生涯現役情報ステーション
かわら版第 3● 号

2019.4月 発行
生涯現役情報
ステーション
ひだまり友遊会館
4・ 7日

10日

1月 発行

ホームページ 生涯現役情報ステーション→検索

花の香りにrb弾 ませる季節となりました。
「生涯現役情報ステーション」
も展示も春らしい拝
さて、会館も3/20よ り地下にございますヘルス
6台 を新規に入れ替え、皆様に新たなヘルストロ
ご利用いただいております。
￨

「生涯現役情報ステーション」
に血圧計を常設しました。
また、
こちらも皆様の健康管理にお役立ていただければと思つております。
このように、新年度も新たな試みも取り入れて行く予定でおりますので
―度会館にお越しいただき、
「生涯現役情報ステーション」
を
覗いていただければ幸いです。
ひだまり友遊会館 館長 田村 弘

をデ場′1ら
デLロゴ
新元号、新学期、新 一年生、新社会人、新年度、気分も新た
に何か始めませんか。手始めに地図を片手に街歩きなどい
かがでしょう。桜も満開です。
生涯現役情報ステーションでは、地図を特集しています。
花 桜やハナミズキなど並木の案内
銘木 100選
崖 国分寺外線発見マップ
せたがや文化マップ
風景マップ 地域風景資産地図
歩いて出会う世田谷24の 物語
おいしい地 図 せたがや土産
あるきぬた
公園の案内
健康器具のマップ
地区計画や防災地図
みんくるガイド
是非是非おいでください。お待 ちいたしております。

ヽ
ポリスの佐伯さ

こ聞きました.

タイズです 1 次の数字は何でしょう?
世田谷区内
世田谷署管内

304件 約 8億 4800万 円

54件 約 1億 7300万 円

北沢暑管内

79件 約 1億 2500万 円

玉川警察官内

77件 約3億 1400万 円

成城警察官内

94件 約2億 3600万 円

東 京都 内全体

3913件

●「還付金詐欺」
「医療費・保険料 の払 い戻しがあり
区役所を名乗り
が届いていませんか?期 限切れ
ますが「青 い封書」
ですが、今 日手 続 きをしましょう。相手 は銀 行 で
と言つて AttMに 誘い振り込みをさせます。
す」
●「手交型詐欺」
新しい手口です。あなたのカードが詐欺にあつてい
ます。銀行員が来てしばらくカードは使わないよう
になど言 つてカー ドを封筒 にしまいます。この 時 封

印に印鑑をと言つて取りに行かせます。犯人はこの
時カードを別のものとすり替え暗証番号を聞き引き
出しをします。すべてキャッシュカードを手 に入れ
るためです。役所や銀行員がカードを調べることは
ありません。還付金は現金での返金はありません。

約67億 6000万 円

●キヤッシュカードはありません。
数字は 軋鶴 年特殊昨欺鰊件数鰤被書金額Юす。 ●AttMに 行く前 に本人に確認する。
「還付 ●取りに行くと言つたら本人以外には渡さない。
「オ レオ レ酢欺」
「架空請求」
特殊酢欺 とは
「手交型酢欺」
などの総称です。
金酢欺」
金融機関やコンビニの AttMな どに声掛けや注意を
「オレオレ酢欺」
●
「すぐ するよう協力を求めています。また警察官が直接
息子や孫をかたりお金を要求するものです。
「家にお金ある」
と電話があつ 出向くこともあります。
とか、
お金が必要だ」
おかしいと感じたら警察に相談してください
て自分はいけないからと他人が取りに来ます。

「架空請求酢欺」
●
警視庁世 田谷警察署 犯罪抑止事務局
丁EL 03‑3418‑0110(内 線2162)
使つた覚えもないのに未納があるような請求があ
ります。これは実際に届いた酢欺のハガキの抜粋 警視庁 安全を守る 2刀 流
です。メ=
事件ヮ事故 助けてその時 110番
悩み、心配 警察相談ダイヤル #9110
総 合 消費料 金 未 納 分訴 訟 最 終通 知 書
ご利用ください
管理番号 (サ )115
この度、貴方の未納されました総合消費料金につて
契約会社及び、運営会社から、訴状申し入れされた

