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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・オミクロン株コールセンター（毎日午前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）

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。

■「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 FAX5432-3022
（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

世田谷総合支所
北沢総合支所
玉川総合支所

砧 総 合 支 所
烏山総合支所

〒154-8504世田谷4-22-33
〒155-8666北沢2-8-18
〒158-8503等々力3-4-1

〒157-8501成城6-2-1
〒157-8555南烏山6-22-14

☎5432-1111（代） FAX 5432-3031
☎5478-8000（代） FAX 5478-8004
☎3702-1131（代） FAX 3702-0942

☎3482-1321（代） FAX 3482-1655
☎3326-1202（代） FAX 3326-1050

●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

　開設を記念して、オープニングイベントを実施します。
皆さんからご応募いただいた施設愛称の選定投票を行い
ますので、ぜひご参加下さい。

　旧花見堂小学校跡地を地域でどのように活用する
のか、８年間にわたってPTA、卒業生等の学校関係
者・地域住民が区と一緒に検討してきました。
　新しい施設を子どもから高齢者まで多世代が集う
地域のコミュニティの拠点とするために、話し合っ
てきた内容を「花見堂複合施設憲章」として定めま
した。地域住民が主体の施設運営会議が、区と協働
で施設の運営を行います。

2月上旬からの開催を予定していた「せたがや梅まつり」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。
これに伴い、せたがや梅まつり公式ホームページ（HPhttp://setagaya-umematsuri.com/）では、これまで梅まつり
を盛り上げてきた各種催し物などを動画にまとめて、その魅力を紹介しています。ぜひご覧下さい。

▲公式HP ▲紹介動画

旧花見堂小学校の跡地へ、花見堂地区会館・代田南児童館・ほわわ花見堂（障害児通所施設）
からなる花見堂複合施設を3年12月22日に開設しました。

地域コミュニティの拠点をめざして

花見堂オープニングイベント

せたがや梅まつり
中止のおしらせ

花見堂複合施設をオープンしました

花見堂複合施設憲章

～地域住民による施設運営がはじまります！

開催日／2月19日㈯　　会場／花見堂複合施設
※時間等詳しくは、花見堂地区会館へお問い合わせ下さい。

所在地／代田1-13-14（旧花見堂小学校）
交通／東急バス「若林陸橋北口」「若林折返所」、小田急バス 「代田一丁目」

からいずれも徒歩5分
開館時間／午前9時～午後9時30分
休館日／花見堂地区会館＝第4月曜、年末年始（12月28日～1月4日）
☎3414-2836 FAX5430-6201

東急バス
若林陸橋北口

小田急バス
代田一丁目

花見堂複合施設

世田谷代田駅方面

環
状
七
号
線

若林駅方面
東急バス
若林折返所

地域の皆さまと力を合わ
せながら、新しくなった
施設を中心に、花見堂の
伝統や想いをつないでい
ければと思っております。

運営会議代表　
小島裕子さん

● さくら花見堂
● 代田の丘の花見堂
● 花見堂パーク
● 花見堂ベース
● みんなの花見堂

愛称候補
（50音順）

問 北沢総合支所地域振興課 ☎5478-8045 FAX5478-8004

問 北沢総合支所地域振興課 ☎5478-8028 FAX5478-8004主催／せたがや梅まつり実行委員会



共
通
事
項

内容・日時・申込方法等

池
尻

さぎ草植込み講習会
対池尻地区在住の方優先　日 2月17日㈭午後2時～3時30分
場池尻まちづくりセンター　費 900円
申 2月8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20人

太
子
堂

地区合同防災訓練～地域の皆さん、ご参加下さい
日 2月27日㈰午前9時～11時30分（雨天実施）　場太子堂小学校
備当日は町会ごとに一時集合所に集合し会場に移動。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。
問太子堂まちづくりセンター ☎5787-6368 FAX5787-6690

上
町

多肉植物の寄せ植え講習会
対上町地区在住の方優先（その他地区在住の方は2月1日から受付開始）
日 2月17日㈭午後2時～3時30分　場上町まちづくりセンター
費 2000円（申込後2月1～10日に、同センターへ持参）　申 2月4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10人

