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新型コロナワクチン接種について

12月中の予約を受け付けています

世田谷区新型コロナワクチンコール　☎0120-136-652
　（平日午前8時30分～午後8時、土・日曜、祝日午前8時30分～午後5時30分）

会　　場　保健医療福祉総合プラザ（うめとぴあ内）
　　　　　旧二子玉川仮設庁舎（A棟1階）
受付時間　金・土曜（12月31日を除く）
　　　　　いずれも午前9時30分～11時30分、午後2時～5時

●1・2回目接種を受ける方に加え、3回目の接種券が届いた方も接種できます。
●3年3月1日～4月30日に2回目の接種を受けた方には、11月24日から3回目の
接種券をお届けしています（以降の発送時期等詳しくは、本紙や区のホーム
ページでお知らせします）。

詳しくは、区のホーム
ページをご覧下さい。

（ファイザー社製ワクチンを使用）

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
☎0570-550-571 （毎日午前9時～午後10時・多言語対応）
FAX5388-1396 （電話での相談が難しい方）

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

・英語や中国語など、多言語で行政情報などを案内しています。
・地域団体や学校が行う国際交流などの活動の紹介、協力をしています。
・困りごとがあったとき、相談先を紹介します。
・外国の文化などを知る講座や、交流イベントなどを行っています。

場太子堂4-1-1　キャロットタワー2階
開館時間 ／ 午前10時～午後6時
休館日 ／ 月曜・年末年始（12月29日～1月3日）
問せたがや国際交流センター
　(Crossing Setagaya)
　☎5432-1538 FAX5432-1570

せたがや国際交流センターってどんなところ？

クロッシング
せたがやスタッフ

ハナさん

認定NPO法人
CFFジャパン

高梨さんインド料理店シェフ

ダルジットさん

場太子堂4-1-1　キャロットタワー2階

　せたがや国際交流センター（Cr
クロッシング

ossing 
Se

せ た が や

tagaya）は、外国人にも暮らしやすい
世田谷になるよう様々な支援を行ってい
ます。また、多文化共生や国際交流に興
味のある人たちの活動を応援しています。

東急世田谷線三軒茶屋駅の上にあります

●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

クロッシング
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販売。先着80人。
担当＝地域振興課生涯学習・施設担当
場・問三茶しゃれなあどホール
☎・FAX3411-6636

第2回健康講座
「ぽかぽか温活ストレッチ」
日12月17日㈮午後1時30分～3時
場太子堂区民センター
講小林三紗（保健センター運動指導員）
申12月5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30人

クリスマスおはなし会
内容／絵本の読み聞かせ、語りなど
対幼児～小学校低学年
日12月19日㈰午後3時～3時40分

「世田谷のボロ市」の
中止について
　12月15日㈬・16日㈭と4年1月15日㈯・
16日㈰に開催を予定していた「世田谷の
ボロ市」は、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため、中止となりました。
問地域振興課
☎5432-2831 FAX5432-3032

親子の活動力アップ講演会
（オンライン）
内容／コロナ禍で考える子どもの元
気を引き出すためのヒント
対世田谷地域在住で乳幼児の保護者
日12月17日㈮～4年1月16日㈰
講野井真吾（日本体育大学教授）
備申込方法等詳しくは、区のホーム
ページをご覧下さい。
問健康づくり課
☎5432-2896 FAX5432-3074
電子申請可

安全な家づくり
→「きたざわ総合支所」参照

三軒茶屋の展望レストランで
夜景を楽しむクリスマスディナー
日12月24日㈮・25日㈯
場オークラレストランスカイキャロット
（キャロットタワー26階）
費1万2000円（サービス料別）

担当＝地域振興課生涯学習・施設担当
申電話またはファクシミリ（記入例参照）
でオークラレストランスカイキャロット（☎
5430-1185 FAX5430-1186）へ

胃がん（X線）・大腸がん検診
対1池尻地区、2太子堂・若林地区在
住で、4年3月31日現在40歳以上の方

費胃がん検診＝1000円、大腸がん
検診＝200円
担当＝1池尻ま ち

づくりセンター2太子堂・
若林ま ち

づくりセンター
申1は1月23日、2は1月25日までに、
電話またはファクシミリ（記入例参照。
検診種別・希望日・性別・生年月日も
明記）で せたがやコールへ
抽選12①各日9人2②20人