●その他のだまし

ことを本状にて報告いたします。

不用品買取や家屋点検を無料でします。など
はつきり言うこと

〜中略〜
民事訴訟及び裁判取り下等のご相談 に関しましては
当センターにて承つておりますので、下記窓 ロヘお
問い合わせください。

●必要ありません。●いりません。●ありません。
佐伯さんのアドバイスを守つて被害防止にご協力く
ださい。佐伯さんありがとうございました。

尚、個人情報保護の為、ご本人様 からご連絡頂きま
すようお願 い申し上げます。
取り下げ最終期 日 平成 30年 11月 21日
民事訴訟管理 センター
東京都千代 田区霞が関 XXX・・ロ
消費者相談窓 口 03‑● ●●●―●●●●
受付時間 900〜 1800(日 、祝 日を除く)

藤原 、石川が聞きました。 於 ひだまり友遊会館

参 加 して楽 しい 団体 、グル ー プの 紹 介
シエアが 10年 〜40年 、継続して通つてしまう
お弁 当の調理・配 違ポランテイア、大募集
健康体操クラブ・・・・どうして ?
食事作 りが 負担 になつたご高齢 の世 帯 に、地域 のボ
ある日、回覧板に「60歳 以上の方の体 操クラブ」
が ランティアによる手作 りの お弁 当をお届 けしていま
あります。ご一緒 にいかがですか ?と の記事が あ す。ほつとする家 庭 の 味と、配 達 時 のちょつとした
り、ヘエー 若者じゃなくて?と 興味がわき見学に。 会 話 で利 用者 の 見守 りも兼ねたこの 活動 は 30年
うわあ、夜の 7時 から 8時 30分 までという時間帯 以上続 いています。
に 30人 位 のシエアの方々が、同年配 の指導者 の 現 在、40代 〜80代 の 方たちが元気 に活躍 され てい
もとやつています。ストレッチは自分 で曲がるところ ます。老若 男女どなたでも参加 できます !週 1回 から
までそれぞれに。ほとんどの人が ゆるやかな笑顔 でも大 丈夫。ぜ ひ 一 度見学 にいらしてみ ませんか ?
で、頑張 つていま―す !と 力んでいない。最後 は 昼食 は作 つたお弁 当をみんなで一緒 に食 べ ます ♪
ネットを張つてバレーボールだ。ルールは何でもあ ● 日時
り。手で受けるのが間に合わず、とつさに足で蹴り 活動 日(月 )〜 (金 )【 調 理 】8Ю O〜 13:30頃
返すのも、笑 いの内にもちろんOKで あった。愉快
【
配 達 】1030〜 13:30頃
愉快。家にいてはこんなに人と笑いあうことは無い ●場 所
わ けで、おなじ時間をすごす としたらこちらのほう 世 田谷 区鎌 田 3… 13‑1「 食事サ ー ビスサポー トセン
がずつと楽 しい。周 に一度 というのも程 良い。いつ ターだんらん 」第 2調 理室
の間にか 10年 20年 30年 となり、、、、、ヽヽヽヽ
●交通
世田谷区健康体操連盟から永年努力賞の表彰を バス :成 城 学 園前駅 ⇔ 二 子 玉川 行「砧南 中学校 前 」
受けることになつていく。
下車 1分
つ
パーマー
つた
加入して少しず 何かが変わ
●条件
。スー
こ
に
で、
かう
ケット 駅 向
途中で、アラ、 んにちはと挨 【調理 】初 心者 でも大 文夫、出来る事か らお教 えし
拶を交わす知り合 いが増えた。今まで地元で向こ 【
配達】自動車普通免許、人と接するのがお好きな方
う三軒両隣 の人以外親 しく立ち話をする人なんて ●連絡先 803‑3706‑2545/FAX 03… 5426… 3625
いなかつた。70代 80代 のお知り合いもいなかつた。
HP:http://fukinotoh.mow.ip/
サバサバ した彼女たちから歳をとる楽しさを知つた。
そしてなにより健康 であつてこそ、歩けてこその毎
日であると実感した。ストレッチは気持ちが良い。
手足が、身体中がう一んとのびて気持ちも伸びる。
区内に70ヶ 所もあるのだから近くのクラブをのぞ
いてみたら?
世田谷区健康体操連盟 の実施会場 一覧で自分 に
合つたクラブをさがしましょう。
6月 9日 (日 )、 大蔵総合運動場体育館でトリムの集
いが開催されます。
!

