間違い電話が多くなっています。今一度、番号をお確かめの上お問い合わせください。

200円
先着50名
当日集合場所へ
※自転車、昼食、飲料水、雨具は各自用
意。大田区サイクリング連盟の走行証を
お持ちの方は持参。当日の問い合わせは
事務局（☎3728−8753木藤）へ
◆大田区玉入れ競技
1チーム10名でタイムを競います。
区内在住・在勤・在学の方
6月19日㈰、午前9時〜午後3時
大森第三小学校
100円
当日会場へ（個人での参加可）
●事務局（☎080−8877−4406森）
（公財）大田区体育協会
5471−8789
☎5471−8787

ジャイアンツメソッド野球教室
読売ジャイアン
ツOB選手と一緒
に、野球を楽しみ
ませんか。
小学3・4年生
（初心者可）
6月11日㈯、午
前10時〜正午
1,500円
抽選で50名
問合先へ往復はがき（記載例参照。お
子さんの野球歴も明記）。5月31日必着
大田スタジアム
（〒143−0001東海1−2−10）
3799−5782
☎3799−5820

日本赤十字社の講習
幼児安全法ワンポイント講習
子どもに起こりやすい事故の予防と手
当（お子さん同伴可）
6月21日㈫、午前10時〜正午
160円
抽選で25名
●申込期限 6月13日必着
救急法講習資格継続研修
救急法救急員の認定者で、資格有効期
限の1年前から資格有効期限までの方
7月8日㈮、午後1時〜5時30分
1,000円
抽選で40名
●申込期限 6月16日必着
救急法講習基礎講習
心肺そ生・AEDの使い方
15歳以上の方
7月9日㈯、午前10時〜午後4時
1,700円
抽選で40名
●申込期限 6月17日必着

◇ 〜 ともに◇
大森赤十字病院講堂
問合先へ電話。
問合先へ往復は
がき（記載例参照。受講日、会場名、生
年月日、性別も明記）。ホームページか
らも申し込めます。
日本赤十字社東京都支部救護課
（〒169−8540）
☎5273−6746
http://www.tokyo.jrc.or.jp/

公開講座「テニス中級」
（8日制）
都内在住・在勤の20歳以上の方
6月12日、7月17日、8月21日、9月
18日、10月23日、11月20日、12月18
日、1月15日。午前10時〜正午（8月21
日、9月18日は午前11時30分まで）
3,350円
抽選で20名
問合先へ往復はがき（記載例参照。性
別も明記）
都立蒲田高等学校（〒144−0053
蒲田本町1−1−30）。5月24日消印有効
3737−1714
☎3737−1331

おおた・子育て
わいわいフェスタ
スタンプラリー、工作、劇、ママの輝
きコーナー、パパのイクメン講座など、
家族全員が楽しめるイベントです。
6月12日㈰、午前10時〜午後4時
エセナおおた、キッズな大森、入新井
第一小学校ほか
当日会場へ
子育て支援課子育て支援担当
5744−1525
☎5744−1272

親子で遊ぼう！
遊びを通して親子のふれあい、参加者
同士の交流を深めます。
おおむね1・2歳のお子さんと保護者
6月17日㈮、午前10時〜11時30分
嶺町文化センター
先着30組
キッズな大森へ電話かファクシミリ
（記載例参照。参加者全員の氏名・年齢
も明記）
3763−0199
☎5753−1153

子ども科学教室
「メダカの誕生と飼育」
小学5年〜中学2年生（保護者同伴可）
6月18日㈯、午後2時〜4時
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光展 2016
（16日は午後4時まで）
出展者 10月15・16日、午前10時〜午後5時
募集 産業プラザ
商店や観光関連などを中心に出展
者を集めて、来場者に大田区の魅力
を再発見していただくイベントです。
おしゃれ感や高級感を演出した
ファッションコーナー、販売戦略試
験や創業体験をできるブースも用意
しています。
●出展募集分野
区内外の商店、レストラン、ホテル・旅館、工芸品日用品製造販売業、観光関連
業、交通関連業、グループ、自治体、海外企業・団体、創業予定者（応募多数の場
合、区内の申込者を優先）
●出展料
①プレミアム小間＝47,520円
②パッケージ小間 区内企業＝23,760円、区外企業＝47,520円
③ミニ小間（区内企業のみ）＝5,400円
③販売戦略試験小間（区内企業、区内創業予定者のみ）＝11,880円
●申込期限 7月19日
※詳細はホームページ（http://www.pio-ota.jp/a-fair/2016/）をご覧ください。
問 (公財)大田区産業振興協会