三茶DE落語 新春初笑い
出演／橘家文蔵、林家けい木、林家きよ彦
（三者とも落語家）、ニックス（漫才）ほか
日4年1月16日㈰午後2時～4時
費前売り＝2000円、当日＝2500円
備チケットは三茶しゃれなあどホー
ル、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

安全な家づくり
1①ミニ講座＆

アンド

②③専門家による建
替え相談会
日12月11日㈯①午後2時～2時30分
②午後2時40分～3時25分③午後3
時30分～4時15分
2ハウスメーカーによる建替え相談会
日12月18日㈯①午前10時～10時
45分②午前11時～11時45分
対世田谷・北沢総合支所管内の不燃化
特区地区内に老朽建築物を所有する方
場区役所第3庁舎3階ブライトホール
申電話またはファクシミリ（記入例
参照。希望時間帯も明記）で街づ
くり課（世田谷☎5432-2871 FAX
5432-3055、北沢☎5478-8074 
FAX5478-8019）へ

認知症高齢者の家族の会
日12月20日㈪午後1時30分～3時30分
場北沢タウンホール
申電話で保健福祉課（☎6804-8701 
FAX6804-8813）へ　先着5人 

依存問題やすらぎ家族教室
→4面「からすやま総合支所」参照

北沢区民講座「文字遊びでつ
ながる心～はがきで表現」
内容／四季折々の感動や喜びを一文字や
ごく短い言葉でハガキに託す「はがきで文

字遊び」入門編。誰でも気軽にチャレンジ
でき、アートな気分が味わえる体験講座。
日１２月２１日㈫①午前１０時～正午
②午後２時～４時　場梅丘地区会館 
講吉沢和子（「はがきで文字遊び」の
会主宰）　費６００円（材料費）
担当＝地域振興課生涯学習・施設担当
申１２月８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　各回抽選１４人 

※区のホームページからも申込み可。

下北寄席Vol.4 「志らく一門
落語バトルS-1グランプリ」
出演／立川志らく（落語家）ほか
日4年1月28日㈮①午後３時～4時
30分②午後６時～7時30分（いずれ
も予選）、1月29日㈯③午後1時～2
時15分（予選）④午後５時～7時（決勝）
費①②③各1500円④2500円
備チケットは、北沢タウンホール事務
室ほかで販売。
場・問北沢タウンホール
☎5478-8006 FAX5478-8007

代田コミュニティ美術教室
テーマ／絵から読み解く素敵な100年
人生～グランマ・モーゼスの生き方
対区内在住の方　日12月19日㈰午
後2時～4時　場代田区民センター
講遠藤望（世田谷美術館企画担当課長）
申12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「美術教室」係（〒155-
0033 代田6-34-13 ☎6407-8408 
FAX6407-8409）へ　抽選25人
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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、中止や変更と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。

場教育会館（弦巻3-16-8）
備先着30人。
問中央図書館
☎3429-1811 FAX3429-7436

がやがや館クリスマスイベント
～オーナメント作りとステージ
日12月11日㈯午前11時～午後3時
費100円（材料費）
担当＝市民活動・生涯現役推進課
場・問せたがや がやがや館
☎6450-7908 FAX3410-6940

ニュースポーツ講習会(ボッチャ)
日12月11日㈯午後2時～4時
場宮坂区民センター
備動きやすい服装で、室内用運動靴
を持参。 申電話またはファクシミリ
(記入例参照)で宮坂区民センター(☎・
FAX3706-3501)へ　先着30人

音 楽 イ ベ ント「S
セ タ ガ ヤ

etagaya 
M
ミュージック

usic F
フ ェ ス

es」出演団体募集

　4年3月19日㈯に北沢タウンホールで開催
する音楽イベントの出演団体を募集します。
備詳しくは、区のホームページをご覧下さい。
担当＝文化・芸術振興課
申12月20日（消印）までに、出演
申込書（区のホームページにあり）
を郵送で（公財）せたがや文化財団
音楽事業部（〒154-0004 太子堂
4-1-1 キャロットタワー5階 ☎5432-
1535 FAX5432-1559）へ
※応募団体多数の場合抽選あり。