l東 遊会館 のご棄肉〜
〜ひだ春 ι
◆ にいなな会 の 映画サ ロン◆
4月 12日 (金 )『 沈黙(篠 田監督)』
4月 26日 (金 )『 ト
ップガン』
5月 10日 (金 )『 アリ
レゴ』

◆ひだまり日曜ファミリーデー◆
私幸らいぶ〜世田書のひだまりの中で椰〜書B Abno
日時:4月 21日 (日 )14800〜 口場 14:30〜 開演
出演 :後 薔雄―郎 (Vb‖ n)
参加費 :300円 (小 学生以下無料)
定員:80名 (先 着鳳)

5月 24日 (金 )『 武士の献立』
6月 14日 (金 )『 この言―万両』
6月 28日 (金 )『 赤い河』

◆ 歌 声 lnひ だまり◆

:00か ら ●加費 300円

新 緑 ′〜 若 葉 の ころ〜

◆美術を楽しむ講座◆
講師 :谷 岡 清

日時 : 5月 9日 (ホ )10:30〜 12:∞
共催 :に いなな会

●加費 :2∞ 円
今後の予定

その成立と事麗なる展開
第4回 4月 22日

歌声リーダ… :Jヽ 川圭… 伴奏 :片 岡議江

:

8/8(木 )・ 11/7(木 )・ 2/6(木 )

(月 )

ARE覇

レパー人材センターだより◆
◆世田谷区シリ
瘤識0■ ■東洲青
〜
̀鶴
=秦
―年足らずで約150点 もの役者絵を発表、江戸つ子の度肝を 会量さん募蕪申 :入 金して仕事をしてみませんか ?
抜いた写楽は、その個性表現で世界の注目を集めたが、正確 60歳 以上で区内在住の方ならどなたでも入会できます。
な正体は今も不明、そのナゾにせまる

嚢性の方大歓迎 詈 年会費 ¥1000

第5回 5月 27日

仕事は区立駐綸場 管理、学童の通学路見守り、植木剪定、

(月 )

除車、家事援助、公園清掃など地域貢献の仕事です。

世界を驚かせた風景回〜葛飾北斎 〜

この1000年 で世界の最もすぐれた 100人 の中に唯… 日本人 日碁や俳旬、カラオケ、ゴルフなどの同好会もあり、
詳細 鐘 理やや Phグ ッズ孟穆
で遇ばれた北斎 :そ の正確にして機知に富んだ描写力は、全 仲間もできますよ 量《
入金説明会は毎月開催しています。(要 予約)

ての国家を魅了。

月〜6月 の入会説明会 の予

第6回 6月 24日 (月 )
磨

・4/1(月 )930‐ 富坂区民センター 2階

た日本 景 撒n広 菫〜

…
平和が続いた江戸時代は
旅行の大ブ…ム :火 をつけたのは ・5/7(火 )■ 30〜 富板区民センタ…2階
この男広菫。東海道をはじめ、日本 中の名所 口l日 跡を見事に ・6/氏 水)'30〜 富板区民センタ… 2階
連絡先:公 益社団法人世田谷区シルバ…人材センタ…

絵日化。
定 員 :60名 (先 着日)お 好きな回に自由に,加 できます。

(本 部)世 田谷区富坂 1‐ 24Ⅲ 6L03‐ 3426¨ 9211

時間 :13130か ら 参加費 300円

(支 部)世 田谷区相谷 1¨ 7¨ 34 TE03Ⅲ 5316中 1371

◆ひだまり歴史講座◆
講師 :伊 藤 寿

共催 :に いなな会

第1回 4月 20日 (土 )
ヨーロッパ文化の源流①ギリシャ神話
第2回 5月 18日 (土 )
ヨーロッパ文化の源流②キリスト教
第3回 6月 15日 (土 )
海洋国家ウェネチアの誕生と発展
時間 13:30〜 15:300加 費 300円

ひだまり友遊会館 世 田谷区若林 4‐ 37‐ 8
TEL:03… 3419… 2341 FAX:03‐ 3413口 9444

