯午前10時30分～正午
場メルクマールせたがや（池尻2-4-5 せたがやも
のづくり学校3階）

講メルクマールせたがやスタッフ（臨床心理士等）
申9月17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15人

障害のある方でも無理なく楽しく動く
リハビリ・スポーツ体験講座
内容／ボッチャ、卓球、体操で楽しく体を動かし、
体⼒の維持向上
対 区内在住の18歳以上の方で脳血管疾患等の障
害のある方（初めての方優先）、体⼒に⾃信のな
いおおむね75歳以上の方
日 10月18日～11月29日の毎週月曜午後1時30
分～3時30分（全7回）
場 池尻⼩学校
備 家族、支援者も参加可。
申9月14日までに、 電話で保健センター（☎
6265-7473 FAX6265-7429）へ　抽選15人

認知症を勉強しましょう
～病気の理解からケアまで
日 10月2日㈯午前10時～午後3時30分
場 梅丘パークホール
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 FAX5429-
8856）へ　先着50人
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♣日本体育大学公開講座①らくらくエアロビクス②産後
母のためのヘルスケア教室③身体・教育・文化を考える。
①9/25㈯、10/10㈰・30㈯、11/27㈯、
12/4㈯いずれも10時半～12時、11/13㈯
13時半～15時②9/21㈫・22㈬、11/3㈷・
13㈯、12/11㈯いずれも10時半～12時③
9/26㈰10～12時　①②日本体育大学東京・
世田谷キャンパス（深沢7-1）③オンライン　
各回千円　要申込（同大学社会貢献推進機構
スポーツプロモーション・オフィス☎5706-
0911　平日8時半～17時）
♣不登校経験者の話を聴く会
9/26㈰14～17時　NPO僕んちフロア（代田
4-32）またはZOOM　500円　要申込（フ
リースクール僕んち・親の会☎3327-7142）
♣世田谷・リサイクルマーケット
10/3㈰10～16時　世田谷公園（雨天中止）　
出店者募集中　ホームページでリサイクル
推進友の会（☎3412-6857　月～金曜10～
16時に　HPhttp://www.frma.jp）

（♣は区の後援事業）
◆30日以内で-5kg痩せるストレッチ体験
9/2からの毎週①月曜10時②火曜10時③木曜
13時④土曜10時から　①②④砧町⾃治会事務
所（砧6-22）③鎌田区民集会所　1回千円　要
申込（整体ストレッチ☎090-6949-6732米岡）
◆筆ペン又はボールペンを使って名前を美し
く書くためのワークショップ
9/3㈮・27㈪いずれも9～10時、9/7㈫12時
半～13時半　代田区民センター　1500円（資
料代込）　要申込（清
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♣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
①9/5㈰14～16時 ②9/8㈬17時 半 ～19時
半、9/15㈬18時半～20時半③9/22㈬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）
◆初級英会話を始める方の体験学習会
9/12㈰11～12時　経堂地区会館別館　千
円　要申込（初級英会話スリータイムズ☎
090-6022-0943大橋）
◆初めてのイングリッシュカンバセーション
9/17㈮13～14時　太子堂区民センター　千
円　要申込（ベイシックデイリー EC☎090-
4710-0847太田）
♣母子・父子家庭あつまれっ ! 森と遊ぼう!
ツリークライミング＆薪を割ってピザ焼き体験
9/19㈰～20㈷　19日8時半に⼩田急箱根高
速バス経堂営業所駐車場（宮坂3-1）集合　静
岡県伊豆市　1世帯2万2千円　要申込（世田
谷区母子寡婦福祉連合会☎3866-0771奥村）
♣陶芸クラブ青陶会「作品展」
9/25㈯10～16時、26㈰10～15時　 等 々
⼒まちづくりセンター（青陶会☎090-3213-
6706 yoshitomo@is-ltd.com石井）

催し物 ♣第31回せたしんカップGB大会
10/14㈭（予備日10/15㈮）9時から総合運
動場陸上競技場　1チーム3千円　要申込（世
田谷区ゲートボール協会☎3439-1108村石）
♣第110回区民大会 後期（バドミントン）
10/24、11/7、12/12いずれも日曜9時から総合
運動場体育館ほか　ペア1600円ほか　要申込（世
田谷区バドミントン協会☎090-8006-8836安藤）
♣昭和女子大学生活心理研究所公開講座「学
校教育とスクールカウンセリング」
11/6㈯14～16時　オンライン開催（ZOOMウェビ
ナー）　ハガキまたはメールで同研究所（〒154-8533 
太子堂1-7-57 ☎3411-6246 sinriken@swu.ac.jp）

◆世田谷ハイカークラブ（登山・ハイキング）
月2～3回　現地集合　入：2千円　年：4千円（☎
3309-3797 ryoko.take1954@gmail.
com河端）

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、中止や変更と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8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 49万1341世帯 （617減➡ ） 内訳：日本人人口 内訳：外国人人口
人　口 91万9042人    （715減➡ ） 89万7816人 （505減➡ ） 2万1226人 （210減➡ ）
男　性 43万5083人    （386減➡ ） 42万4225人 （276減➡ ） 1万  858人 （110減➡ ）
女　性 48万3959人    （329減➡ ） 47万3591人 （229減➡ ） 1万  368人 （100減➡ ）

実施日時
11月2日㈫午前10時～午後3時30分
11月9日㈫午前9時30分～午後3時10分
11月10日㈬午前9時30分～午後1時10分
11月19日㈮午前9時30分～午後3時30分
11月24日㈬または11月25日㈭午前9時30分～午後1時
11月30日㈫午前9時30分～午後3時30分

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）

東京都新型コロナコールセンター（午前9時～午後10時・多言語対応）
☎0570-550-571 FAX5388-1396（電話での相談が難しい方)

●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）
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、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。

■「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はご相談下さい
　（「コロナの後遺症について」とお申し出下さい）。

■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 ※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。

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）

世田谷区新型コロナウイルス相談窓口 ☎5432-2111 FAX 5432-3022
（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