成年後見制度相談会
日12月16日㈭午後1時～4時
場梅丘ま 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

北沢地域の市民緑地のご案内

　晩秋の季節、みどり豊かに保全さ
れた民有緑地で、秋を体感しませんか。
開園時間／午前9時～午後4時（4～
10月は午前9時～午後5時）

問（一財）世田谷トラストまちづくり
☎6379-1624 FAX6379-4233

実施日時 会場

1
4年2月21日㈪・
22日㈫いずれも
午前9時15分から

池尻
まちづくり
センター

2

①4年2月24日㈭・
25日㈮いずれも
午前9時15分から
②4年2月28日㈪
午前8時45分から

①太子堂
まちづくり
センター
②保健センター

市民緑地 所在地
大原一丁目柳澤の
杜市民緑地 大原1-26-1

松原一丁目日章館
亀井邸市民緑地 松原1-31-6

▲大原一丁目柳澤の杜市民緑地

まちづくりセンターから
内容・日時・申込方法等

代
沢

寄せ植え講習会～色とりどりの季節の花の寄せ植え
対代沢地区在住の方優先
日 12月8日㈬午前10時～11時30分
場代沢まちづくりセンター
費 1500円（材料費）
申電話または直接代沢まちづくりセンター
（☎3413-0513 FAX5486-7669）へ　先着28人

北
沢

古着・古布回収
日 12月4日㈯午前10時～正午（雨天実施）
場北沢タウンホール北口駐輪場、秋田県育英会東京寮（北沢1-41-22）
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

▲初めての方もぜひご参加下さい

内容・日時・申込方法等

池
尻

1普通救命講習会
対池尻地区在住の方優先　日 12月19日㈰午前10時～午後1時　費 500円
2クリスマス風の寄せ植え講習会
日 12月14日㈫午後2時～3時30分　費 1500円
場池尻まちづくりセンター
申1は12月6日、2は12月10日までに、電話またはファクシミリ（記
入例参照）で池尻まちづくりセンター（☎3413-1843 FAX5486-
7664）へ　抽選12各20人

経
堂

経堂地区寄せ植え講習会
対経堂地区在住の方優先（その他の地区在住の方は12月1日から受付開始）
日 12月21日㈫午後2時～4時　場経堂まちづくりセンター　費 2000円
講新宅康博（園芸専門家）
申 12月10日までに、電話またはファクシミリ（記入例参照）で経堂まち
づくりセンター（☎3420-7197 FAX5477-7921）へ　先着10人

まちづくりセンターから
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成年後見制度相談会
日 ①12月16日㈭午後1時30分～3時
30分②4年2月25日㈮午前10時～正午
場①さわやかはーとあーす世田谷（上
用賀4-16-11）②等々力ま 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

等々力農振会朝市
内容／地元産の朝摘み野菜や花、川
場村の物産販売
日12月11日㈯午前9時から（荒天中
止。なくなり次第終了）
場玉川総合支所（等々力3-4-1）
問等々力ま ち

づくりセンター
☎3702-2143 FAX3702-1165

花の寄せ植え講習会
対用賀地区在住の方優先
日12月16日㈭午後2時～3時30分
場用賀ま ち

づくりセンター　費2000円（材料費）
担当＝用賀ま ち

づくりセンター
申12月3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

胃がん（X線）・大腸がん検診
対深沢地区在住で、4年3月31日現
在40歳以上の方

たまがわたまがわ
総合支所

日①4年2月14日㈪・15日㈫②3月17日
㈭・18日㈮いずれも午前9時15分から
場①深沢ま ち

づくりセンター②駒澤大学深沢
キャンパス（深沢6-8-18）
費胃がん検診＝1000円、大腸がん
検診＝200円
担当＝深沢ま ち

づくりセンター
申4年1月16日までに、電話または
ファクシミリ（記入例参照。検診種別・
希望日・性別・生年月日も明記）で
せたがやコールへ　抽選各日9人

第49回上野毛地区
新春マラソン大会出場者募集
対小・中学生の部、一般の部
※例年と参加校・参加者を変更してい
ます。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。
日4年1月9日㈰(荒天中止)
場玉川小学校
申12月16日までに、 電子申請また
は電話で上野毛ま ち

