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登録手話通訳者（選考試験）

内容／区主催の行事等での通訳や聴覚障害者の
日常生活支援
対 次の全てを満たす方①4年4月1日現在20歳以上
②区内在住または在勤③区の手話講習会専門コー
ス修了または同等以上の手話技術と知識を有する
④障害者に対する福祉活動に理解と熱意がある
選考方法／手話の読取り・表現、面接（手話通
訳士、東京手話通訳等派遣センター登録者は一
部試験免除あり）
選考日時・会場／ 3月5日㈯午前10時から・区
役所第3庁舎3階ブライトホール
申1月21日（必着）までに、ハガキ（記入例参照。
勤務先の名称・所在地・電話番号、手話経験年
数、資格（一部試験免除の資格を有する方のみ）
も明記）で障害施策推進課（☎5432-2388 FAX

5432-3021）へ

精神障害者等支援連絡協議会第4回
ピアサポート活動ワーキンググループ
対 障害のある方、そのご家族、支援関係者、関
心のある方等
日 2月3日㈭午後1時30分～4時
場オンライン（Zoom）開催。希望により会場（東
京リハビリテーションセンター世田谷）での視聴可。
備 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。
申1月21日（必着）までに、 電子申請で申込み
※電子申請が難しい方は申込書（障害保健福祉
課、区のホームページにあり）をファクシミリまたは
郵送で障害保健福祉課（☎5432-2247 FAX 5432-
3021）へ　抽選オンライン＝500人、会場＝20人

保健センターから
1福祉用具展示・相談会
対 障害のある方、そのご家族、支援者等
日 1月25日㈫午前10時～午後4時
2失語症がある方の家族交流会
内容／言語聴覚士による講話と交流会
対 失語症がある方のご家族（区内在住の方優先）
日 2月3日㈭午後2時～4時

場 保健医療福祉総合プラザ
申 1は1月4～24日に、電話またはファクシミ
リ（記入例参照）、 2は1月4～28日に、 電
話で保健センター（☎6265-7546 FAX 6265-
7549）へ

住民主体型「地域デイサービス」を
運営する団体を募集しています
　地域デイサービスは、高齢者の介護予防や閉
じこもりの防止を目的とした、地域の皆さんの支
えあいによる“通いの場”です。運営に必要な
知識や心構え、区からの支援内容について研修
を実施します。
日 2月10日㈭午前9時30分～午後0時40分、2
月18日㈮午後1時30分～4時30分 ※両日の出
席で修了となります。
場 梅丘パークホール
申1月4日から、電話またはファクシミリ（記入
例参照）で介護予防・地域支援課（☎5432-
2953 FAX 5432-3085）へ

保育士ミニ面接会
対 保育士・保育補助として保育園でのお仕事を
お考えの方

日 2月4日㈮午後2時～4時
場 三茶おしごとカフェ
申1月4日から、電話でハローワーク渋谷人材確保・
就職支援コーナー（☎3476-8609 内線47#）へ
問 保育運営・整備支援課
☎5432-2320 FAX 5432-3018

税理士による無料申告相談
対 小規模納税者、年金受給者及び給与所得者

（譲渡所得のある方、税理士に依頼している方
は除く）

いずれも午前9時30分～午後3時30分
担当＝課税課
申1月5日から事前申込サイトで、または1月11日
から電話で東京税理士会世田谷・北沢・玉川各
支部（☎上記参照 HP 上記二次元コード）へ
問 税務署（世田谷☎6758-6900、北沢☎3322-
3271、玉川☎3700-4131） 

税理士会による税の無料相談

担当=課税課
備 要予約。相談時間は1回30分。

健康的な食生活を学びませんか
1糖質の賢いとり方講座
日 1月28日、2月4日いずれも金曜午後2時～ 3
時30分（全2回）

2カルシウムアップの食事講座
〜骨粗しょう症予防・改善
日 2月8日㈫午後2時～3時30分

対 区内在住・在勤で18歳以上の方（初めての
方優先）
場 保健センター
費 1回400円（指導料）
申1月4～6日に、電話、ファクシミリ（記入
例参照。性別、生年月日も明記）またはホー
ムページで保健センター（☎6265-7473 FAX