上
馬

1マジックショー
対上馬地区在住・在学の中学生以下の方優先　日 2月19日㈯午後2時～3
時30分　備オンラインでも参加可。詳しくは、お問い合わせ下さい。
2さぎ草植込み講習会
日 2月26日㈯午前10時～11時30分　費 800円
3交通安全体験会
内容／シミュレーターを使用した交通安全体験
日 2月26日㈯午後2時～3時30分　備室内履きを持参。

場13上馬地区会館2上馬まちづくりセンター
申1は2月1日までに、123いずれも電話またはファクシミリ（記
入例参照）で上馬まちづくりセンター（☎3422-7415 FAX5486-
7668）へ　抽選150人（会場）　先着218人330人

まちづくりセンターから

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　先着30人

ママとベビーのリフレッシュ体操
対首のすわった乳児～2歳未満の幼
児と母親
日毎週金曜午前10時～11時

区民講座「今日から始める防災
対策」（全2回）
内容／①命を守る最新防災情報
②防災用品の備え方とヒント
日2月22日、3月1日いずれも火曜午
後2時～4時　場太子堂区民センター
講菊池顕太郎（NPO法人 日本防災
士会東京都支部世田谷理事）
備保育可（要予約、抽選で若干名）。
担当＝地域振興課生涯学習・施設担当
申2月6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　抽選20人

3.11応援をつづけよう！
避難訓練プラスげんき寄席
出演／春風亭昇吉（落語）、オキシジェン
（漫才）、田辺いちか（講談）ほか
日3月6日㈰午後1時～3時
場三茶しゃれなあどホール
費311円以上（東日本大震災復興の
ための寄付）
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）で三茶しゃれなあどホール（☎・
FAX3411-6636）へ　先着50人

おとなの発達障害講演会
対区内在住・在勤で発達障害の方、
そのご家族、関係者
日2月21日㈪午後1時30分～3時

講須田賢太（目白メンタルクリニック
院長）
備オンライン（Z

ズ ー ム

oom）開催。
申2月17日までに、 電子申請で申込み
先着100人
問健康づくり課
☎5432-2896 FAX5432-3074

まちかどコンサート
～新感覚のクラシック
出演／佐藤嘉則（ヴァイオリン）、
甲斐万喜子（ピアノ）
日2月27日㈰午後2時～3時30分
場太子堂区民センター
申2月10日（必着）までに、往復ハガ
キ（記入例参照）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40人

パパ・ママのリフレッシュ体操
対1歳～就学前の幼児と保護者
日2月19日㈯午前10時～正午
場桜丘区民センター
申電話またはファクシミリ（記入例参照）
で桜丘区民センター（☎3439-0541 
FAX3439-0542）へ　先着20組

オークラレストランスカイキャロッ
ト料理長の料理実演・試食会
日3月8日㈫午後1時～3時
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4000円
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

世田谷区赤十字奉仕団献血会
日2月19日㈯午前10時～午後0時
30分、午後1時45分～4時
場梅丘分庁舎（松原6-3-5）
問市民活動・生涯現役推進課
☎6304-3166 FAX6304-3597

はじめての妊活と不妊症に
ついて（オンデマンド配信）
内容／ 9月29日開催の北沢区民講座
（オンライン講座）の配信。①妊活に
向けて②助成事業について
備せたがや動画「世田谷区オフィシャ
ルチャンネル（Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube）」で限定
公開配信。視聴の申込受付中。
申 3月13日までに、 電子申請で申込み
問地域振興課
☎5478-8045 FAX5478-8004 

第32回下北沢演劇祭
　“地域に根ざした手作りの演劇祭”
をめざして、1990年にスタートし、
過去31回の開催の中でプロ・アマチュ
アを合わせてのべ750団体が参加し
てきました。ますます盛り上がる下北
沢演劇祭に、ぜひお越し下さい。
日2月1日㈫～28日㈪
場 本多劇場、ザ・スズナリ、駅前
劇場、OFF・OFFシアター、「劇」
小劇場、小劇場「楽園」、シアター
711、小劇場B1、北沢タウンホール、

T
ト ウ キ ョ ウ

OKYO N
ノ ー ヴ イ

OVYI・A
アー ト

RT アトリエ
備詳しくは、下北沢演劇祭ホームページ
（HPhttps://engekisai.com/）をご覧下さい。
担当＝地域振興課地域振興・防災担当
問 せたがやコール、下北沢演劇
祭事務所（本多劇場内）☎3468-
0030 FAX3468-0150