づくりセンター （☎3705-
1361 FAX5707-7028)へ

二子玉川公園
わんことのハッピータイムミニ
　ドッグトレーナーと一緒に、犬同士
の交流をしませんか。

日毎月第2土曜午前10時～11時（雨天中止）
場二子玉川公園
問二子玉川公園ビジターセンター
☎3700-2735 FAX6805-7591

世田谷区赤十字奉仕団
「献血ご協力のお願い」
日12月16日㈭午前10時～午後0時

備雨天中止。活動日時等詳しくは、
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。
問児童課 ☎5432-2254 FAX5432-3016

依存問題やすらぎ家族教室
→4面「からすやま総合支所」参照

船橋地区古着・古布回収を
実施しました
　10月17日に船橋地区の6つの会場
で、「古着・古布回収」を実施しました。
回収された古着・古布は、海外へ輸
出され、再利用されます。
問船橋ま ち

づくりセンター
☎3482-0341 FAX5490-7031

成年後見制度相談会
日12月10日㈮午後1時～4時
場船橋ま 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

砧地域の市民緑地のご案内
　国分寺崖

がい

線
せん

上には、みどりの保全
のために民有緑地が点在しています。

喜多見まちづくりセンターから
1クリスマス・お正月の生花リース講
習会
対喜多見・宇奈根・鎌田在住の方
日12月17日㈮午後2時～3時30分

2普通救命講習会
対喜多見･宇奈根･鎌田在住・在勤・
在学の小学5年生以上
日12月27日㈪午後1時30分～4時30分
備動きやすい服装でお越し下さい。
修了者には「救命技能認定証｣ を交
付します。
場喜多見東地区会館
費12500円（材料費）2500円（教材費）
申11月26日から、112月3日、212
月10日までに、電話で喜多見ま ち

づくりセンター
（☎3417-3401 FAX5494-7015）へ　
抽選12各15人

寄せ植え講習会
対祖師谷、千歳台1・2丁目在住の方
日12月9日㈭午後2時～4時
場祖師谷ま ち

づくりセンター

費1800円（材料費）
申電話で同センター（☎３482-2201 
FAX5490-7029）へ　先着18人

山の木文庫特別おはなし会
対5歳以上
日12月4日㈯午後3時～4時
場砧図書館
申電話または直接砧図書館（☎3482-
2271 FAX3482-4603）へ　先着20人

だんらん男性料理講習会（初級）
おうちで美味しいごはん（全3回）
対区内在住のおおむね65歳以上の男
性（全回参加できる方優先）
日4年1月8日、2月12日、3月12日い
ずれも土曜午前10時30分～午後2時
場食事サービスサポートセンターだん
らん（鎌田3-13-1）
講中野優子（栄養士）
費各回1500円（受講料）
申12月11日（必着）までに、往復ハ
ガキ（記入例参照。希望日も明記）
で食事サービス活動推進の会（〒157-
0077 鎌田3-13-1）へ　抽選12人
問高齢福祉課☎5432-2407 FAX5432-
3085、開催日のみ＝食事サービス活動
推進の会☎・FAX3749-8855

砧地域にプレーパークをつく
ろうネットワーク（外遊びの場）
　子どもたちが自由にやりたいことので
きる遊び場をめざし、区と住民の協働
事業として年間を通して活動しています。
場 大蔵運動公園アスレチック広場・
幼児園

きぬたきぬた
総合支所

晩秋の彩りを感じながら、散策してみ
ませんか。
開園時間／午前9時～午後4時(4月
～10月は午前9時～午後5時)

問（一財）世田谷トラストまちづくり
☎6379-1624 FAX6379-4233

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）11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、中止や変更と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。

30分、午後1時45分～4時
場玉川せせらぎホール（玉川区民会館　
等々力3-4-1）
問市民活動・生涯現役推進課
☎6304-3166 FAX6304-3597