☎3733−6401

FAX 3733−6459

池上会館
抽選で20名
往復はがき（記載例参照。学校名、保
護者氏名も明記）。教育センター（〒146
−0082池上1−32−8）へ。5月20日
必着
5748−1390
☎5748−1306

自然観察会
「平和の森公園で遊ぼう！」
自然観察や自然と触れあえるゲーム
6月19日㈰、午前10時〜正午
平和の森公園
抽選で30名
環境計画課環境計画担当（〒144−
8621大田区役所）へ往復はがき（記載
例参照）。電子申請も可。6月7日必着
5744−1532
☎5744−1365

スポーツバイキング
卓球、バドミントン、フライングディ
スク、ボッチャを体験できます。
小学生以上（1・2年生は保護者同伴）
6月19日㈰、午前9時〜午後3時
大森スポーツセンター
200円
問合先へ電話かファクシミリ（記載例
参照。学校名、学年も明記）
（公財）大田区体育協会
5471−8789
☎5471−8787

エセナフォーラム2016
おおたの未来を考える
100人ミーティング
「笑顔がつながるまち」を考えよう
男女共同参画推進プランを身近に感じ
てみませんか。
6月25日㈯、午後1時30分〜3時30分
●講師 立教大学教授 萩原なつ子
先着100名
問合先へファクシミリかEメール（記
載例参照）。保育（1歳以上の未就学児
先着15名。１人600円。お子さんの名
前、年齢も明記。6月17日必着）
エセナおおた
5764−0604
☎3766−4586
escena@escenaota.jp

社会福祉協議会の講座
はじめてのボランティア〜ボランティ
ア活動のはじめの一歩〜
ボランティア活動の基礎知識やさまざ
まな活動を紹介します。
6月7日㈫、午後2時〜4時
問合先へ電話かファクシミリかEメー
ル（記載例参照）
赤十字救急法基礎講習
一次救命処置を学びます。
7月20日㈬、午前10時〜午後4時
1,700円
抽選で25名
問合先へ往復はがき（記載例参照。性
別、生年月日も明記）。6月29日必着
ともに◇
◇
大田区社会福祉センター
大田区社会福祉協議会ボランティア・
区民活動センター
（〒144−0051西蒲田7−49−2）
3736−5590
☎3736−5555
voc@ota-shakyo.jp

友好都市秋田県美郷町
「ふる郷体験ツアー」
友好都市美郷町で、農作業などを通じ
て田舎暮らしを体験するツアーです。
区内在住・在勤・在学の方
7月16〜18日（2泊3日）
※JR大曲駅（秋田県）集合
13,000円（交通費別）
先着20名（最少催行人員8名）
ベストトラベル大曲営業所（☎0187
−63−1956）へ電話
文化振興課文化事業担当
5744−1539
☎5744−1226

熊本地震災害義援金を受け付けています
区役所本庁舎、特別出張所で熊本地震に対する救援救護のための義援金を受け
付けています。この義援金は日本赤十字社を通じ、被災地へお届けします。
問 地域力推進課地域力推進担当 ☎5744−1224 FAX 5744−1518

大田区制70周年記念事業

地球温暖化防止講演会
〜地球目線で考える！いまのくらし・未来のくらし〜
6月25日㈯、午後1時30分〜3時

さわ

宇宙船から地球を見ているような感覚の次世代型デジタル地球儀『触れる地
球』を使って、環境の視点から私達のくらしや未来について考えます。
対 区内在住・在勤・在学の方（中学生以上）
●講師 京都造形芸術大学教授 竹村真一
会 東京工科大学・日本工学院専門学校3号館地下1階大講義室 定 抽選で300名
申 問合先へはがき（記載例参照。2名までの希望人数も明記）。電子申請も可。6
月3日必着
※当選者には6月中旬に入場券を送付します。手話通訳が必要な方はご相談ください。
問 環境対策課地球温暖化対策担当

☎5744−1362

FAX 5744−1532

近づかないで！危険ドラッグ防止
危険ドラッグは、「お香」「バスソルト」「ハーブ」「芳香剤」などと安全であ
るかのような表現で販売されています。しかし強い有害性や習慣性を持つものも
多く、使用すると幻覚、意識消失、急性錯乱、最悪の場合は死に至るなど、体へ
の影響は麻薬や覚せい剤と変わらず、大変危険なものです。絶対に使用しないよ
うにしましょう。
問 防災危機管理課生活安全・危機管理担当 ☎5744−1633 FAX 5744−1519
大田区報
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