認知症高齢者の家族の会
日2月28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

本の装備体験と思いいれのあ
る本を語り合う会
日2月12日㈯午後2時～4時
場梅丘図書館
備装備（フィルムかけ）する本を持参。
申電話またはファクシミリ（記入例参
照）で梅丘図書館（☎3323-8261 
FAX3328-9417）へ　先着12人

成年後見制度相談会
日2月4日㈮午前10時～正午
場代沢ま ち

づくりセンター
備相談時間は1人45分。

せたがや

きたざわ

せたがや

きたざわ

総合支所

総合支所

2

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。

場せたがや がやがや館　費500円
備随時募集しています。詳しくは、
お問い合わせ下さい。
担当＝市民活動・生涯現役推進課
申電話またはファクシミリ（記入例
参照）でせたがや がやがや館（☎
6450-7908 FAX3410-6940）へ　
各回先着13組

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

北沢地域の地名の由来を
ご紹介します（豪徳寺編）
　豪徳寺の町名は、広い境内とその

周辺一帯を所有する豪徳寺の名をつ
けたもので、この豪徳とは井伊直孝
の法名からとったものです。（「ふるさ
と 世田谷を語る 経堂・宮坂・梅丘・
豪徳寺」（平成10年2月発行）から引用）
問地域振興課
☎5478-8038 FAX5478-8004

担当＝各まちづくりセンター

担当＝各まちづくりセンター

共
通
事
項

共
通
事
項

まちづくりセンターから
内容・日時・申込方法等

代
沢

1講演会「認知症の治療と最新情報について」
日 2月8日㈫午前10時～11時30分
2環境学習会～はじめよう! 脱プラスチック生活
日 2月15日㈫午前10時～11時30分

対代沢地区在住の方優先
場代沢まちづくりセンター
申 電話または直接代沢まちづくりセンター（☎3413-0513 FAX
5486-7669）へ　先着12各30人

新
代
田

さぎ草の鉢植え＆苔
こけ

玉
だま

づくり講習会
対新代田地区在住の方優先
日 2月18日㈮①午前10時～11時30分②午後2時～3時30分
場新代田まちづくりセンター
費 1500円（材料費）
申 1月27日～2月10日に、電話で新代田まちづくりセンター（☎3322-
7691 FAX5376-7031）へ　先着①②各20人

松
原

1世田谷再発見～豪徳寺と世田谷代官屋敷を巡る（解説付）
日 2月20日㈰午前9時30分～11時30分
場豪徳寺、世田谷代官屋敷
2多肉植物の寄せ植え講習会
日 3月9日㈬午後2時～3時30分
場松原まちづくりセンター（松原5-43-28）
費 2000円（材料費）

対松原地区在住の方
申1は2月9日、2は2月16日までに、電話またはファクシミリ（記
入例参照）で1は松原まちづくりセンター（☎3321-4186 FAX5376-
7032）、2は せたがやコールへ　先着12各20人

▲演劇創作プログラムに参加する皆さん
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玉川区民講座
「紀行文でたどる大山道」
内容／①郷土資料館～用賀②用賀～
二子玉川いずれも約3㌔ を散策（雨
天の際は講義のみ）
対両日とも参加できる方
日①3月2日②3月9日いずれも水曜
午後1時30分～4時30分（全2回）
場①郷土資料館集合②用賀ま ち

づくりセン
ター集合
講郷土資料館学芸員
費100円（保険料）
担当＝地域振興課生涯学習・施設担当
申2月8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　抽選20人

コミュニティ講座「音楽のひととき
～ちょっと大きな楽器のコンサート」
出演／三好美和（コントラバス）、
児玉千佳（チェロ）、板倉葉由子（チェロ）
日3月13日㈰午後1時30分～3時30分
場奥沢区民センター 
申午前9時から電話で奥沢区民センター
（☎3720-1973 FAX3726-9485）へ
先着60人

第一回せせらぎ寄席
「彦いち、きく麿 二人会」
出演／林家彦いち（落語家）、林家きく麿
（落語家）、ウクレレえいじ（漫談家）

たまがわたまがわ
総合支所

日4月16日㈯午後2時～4時
費前売り＝一般3500円、割引3000円
（窓口販売のみ。割引対象＝区内在
住の方、70歳以上の方、障害者の方、
小学生～高校生）、当日＝3800円
備全席指定。未就学児は入場不可。
チケットは、午前10時から玉川せせ
らぎホール・北沢タウンホール・成
城ホール事務室、世田谷サービス
公社オンラインチケットサービス（HP

https://www.cnplayguide.com/
setagaya/）で販売。先着358人。
場・問玉川せせらぎホール
☎3702-1675 FAX3702-1275