灯油の取扱いにご注意を
　灯油は身近にあるため危険物とい
う認識が低いですが、使用方法を誤
ると火災や爆発等の事故につながり
ます。ストーブをつけたままの給油は
しない等、灯油の適切な取扱いと管
理をお願いします。
問玉川消防署
☎3705-0119 FAX3705-0124

▲12月の実施日は11日㈯

▲上野毛のまちを駆け抜けます

▲昨年度に行った講習会の様子です

▲集められた古着・古布

▲成城三丁目こもれびの庭市民緑地

▲成城三丁目なかんだの坂市民緑地

区民センターから
内容・日時・申込方法等

奥
沢

1防犯講座「巧妙化し、後を絶たない特殊詐欺対策」
日 12月4日㈯午後1時30分～3時　講玉川警察署生活安全課防犯係職員
2フラワーアレンジメント「クリスマスカラーの花とキャンドルで彩る」
日 12月11日㈯午前10時～正午
講田原淑子（フラワーコーディネーター）　費 2000円（材料費）
場奥沢区民センター
申2は午前9時から電話で奥沢区民センター（☎3720-1973 FAX3726-
9485）へ　先着220人

玉
川
台

1おうちでつくってあそぼう
内容／自宅で親子一緒に楽しめる手作りキット（ねんどでガーランド、
フェルトツリーほか）を配布
日 12月12日㈰午前10時～午後2時　備先着200個。なくなり次第終了。
2音楽講座「クリスマスファミリーコンサート」
日 12月18日㈯午後2時～3時30分
歌・演奏／出井則太郎（テノール歌手）、遠藤万里（バイオリン奏者）、
山浦文友香（ハープ奏者）
場玉川台区民センター　申2は11月30日（消印）までに、往復ハガキ
（記入例参照。4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250人

▲初めての方もぜひご参加下さい

市民緑地 所在地
成城三丁目
こもれびの庭 成城3-6-20

成城三丁目
なかんだの坂 成城3-9-3

成城三丁目
崖（はけ）の林 成城3-10

成城四丁目
発明の杜 成城4-19-10

旧喜多見五丁目
竹山
（喜多見5-21
遊び場内）

喜多見5-20外
※臨時閉園中（区立
公園として整備し4
年3月頃開園予定）



花の寄せ植え講座「クリスマス
とお正月をテーマに」
日12月17日㈮①午後1時～2時30分、
②午後3時～4時30分
場烏山区民センター
講田部井弘子（ちとせフラワー）
費2000円（材料費）
備シャベル（お持ちの方）、軍手、エ
プロン、持ち帰り用袋等を持参。
申電話またはファクシミリ（記入例
参照。①②の別も明記）で烏山区民
センター（☎3326-3511 FAX5313-
0009）へ　
先着①②各15人

依存問題やすらぎ家族教室
内容／講義とグループワーク
対北沢・砧・烏山総合支所管内在住
で、ご家族のアルコールや薬物、ギャ
ンブル等の問題でお困りの方

いずれも月曜午後2時～3時30分
場烏山総合支所
講佐藤妙（精神保健福祉士）

申電話でお住まいの地域の健康づく
り課（北沢☎6804-9667 FAX6804-
9044、砧☎3483-3166 FAX3483-
3167、烏山☎3308-8246 FAX3308-
3036）へ

第20回「すくすくメッセ烏山」
参加団体募集
内容／子育て団体が情報発信し交流
するイベント
対烏山地域で活動中の子育て団体
日4年6月12日㈰午前10時～午後0
時30分（予定）
場烏山児童館、上北沢児童館、上
祖師谷ぱる児童館、粕谷児童館
備4館に分かれて同時開催。
申電話または直接児童館（烏山☎
3309-3003 FAX3326-6116、上北沢
☎3290-3700 FAX3290-5042、 上
祖師谷ぱる☎3789-3131 FAX3789-
3521、粕谷☎3305-7171 FAX3305-
7172）へ

ファミリーシアター
「ヘンゼルとグレーテル」
日12月19日㈰午前11時～正午、午
後1時30分～2時30分
費200円（チケット代）
備12月8日午後2時から烏山区民セ
ンター集会室でチケットを販売（1人
3枚まで）。先着各170人。
場・問烏山区民センター
☎3326-3511 FAX5313-0009