6265-7429 HP http://www.setagayaku-
hokencenter.or.jp/)へ
抽選12各20人

2月の胃がん検診（Ｘ線撮影法）
対 区内在住で40歳以上の方(1年以内の受診者、
胃・十二指腸を切除または治療・観察中の方、
妊婦、心臓ペースメーカーを使用している方、
腸閉塞・腸捻転になったことがある方を除く)

時間／午前9時15分～検診終了
費 1000円（自己負担金）
備 随時受付の大腸がん検診（便潜血検査、自己
負担金200円）も同時に申込可（ハガキに連記可）。
申1月4～14日（必着）に、電話、ファクシミリ、
ハガキ（記入例参照。性別、生年月日、実施日、
会場（第2希望まで）も明記）またはホームペー
ジから世田谷区がん検診受付センター（〒156-
0043 松 原6-37-10 ☎6265-7573 FAX 6265-
7559 HP https://www.setagaya-kenshin.
com/）へ　抽選各日6～12人

「こころスペース」
～思春期・青年期の相談
　こころのモヤモヤがなかなかスッキリしないと
き、相談員と話しながら、対応方法を探してみ
ませんか。
対 思春期、青年期のご本人、保護者の方等
日 1月13日㈭午後2時～3時30分
場 保健センター
問 世田谷保健所健康推進課
☎5432-2947 FAX5432-3102

世田谷区マンション交流会セミナー
内容／マンション交流会員による事例紹介
対 分譲マンション居住者、管理組合理事等
日 1月15日㈯午後1時45分～3時45分
場 三茶しゃれなあどホール
申1月4～11日に、電話またはファクシミリ（記
入例参照）で居住支援課（☎5432-2504 FAX

5432-3040）へ　先着50人
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税　金 TAX

対象地域 日時 会場・申込先

世田谷
税務署
管内

1月15日、
2月12日
いずれも土曜
午後1時30分
～4時

東京税理士会世田谷支部
（若林4-31-7ベルジェ102）
☎5481-0770
FAX5481-0771

北沢
税務署
管内

1月11日㈫、
2月14日㈪
午後1時～4時

東京税理士会北沢支部
（松原6-1-10アイリン
マンション3階）
☎3322-7894
FAX3323-3571

玉川
税務署
管内

1月14日、
2月4日
いずれも金曜
午後1時～4時

【相続税専用】
毎週火・木曜
午前10時～
午後4時

東京税理士会玉川支部（玉
川2-4-4玉川酒販会館3階）
☎3700-0562
FAX3708-5131

障害のある方

高齢者

対象地域 日程 会場 申込先

世田谷
税務署
管内

2月1日㈫～
4日㈮

世田谷
合同庁舎2階

☎0570-
006-587

2月7日㈪、
8日㈫

三茶しゃれな
あどホール

北沢
税務署
管内

2月3日㈭、
4日㈮、
8日㈫、
9日㈬

梅丘
パークホール

☎0570-
006-588

玉川
税務署
管内

2月2日㈬～
4日㈮

玉川せせらぎ
ホール

（等々力3-4-1） ☎0570-
006-5892月7日㈪～

9日㈬
奥沢
区民センター

2月10日㈭、
14日㈪、
15日㈫

JA世田谷目黒
ファーマーズ
センター（桜新
町2-29-1）

●特別区民税・都民税（住民税）普通徴収第4期分の納期限は1月31日です。問 納税課 ☎5432-2208 FAX5432-3012

仕事・産業
健康・衛生

日程 会場

4日㈮、12日㈯、17日㈭、
21日㈪、24日㈭、26日㈯
※上記以外の月･木･金も実施(10
日前までに要申込。先着順)

保健センター

3日㈭、18日㈮ 玉川せせらぎホール
（等々力3-4-1）

10日㈭ 玉川医師会館
（中町2-25-18）

4日㈮、16日㈬ 北沢タウンホール

7日㈪、25日㈮ 教育会館
(弦巻3-16-8)

電話でお問い合わせ下さい。砧総合支所

1日㈫、9日(水)、22日㈫、
28日㈪ 烏山区民センター

15日㈫ 深沢区民センター

住まい・街づくり