さぎ草植付け講習会
日2月19日㈯①午後1時～1時30分
②午後2時～2時30分
場奥沢ま ち

づくりセンター
費600円（材料費。鉢持参の方は500円）
申2月1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）
で奥沢ま ち

づくりセンター（☎3720-3111 FAX
5499-7046）へ　先着①②各25人

健康教室～ヨガ（全4回）
対九品仏地区在住の方優先
日3月3～24日の毎週木曜午後1時
30分～3時30分
場九品仏地区会館
備飲み物、敷物（マット等）、タオル
持参。
申2月18日までに、電話またはファ
クシミリ（記入例参照）で九品仏ま ち

づくり

センター（☎3703-2341 FAX5707-
7026）へ　先着14人

等々力まちづくりセンターから

1さぎ草栽培講習会
対等々力地区在住の方 
日2月16日㈬午後2時45分～3時30分
場玉川せせらぎホール
費500円（材料費）
申2月1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30人
2古着・古布回収
日2月27日㈰午前9時30分～正午
（雨天中止）
場尾山台中学校正門前、等々力小学
校南門前
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。
ゴム製品は不可。
問 せたがやコール

花の寄せ植え講習会
対二子玉川地区在住の方優先
日2月25日㈮午後2時30分～ 4時
場二子玉川ま ち

づくりセンター
費2000円（材料費）
担当＝二子玉川ま ち

づくりセンター
申2月15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

上野毛地区健康講座
家庭でできるストレッチ
対上野毛地区在住の方優先
日2月17日㈭午前9時30分～11時30分
場上野毛地区会館　費50円（保険料）
申2月4日までに、電話で上野毛ま ち

づくり

砧図書館から
1福ちゃんの科学あそび
対小学生以上（低学年は保護者同伴）
日2月19日㈯午後2時30分～3時30分
講福田晴代（科学読物研究会）
2きぬたぬきおはなし会
対3歳以上の幼児
日2月20日㈰午後3時～3時30分

場砧図書館
申1は電話または直接砧図書館（☎
3482-2271 FAX3482-4603）へ
先着124人225人
問2砧図書館

砧区民講座「笑いの効用～
古典芸能で心をほぐそう」
　古典芸能を学び、その笑いのエッ
センスを日々のコミュニケーションに
取り入れて、暮らしを潤いあるものに
しましょう。
対全2回参加できる方

いずれも水曜午前10時～11時45分

場成城ホール
備保育可（要予約）。
担当＝地域振興課生涯学習・施設担当
申2月6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　抽選70人　 電子申請可

民家園行事「元日開園」を
開催しました
　1月1日㈷に次大夫堀公園と岡本
公園にある両民家園で「元日開園」
を開催しました。注

し

連
め

縄
なわ

や門松等の
正月飾りが飾られた園内で、羽根つ
きや竹馬、コマ等の昔の遊び体験や、
世田谷の農家で行われていた正月行
事についての解説会を行いました。
民家園では、昔ながらの生活や風習
を体験できますので、ぜひご来園下
さい。
問生涯学習・地域学校連携課民家園係
☎3417-5911 FAX3417-5961

きぬたきぬた
総合支所

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4年（2022年）1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。

センター（☎3705-1361 FAX5707-
7028）へ　先着30人

第36回中学生の主張大会の開催
内容／中学生による夢や思い等の発表
日2月26日㈯午前10時～正午
場深沢区民センター
問深沢ま ち

づくりセンター
☎3422-8391 FAX5486-7670

春のつどい
「サンドアートパフォーマンス」
対区内在住の幼児～高校生とその保
護者（付き添い人数制限あり。詳し
くは、お問い合わせ下さい）
日3月5日㈯午後2時～3時
場中町ふれあいホール
備2月12日午後3時～26日午後6時に
森の児童館で整理券を配布。先着70人。
問森の児童館
☎3704-4917 FAX3704-0647

富士山の眺望を楽しもう
　二子玉川公園の「富士見台」から
富士山を眺めてみませんか。空気が
澄むこの季節は、特におすすめです。
開放時間／午前9時～午後4時30分
問二子玉川公園ビジターセンター
☎3700-2735 FAX6805-7591