認知症高齢者の家族の会
日12月21日㈫午前10時～正午

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

8日㈬
13:30～15:30

16日㈭
13:30～15:30

15日㈬
9:00～11:00

3日、10日、
17日㈮

9:00～10:30

2日、9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
10日、24日㈮
13:30～15:30

17日㈮
14:00～16:00

27日㈪
13:00～15:00

1日、8日、
22日㈬

9:00～10:30

9日㈭ 9:30～11:30
20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

2日、23日㈭
13:30～15:30

8日㈬
14:30～16:30

3日㈮
13:00～15:00

1日、8日、
15日㈬

9:00～10:20

2日、9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 3日㈮15:00～17:00
6日㈪13:30～15:30

23日㈭
9:30～11:30

8日㈬
9:00～11:00

3日、10日、
17日㈮

9:00～10:30

9日㈭ 9:30～11:30
20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

23日㈭
9:00～11:30

9日㈭
9:00～11:00

1日、15日㈬
9:00～10:30

9日㈭ 9:30～11:30
20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12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）11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

場烏山区民センター
申電話で保健福祉課（☎3326-6136 
FAX3326-6154）へ　先着10人

成年後見制度相談会
日12月7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45回桐の会」を
開催しました
　9月23日に烏山区民センターで「第
45回桐の会」を開催しました。感染
症対策を講じた中、地元の小・中学
生や、地域の多くの方々が友情出演
し、箏

こと

に親しむ楽しい演奏会でした。
問烏山区民センター
☎3326-3511 FAX5313-0009

古着・古布回収
日 ①12月4日㈯午後7時～9時②12
月5日㈰午前10時～正午③12月11日
㈯午前10時～正午（いずれも荒天中止）

場①～③区営上北沢五丁目第二ア
パート集会室（上北沢5-15 2号棟前）
③上北沢地区会館（西側）
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。
駐車場はありません。
問上北沢ま ち

づくりセンター
☎3303-0111 FAX5374-7030

　せたがや百景でもあり、寺院が連
なる路地や寺院内の池や花木のほ
か、第1回地域風景資産の釜六の天

てん

水
すい

桶
おけ

、国歌の歌詞にも出てくるさざ
れ石、そば禁止の碑等、様々な魅
力を包含しています。地下水や湧水
を含む自然環境を保護するため、烏
山寺町環境協定を締結する活動も地
域で行われています。
　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）
「烏山寺町」

今月の防災標語 挨拶を　したおかげで　助けられ（日頃からのご近所同士の挨拶が、震災時の助け合いにつながります）
●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、中止や変更と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。

問地域行政課 ☎5432-2037 FAX5432-3069

　現在、区では地域行政の推進に向けた条例の検討を進めています。今回はまちづくりセンターの充実・強化
を図る検討ポイントの一つ、「まちづくりのコーディネート機能」について、ご紹介します。

まちづくりセンターの充実・強化（まちづくりのコーディネート）
世田谷の

第8回

まちでは今…

まちづくりのコーディネート機能

●単独世帯の増加や近年多発する自然災害等により、地域での支え合いの重要性が高まる一方、地域コミュニティの希薄
化が懸念されています。

●働き方の変化や新型コロナウイルス感染症の拡大等により、価値観が多様化し、人と人との関わり方が変化しています。
●地域活動を維持していく不安感の高まり、困りごとが多様化しています。

●住民や地域で活動する団体など多様な方々がつながるきっかけづくりを推進します。
●身近な情報の発信や課題の共有、まちの魅力アップに向けて支援します。
●まちづくり活動の支援制度、活動の場所、団体の紹介などを情報提供します。　

実施日 テーマ

12月20日 コミュニケーションを
工夫しよう

4年1月24日 ひとりで悩まず
相談しよう

4年2月28日 自分を大切にしよう
4年3月28日「ミーティング」の力

このコーナーは
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 ▶▶▶

▲練習の成果を披露しました

条例の制定に向けた取組み
【区民ワークショップ】

　区民の皆さんに地域コミュニティや
まちづくりについて意見交換をしてい
ただきました(2年10月)。


