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九品仏地区 

社協だより No.144 

 

  
令和元年度 「歳末たすけあい・地域支えあい募金」へのご協力ありがとうございました。 

  
この１２月の歳末たすけあい・地域支えあい募金に、多くの皆さまのご理解、ご協力をいただきありがとうござ

いました。おかげさまで九品仏地区は 1,239,705 円、（1,641 件）の募金額となりました。（1 月 14 日現在） 

皆様からいただいた募金の一部は、支援を必要とする方へのお見舞金・入学祝、在宅で高齢者や重度障がい児(者)

を介護している方へのお見舞金として民生児童委員の皆様によりお届けしました。その他、来年度の地域支えあ

い活動(ふれあい･いきいきサロン等支援)や福祉団体への助成金等として大切に使わせて頂きます。  

第 1９回九品仏商店会もちつき大会 
（九品仏商店会主催） 

 

日時：２月９日(日)11:００～14:00（雨雪決行） 

会場：九品仏商店街 
 

2020 年九品仏商店会マップ配布（1,500 枚）  
11:30 と 12:30 

九品仏小管楽器クラブOB 演奏会（雨天中止）  
11:00～11:30 

こどももちつき体験（雨天中止）  
12:00～ 

花の「ちよだ」前でつきたてのおもち・とん汁の販売 

とん汁 1 杯 100 円、 

おもち 1 パック 100 円（先着 1,000 パック） 
 
九品仏地区社会福祉協議会が作成した、 

「お出かけ支援・安全安心マップ」も 

配布いたします。 

春の音コンサート 2020 

（世田谷高次脳機能障害連絡協議会主催）                              
日 時：２月 9日（日） 

1３:０0～15:30（12:30 開場） 

場 所：成城ホール（世田谷区成城 6-2-1） 

資料代：990円 
  

2008 年に高次脳機能障害者が舞台の上で 

主役となり､それぞれの表現方法でメッセー

ジを伝える場面としてスタートしました。 

今年で 13 回目を迎えます。 

久しぶりのホールの舞台、出演者の 

方達も力が入ります！ 

 

成年後見制度相談会（先着３組まで） 

※事前にお申込みが必要です。 
 

日 時：２月２１日（金）1３:００～1６:００ 

場 所：九品仏まちづくりセンター 2 階活動フロアー 

    （奥沢地区会館内：奥沢７-３５-４） 

お申込：社会福祉協議会九品仏地区事務局 

    ☎０７０－３９４６－９７９７ 

（平日 8:30～17:00受付） 
 

※相談時間は 1 組４５分程度となります。相談員は世

田谷区の「区民成年後見人養成研修」を修了して、

後見人の受任などを行っている方です。 
 
よくある相談内容  
・成年後見制度の手続きは、どのようなものなの？ 

・後見人は何を手伝ってくれるの？ 

・後見人の報酬費用はいくら必要？ 

・認知症などで判断能力が低下する前に、申込はで

きるの？ 

・制度利用するための手続き方法は？ 

・申請の費用、何を用意すればよいの？ 

 

お待ちしています！ 

 

毎月発行する『九品仏地区社協だより』は、ＨＰから見ることができます。 

「九品仏地区社協」で検索→「新着情報はこちら」（一番下）をクリック！→「活動報告・発行広報物」 
九品仏地区社協 

 

発行者：九品仏地区社会福祉協議会 

事務局：社会福祉協議会 九品仏地区事務局 

世田谷区奥沢 7-36-9 
九品仏まちづくりセンター内 

☎ 070-3946-9797 
 https//:www.setagayashakyo.or.jp 

 

お申込みは… 

1/27(月)～2/21(金)までに 

電話で、九品仏まちづくりセンターへ 

☎３７０３－２３４１ 

普通救命講習会のお知らせ（先着３０名） 
 
≪日 時≫3 月 14日(土)午前 9時～正午        

≪会 場≫九品仏地区会館 2 階大広間 

（奥沢 7-34-3）           

≪内 容≫心肺蘇生法、AED の使用方法ほか 

≪講 師≫玉川消防署職員、東京防災救急協会、 

玉川消防団 

≪参加費≫500 円（通常 1400 円の講習会です。） 

≪その他≫救命技能認定証が交付されます。 
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奥沢地区会館