実施日 内容・講師

3月2日
内容／狂言入門～様式の中
に込められた笑いの極意
講大

おお

藏
くら

教
のり

義
よし

（狂言方大藏流）

3月9日
内容／落語で
コミュニケーション
講鈴

れい

々
れい

舎
しゃ

馬
ま

るこ（落語家）

共
通
事
項

内容・日時・申込方法等

祖
師
谷

1さぎ草栽培講習会
日 2月24日㈭午後2時～3時30分
2普通救命講習会
内容／心肺蘇

そ

生
せい

・AEDの使用方法、窒
ちっ

息
そく

の手当て、止血の方法等
日 3月12日㈯午後1時～4時
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。

対祖師谷、千歳台1・2丁目在住の方
場祖師谷まちづくりセンター　費11000円2700円
申 電話で祖師谷まちづくりセンター（☎3482-2201 FAX5490-
7029）へ　先着119人220人

船
橋

さぎ草植込み講習会
日 2月22日㈫午前10時～11時30分
場船橋まちづくりセンター　費 1000円
申 2月4日までに、電話またはファクシミリ（記入例参照）で船橋まちづく
りセンター（☎3482-0341 FAX5490-7031）へ　先着24人

砧

さぎ草植込み講習会
対砧地区在住の方優先　日 2月15日㈫①午前10時～11時30分②午後1
時30分～3時　場砧まちづくりセンター　費 1000円
備筆記用具、持ち帰り用袋、タオルを持参。
申 2月7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
砧まちづくりセンター（☎3417-3405 FAX5494-7016）へ　先着①②各12人

まちづくりセンターから

　喜多見大橋の上からは、次大夫堀公園の樹
木、国分寺崖

がい

線
せん

の樹木、野川の先には丹沢
等の山並みが見え、自然環境に親しみやすい
場所となっています。
　春には菜の花や桜が咲き、両岸には歩きやすいウォーキングロードも整備され
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）

喜多見大橋から見た野川上流の眺め

担当＝各まちづくりセンター

▲正月飾りを行いました

▲大藏教義師 ▲鈴々舎馬るこ師匠

▲「富士見台」から望む富士山



共通
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世田谷西部地域上祖師谷・給田地区
地区計画等変更原案説明会等
　都市計画法第16条に基づき、世
田谷西部地域上祖師谷・給田地区地
区計画（補助54号線沿道地区）の
地区計画等変更原案説明会と公告・
縦覧を行います。
1原案説明会

日2月4日㈮午後6時30分～8時
場上祖師谷一丁目区民集会所
備概要は、区のホームページにも掲
載。原案の説明用動画は、1月31日
から、せたがや動画「世田谷区オフィ
シャルチャンネル（Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube）」で配信。
申1月31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
電子申請可

2原案縦覧
日1月31日㈪～2月14日㈪（意見書
の提出は2月21日まで）
縦覧場所・意見書提出先／街づくり課

問街づくり課
☎3326-9618 FAX3326-6159

烏山区民講座 烏山宇宙プロジェクト
推進事業「じつは身近な!? 宇宙食」
日2月16日㈬午後2時～4時
場上北沢区民センター
講中沢孝（宇宙航空研究開発機構
（JAXA）客員）　備試食あり。

担当＝地域振興課生涯学習・施設担当
申2月6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　抽選50人

野鳥観察ウォーキング
～仙川周辺の歴史を学ぶ
対区内在住で全2回参加できる方

場上祖師谷地区会館、仙川周辺
申2月6日（必着）までに、往復ハガキ（記
入例参照）で地域振興課（☎3326-
9376 FAX3326-1050）へ　抽選25人

認知症高齢者の家族の会
日2月22日㈫午前10時～正午
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

おいしく食べてフレイル予防
対北烏山・南烏山・給田在住で65
歳以上の方
日2月28日㈪午後2時～4時
場烏山区民センター　
申電話で烏山あんしんすこやかセンター
（☎3307-1198 FAX3300-6885）へ
先着15人

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

9日㈬
13:30～15:30

10日㈭
13:30～15:30

16日㈬
9:00～11:00

4日、18日、
25日㈮

9:00～10:30

3日㈭、14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㈭、25日㈮
13:30～15:30

18日㈮
14:00～16:00

28日㈪
13:00～15:00

2日、16日㈬
9:00～10:30

28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㈬、24日㈭
13:30～15:30

9日㈬
14:30～16:30

4日㈮
13:00～15:00

2日、9日、
16日㈬

9:00～10:20

3日㈭、14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 7日㈪13:30～15:30
21日㈪14:00～16:00

