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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）