大会議室　300円

九品仏ふれあい会

要申込　担当：宮下 080-5968-7644

イスに座って気軽にタップ！

座タップダンス健康法　〈どなたでも〉

7（金）

500円（サロンのみ100円）
子育てサロン　チームさくら

ヨガ＆ストレッチを通じたママの相互交流

土

奥沢2-30-19

13（木）

26（水）

時間内出入り自由

 〈プレママ＆プレパパと未就学(園)児と保護者〉15:00 6421-4085 せたがや子育てネット

14:00～ 体 操 第 一 デイホーム玉川田園調布 健康体操、コーラス、おしゃべり

10:30～

10:00～ おでかけひろば おりーぶ

グループへの参加希望やお問合わせは、社会福祉協議会 九品仏地区事務局（電話070-3946-9797）へご連絡ください。

九品仏地区 おたのしみカレンダー 　2020年2月号

日（曜日） 時間 名称・問合わせ 場所・費用 内容〈対象〉

プレーリヤカーで遊ぼう

3721-8699　玉川まちづくりハウス

ねこじゃらし公園

この他にも、九品仏まちづくりセンター管内での「ふれあい・いきいきサロン」はあります。

11:45 500円
ママベビ ＥＮＧＬＩＳＨ

英語の歌、絵本の読み聞かせ、ママたちの交流

〈未就学(園)児と保護者〉

無料（雨天の場合は翌週）

奥沢地区会館大会議室 広い部屋で和やかにママとお子さんの出会いの

無料 〈0～3歳ぐらいのお子さんと家族〉

月～木・

10:00～

12:30

10:30～ 奥沢地区会館大会議室

11（火）
遊具を積んだ小さなリヤカーです。（等々力保

育園と協力）〈未就学(園)児と保護者〉

〈未就学(園)児と保護者〉

まめっこ庵　初めての方は連絡を

　担当：神谷 090-7717-4152
月～金

10:30～ 奥沢8-16-6 わらべうたで子育て（午後もあり）

12:30 1,000円／回 〈0歳からのお子さんと家族〉

21（金）
10:30～ 奥沢地区会館大会議室

12:00

6（木）

20（木）

20（木）

1（土）
11:00～

12（水）
10:30～

12:00

12:00

デイホーム玉川田園調布

無料

子育てサロン　つぼみ

担当：民生児童委員 八並

デイホーム玉川田園調布

1階　無料

体力測定会

要申込6411-6047あんしんすこやかセンター

らくだサロン九品仏 初めての方は連絡を

090-1059-5247　白勢

27（木）

5,7,14,

16,25

ジュネス 奥沢地区会館ほか

初めての方は連絡を　担当：小林 100円程度

16:00 初めての方は連絡を 1階　200円

10（月）

24（月）

6（木）

12（水） らくだサロン

16：00 1階　500円初めての方は連絡を 担当:白勢・小西

9:00～

12:00

14:00～ はつらつ介護予防講座 九品仏活動フロアー

簡単なストレッチ体操と体力測定

〈65歳以上の方・定員10名〉

12:00～ 奥沢中和会館 健康麻雀

〈奥沢4・5丁目にお住まいの方優先〉

コントラクトブリッジの会。初めての方と

仲良くなれるカードゲーム。〈どなたでも〉

手話ダンスをジュネスの皆さんと体験しましょ

〈65歳以上の方〉

おしゃべり・手話・簡単なダンス・ヨガの会

〈どなたでも〉

16:00 担当：高木 1階　200円 〈60歳以上の方、初心者可〉

〈どなたでも〉

午前は健康体操、午後はおしゃべりなど

午前・午後のみ参加も可〈65歳以上の方〉

男性限定の体操クラブです！

担当：平柳

16:00 要申込6411-6047あんしんすこやかセンター 無料

介護予防のヒント、らくらく筋力アップ体操

認知症介護者のおしゃべり会

お茶、コーヒーとお菓子を用意しています

15:00 3722-7881　デイホーム玉川田園調布

体操の先生が指導〈65歳以上の方〉

1階　300円 〈どなたでも〉

10:00～ デイホーム玉川田園調布

12:00 1階　100円

奥沢5-41-12　500円

13:30～ お隣さまお茶会 えんがわinn

15:30 3721-8699玉川まちづくりハウス 玉川田園調布2丁目 500円

10:30～ 玉田すずめの会 デイホーム玉川田園調布 健康麻雀

お知り合いを増やしませんか

〈どなたでも〉

14（金）

15:30 3721-8699玉川まちづくりハウス 〈どなたでも〉

14:00～ グリーンフラスコ

15:30

10:00～

11:30

18（火）
グリーンフラスコ オレンジカフェ

5483-7565　自由が丘直営店

10（月）

15:00 200円

28（金）
九品仏　橋の会

13:30～ ここからカフェ自由が丘

奥沢すずめの会

3720-4300　鶴原

21（金）

ダンディクラブ九品仏 デイホーム玉川田園調布

18（火）
12:30～

14:30

お休み

7（金）
13:30～

15:30

奥沢地区会館

料理講習室 300円

21（金）
13:00～ 喫茶ぶらーり デイホーム玉川田園調布

14（金）

28（金）

３月にまたお会いしましょう！

18（火）
あおぞら銀行フィナンシャ

ルオアシス自由が丘 500円

担当：西澤

1階　200円 〈認知症の方、介護者、地域の皆様〉

ゲストによる何かと、認知症の豆知識の会

季節の植物を五感で感じる憩いの場

〈認知症の方、介護者･スタッフ、地域の皆


