
ミニコミ紙「こだま」（昭和５７年４月創刊） 発行者 こだま編集委員会 事務局 上野毛まちづくりセンター TEL ３７０５－１３６１ FAX ５７０７－７０２８ 

 
上野毛あんしんすこやかセンターからのお知らせ 

「こだま」の編集委員より 

  ミニコミ紙「こだま」も、コロナ禍のなか職員・編集委員の方々の

ご協力をいただき、発行にこぎつけました。コロナ禍も第７波と発表

になりましたので、引き続き感染予防を講じながら過ごしてくださ

いますようお願いいたします。  

                             編集委員長 依田禮子 

月 実施日 行事名（場所） 

８月 18（木） 一息会（認知症家族の会） 

９月 28（水） 在宅医療ミニ講座「ACP」 

１０月 １３（木） 一息会（認知症家族の会） 

１１月 
9（水） 

1 8（金） 

いきいき講座「運動・体力測定会」 
ケアメンの会 (男性介護者の会） 

１２月 
8（木） 

日程調整中 

一息会（認知症家族の会）  
スマホ講座 

１月   

２月 
 16（木） 

日程調整中 

一息会（認知症家族の会） 

いきいき講座「成年後見制度」 

３月 1７（金）  ケアメンの会 (男性介護者の会） 

あんしんすこやかセンターは世田谷区が 

設置している身近な福祉の相談窓口です。 

玉川野毛町公園及び隣の拡張予定地で、 

平日木曜日にラジオ体操を行っています‼ 

「まちづくりセンター」 「社会福祉協議会」 

「あんしんすこやかセンター」が立ち上げました。 

 

■場所・開催地   

第１・３・４・5木曜日：玉川野毛町公園 

第     2      木曜日：玉川野毛町公園隣の 

                         拡張予定地                         

⇒祝日はお休み、雨天中止  

■時間 

 午前9時開始 

■参加費・対象 

 無料でどなたでも自由に参加出来ます。 

 申込みは不要です。直接お越しください。 

問い合わせ先：上野毛あんしんすこやかセンター 

      電話：03-3703-8956 

 

お問い合わせは 社会福祉協議会 上野毛地区事務局 電話：070-3946-9799 

上野毛地区サポーター大募集！！ 

社会福祉協議会からのお知らせ 

地区サポーターとは住み慣れたまちで地域活動を応援するボランティア活動です。 

どなたでもご登録いただけます。 

安心してご活動いただくために、登録の際には、簡単なオリエンテーションを行い、 

活動内容などをご説明します。 

また、ご希望の活動内容や時間帯などを伺い、ご希望に合った活動をご紹介いたします。 

あなたのお力を 

地域の為にお貸し 

ください！ 
右記のQRコードを読込み、空メールを送信！ 

届いたメールのＵＲＬをクリックして、お名前の 

入力、情報が見たい地区・カテゴリーを選択するだけです♪ 

社協メルマガ登録おねがいします 

 

上野毛町会       大和田 涼子 村井 幸恵 

野毛町会       豊田 和江 佐藤 榮理 

玉川中町会 依田 禮子 守屋 幸子 

中町4・5丁目町会    稲葉 悦子 鶴岡 京 

こだま編集委員会 
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上野毛地区（上野毛・野毛・中町）の情報紙 

   

 
二次元コードからアクセス こだま 世田谷区ホームページからアクセス 

上野毛地区の 

行事予定 

2・3面 

 

 7月６日（水）、７日（木）に上野毛地区会館の１階で「さぎ草展」を開催しました。 

さぎ草は区のシンボルの花で、形が白鷺（しらさぎ）にそっくりです。 

きれいに咲いた皆様の力作をご来場くださった多くの方に楽しんでいただきました。 

次は、２月１４日（火）にさぎ草講習会を開催しますので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。 

さぎ草の花言葉：「清純」、「繊細」、「夢でもあなたを想う」 

さぎ草展を開催しました 

 

