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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