24日㈭
9:30～11:30

9日㈬
9:00～11:00

4日、18日、
25日㈮

9:00～10:30

28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

1日㈫
13:30～15:30

24日㈭
9:00～11:30

10日㈭
9:00～11:00

9日、16日㈬
9:00～10:30

28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2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4年（2022年）1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

今月の防災標語 覚えよう　安否確認　１７１（災害伝言ダイヤル１７１で家族、友人も安心）
●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制定に向けて検討を進めています。区内全28地区のまちづくり
センターの充実・強化を図る検討のポイントとして挙げている「地域包括ケアの地区展開」「広報広聴機能」についてご紹介します。

まちづくりセンターの充実・強化（地域包括ケアの地区展開・広報広聴機能）
世田谷の

第10回

地域包括ケアの地区展開 広報広聴機能
現状
　まちづくりセンターとあんしんすこやかセンター、社会福祉協議会地区事務
局の三者の連携による、「福祉の相談窓口」で高齢・障害・子育て等の相談をお
受けしています。また、買い物支援や居場所づくりなど地区の課題解決のため
の「参加と協働による地域づくり」に取り組んでいます。

現状
　窓口での行政情報等のチラシ配架やホームページ等による地区のイベント情
報等の情報発信を行うとともに、地区で活動する団体等から様々な意見や要望
等をお受けしています。

検討のポイント
●多様な課題に対応していくための「福祉の相談窓口」のサービスの充実
●児童館と連携した四者による取組み　など

検討のポイント
●デジタルサイネージやSNS等による情報発信
●オンラインを活用した会議やイベント等による、多世代の参加の促進と多
様な意見の把握 など

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 ▶▶▶

共
通
事
項

まちづくりセンターから
内容・日時・申込方法等

上
祖
師
谷

1講演会「学習端末活用の現状とこれから」
内容／小・中学生に貸与されているタブレット端末の利用について
日 2月8日㈫午前10時～11時45分
場上祖師谷地区会館またはオンライン
講豊福晋平（国際大学GLOCOM 准教授）、区教育委員会職員

2さぎ草栽培の球根等材料一式を配布します
対粕谷・上祖師谷在住の方
日 2月25日㈮午前10時～10時30分
場粕谷区民センター
費 800円（材料費）

3青少年上祖師谷地区委員会主催じゃがいもクラブ
内容／じゃがいもの植付けから収穫までの体験
対粕谷・上祖師谷在住の小学生以下の子どもと保護者（初めての方優先）
日 2月26日、5月14日、6月25日いずれも土曜午前10時～11時の指定
された時間に集合（全3回、雨天の際は延期）
場上祖師谷2-1の畑
費 1組500円

4蘆
ろ

花
か

の来た道ウォーキング
内容／徳冨蘆花ゆかりの地（粕谷八幡神社～世田谷代官屋敷）を、コース
表と説明資料を参考に、各自で自由散策
日 2月27日㈰午前9時50分・粕谷八幡神社（粕谷1-23）集合（雨天中止）

申1は1月31日、2は2月14日、3は2月10日、4は2月18日までに、
電話またはファクシミリ（記入例参照。1オンライン参加はメールア
ドレスも明記）で上祖師谷まちづくりセンター（☎3305-8611 FAX
5384-7196）へ　抽選130人（会場）225人　先着320組410人
※1オンライン参加は区のホームページからも申込み可。

烏
山

リアルスマイル講座「好きな顔、奇跡の一枚」
内容／自分のベストショットを残すための撮られ方を学ぶ
対北烏山、南烏山、給田在住の方優先
日 2月26日㈯午前10時～11時30分
場烏山区民センター
備先着100人。
問烏山まちづくりセンター ☎3300-5420 FAX5384-7197

日時等 内容・講師
2月24日㈭
午前10時
～正午

内容／講義
講（一財）世田谷トラストま
ちづくり野鳥ボランティア

2月25日㈮
午前10時
～午後0時
30分
（雨天中止）

内容／散策（約2㌔）
講世田谷区学芸員、
（一財）世田谷トラストまち
づくり野鳥ボランティア

担当＝各まちづくりセンター


