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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）
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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




