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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 ▶▶▶
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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