 玉川野毛町公園のとなりのフェンスは、いつはずれるの？と思っている方も多いかもしれません。ただいま玉川野毛町公園

の一部（拡張部分）として開園できるよう、日々取り組んでいるところです。令和５年度末に一部完成予定です。 

 ところでこの公園の拡張ですが、新しいスタイルの公園づくり「玉川野毛町パークらぼ」にチャレンジしてい

るのをご存じですか。活動を現地でやってみる「アクティブDAY」、公園設計を考える「デザインDAY」、そして

拡張予定地を開放して様々な企画を楽しみながら、公園のデザインなどを広く検証する「オープンパーク」に

より、区民の皆様と公園づくりに取り組んでいます。 ぜひご参加ください。 

■詳しくは世田谷区のホームページ上で            と入力いただくか、二次元コード 

 からアクセスしてください。最新の情報をご覧いただけます。 

■拡張予定地を活用したラジオ体操も行っています。（最終ページにご案内があります。） 

玉川野毛町公園づくりに参加しませんか  

192984 

「こだま」 は下記の場所で配架しています 

ご検討いただける場合は、 

上野毛まちづくりセンター 

（03-3705-1361）まで 

ご連絡ください。 

上野毛駅（上野毛1-26-6） 上野毛郵便局（上野毛1-34-15） 

森の児童館（上野毛4-29-18） 野毛郵便局（野毛1-5-13） 

野毛青少年交流センター（野毛2-15-19） 野毛図書室（野毛2-15-19） 

鈴木接骨院（野毛3-1-2） 上野毛地区会館（中町2–33-11） 

中町郵便局（中町5-16-6） 尾山台図書館（等々力2-17-14） 

おでかけひろば（玉川4-16-6）  



月 実施日 行事名（場所） 

８月  
かみのげサマーフェスティバル     

（等々力通り） 

９月 21（水）～30（金） 秋の全国交通安全運動 

１０月 ８（土）～９（日） 
上野毛稲荷神社祭礼 

（上野毛稲荷神社） 

１１月   

１２月 ２８（水）～２９（木） 歳末特別警戒パトロール 

１月   

２月   

３月   

月 実施日 行事名（場所） 

８月   

９月 
21（水）～30（金） 

２４（土）～２５（日） 

秋の全国交通安全運動 

六所神社祭礼 （六所神社） 

１０月   

１１月   

１２月 ２８（水）～２９（木） 歳末特別警戒パトロール 

１月   

２月   

３月 ２５（土） 交通安全講習会 （野毛集会所） 

野毛町会 上野毛町会 

上野毛地区行事予定

月 実施日 行事名（場所） 月 実施日 行事名（場所） 

８月 
１８（木） 

３０（火） 

（株）明治講座（上野毛地区会館） 

玉川小避難所運営訓練 

１２月 ７（水） 寄せ植え講習会（世田谷ファーム） 

９月 １（木） 中町小・玉川中避難所運営訓練 １月 ８（日） 
第50回上野毛地区 

新春マラソン大会（玉川小学校） 

１０月 

22（土） 

 

30（日） 

古着・古布回収 

（上野毛まちづくりセンターほか２か所） 

第３１回ドッジボール大会 

（中町小学校校庭） 

２月 

上旬 

１４（火） 

１６（木） 

普通救命講習会（玉川消防署） 

さぎ草植え込み講習会（上野毛地区会館） 

健康講座（上野毛地区会館） 

１１月 11・18・25（金） 健康教室（上野毛地区会館） ３月   

上野毛まちづくりセンター 

7月末現在の情報です。状況により変更や中止となる場合がございますのでご注意ください。 

８・９月

10

１１月

１２月

 中止 

月 実施日 行事名（場所） 

８月  子どもまつり （中町天祖神社） 

９月 21（水）～30（金） 秋の全国交通安全運動 

１０月 
１（土）～２（日） 

23（日） 

天祖神社祭礼 （中町天祖神社） 

敬老会 （個別にお知らせ） 

１１月 ３(木） 町会運動会 （玉川小学校） 

１２月 ２８（水）～２９（木） 歳末特別警戒パトロール 

１月   

２月   

３月   

月 実施日 行事名（場所） 

８月 
 

 

ラジオ体操 （中町小学校校庭） 

ミニ縁日 （玉川中町公園） 

９月 
19（月） 

21（水）～30（金） 

敬老の日お祝い 

秋の全国交通安全運動 

１０月 １６（日） 町会運動会 （中町小学校校庭） 

１１月 13（日） 防災訓練 （玉川中町公園） 

１２月 ２８（水）～２９（木） 歳末特別警戒パトロール 

１月   

２月   

３月 １１（土） 防犯講座 （中町ふれあいの家） 

玉川中町会 中町４・５丁目町会 

上野毛地区行事予定 

その他 

月 実施日 行事名（場所） 

８・９月   

10月 
 

２３（日） 

第44回世田谷区 

たまがわ花火大会 

もりのこどもまつり 

（森の児童館） 

１１月 

上旬 

１３（日） 

25（金）～

２6（土） 

キネコ国際映画祭 

世田谷２４６ハーフマラソン 

玉川野毛町公園オープンパーク 

１２月   

１月 
1８（水）～

２2（日） 

多摩美術大学統合デザイン学科

卒業・修了制作展2023 

最新の情報はこちらから確認できます 

 
二次元コードから 

アクセスしてください 

こだま 
世田谷区ホーム 

ページからはこちら 

最新情報に    

随時更新 

 中止 
中止 

中止 

中止 


