ツイッターで大田区からのお知らせを発信しています

対象
日時、日程
会場
申込方法、申込先
問合先

https://twitter.com/city̲ota アカウント名：@city̲ota

有料制自転車駐車場の開設・廃止

大田区クリーンキャンペーン
5月18〜27日

京浜急行線大森町駅に1か所、京急蒲田駅に2か所、自転車駐車場を6月1日
から開設します。これに伴い、京急蒲田駅東口自転車駐車場は6月30日をもっ
て廃止します。同時に、大森町駅周辺の放置禁止区域を拡大します。

区と地域や事業者の方が協力して、
放置自転車の防止と喫煙マナーの向上を呼びかけます。

開設する自転車駐車場
大森町駅
駐車場名

京急蒲田駅
②京急蒲田駅本線高架下
自転車駐車場

①大森町駅自転車駐車場

定期利用
料金（月額）

1階＝2,000円、2階＝1,800円

③京急蒲田駅空港線高架下
自転車駐車場

1・2階共通2,000円

定期利用は原則2階となります。

一時利用料金

12時間100円（利用開始から2時間無料）。一時利用は1階となります。

定期利用受付
日時・場所

5月22日午前8時から次の管理室で受け付け（先着順）

問合先

案内図A−①

案内図B−③

地域基盤整備第一課自転車対策担当
☎5764−0630 FAX 5764−0633

案内図A

①大森町駅
自転車駐車場

廃止

駅名

京急蒲田駅東口
自転車駐車場

第一
京浜

道路
産業

（大森西3−21先）

大森町駅

喫煙マナーを守り清潔
で快適な地域環境を目指
すとともに、町の美観を
損ね、災害時の通行障害
にもなる放置自転車のな
い、安全で美しいまちを
目指します。
駅頭啓発活動・撤去などの実施予定

地域基盤整備第二課自転車対策担当
☎5713−2004 FAX 5713−2009

案内図B

②京急蒲田駅
本線高架下
自転車駐車場※

京急
蒲田駅

第
一
京
浜

京
急
本
線

京急
本線

（蒲田4−48先）

費用
定員
詳細は区のホームページで

③京急蒲田駅
空港線高架下
自転車駐車場

（南蒲田1−20先）

京急空港線

※②の定期利用申し込みも上図③で受け付けます。

問合先（自転車対策担当）

実施日

蒲田駅

5月18日㈬

糀谷駅

5月24日㈫

大鳥居駅

5月26日㈭

大森駅

5月26日㈭

地域基盤整備第一課（大森）
☎5764−0630 FAX 5764−0633

田園調布駅

5月27日㈮

地域基盤整備第一課（調布）
☎6450−0700 FAX 5764−0633

地域基盤整備第二課（蒲田、糀谷・羽田）
☎5713−2004 FAX 5713−2009

※雨天時中止

喫煙マナーアップについて
問 環境対策課環境推進担当 ☎5744−1366

笑顔いっぱい

楽しい子育てのために

期間

6〜12月

子育て講座

ご利用ください

FAX 5744−1532

（8月を除く）

しつけや育児、健康や遊びなどをテーマに、専門の講師による講座
を児童館で開催します。気軽に参加できる講座ばかりです。詳細はお
近くの児童館か問合先へお問い合わせください。
対 子育て中や子育てに関心のある方

講座の日程やテーマなどは、下記の施設などでご覧いただけます
昭和59年に行った平和都市宣言を記念し、8月15日に多摩川河川敷で
「花火の祭典」を開催しています。また来年の3月に迎える区制70周年
を記念しての開催となります。今年も区民の皆さんからお寄せいただい
た協賛金で、花火の打ち上げを行います。
二口以上ご協賛いただいた方には、大田区制70周年の記念品を後日お
送りします。
●協賛金額 ①個人＝一口3,000円から
②企業・団体など＝一口10,000円から
●募集期限 8月8日（7月7日受付分まで、パンフレットに氏名を掲載）
申 郵便振替で
●払込取扱票配布場所 消費者生活センター、老人いこいの家、特別出
張所、区民センター、文化センター、図書館、問合先

平和のメッセージ募集〜平和への思いを花火に〜

今年は、皆さんからメッセージを募集し、平和への思いを込めた
花火を打ち上げます。メッセージの一部は打ち上げ時に朗読します。
申 5月11〜31日に、所定の用紙（区役所本庁舎1階、特別出張所で
配布、投かん箱設置）を投かん箱へ
☎3750−1611 FAX 3750−1150
文化振興課文化事業担当 ☎5744−1226 FAX 5744−1539
問（公財）大田区文化振興協会

チケット予約専用電話

OTAウォーキング
〜洗足・池上・呑川〜
5月29日㈰

飲み物・
参加賞
あり

●コース 大森第六中学校→区役所本庁舎（約7km）
申 当日午前9時〜9時20分に、大森第六中学校へ集合
（小学生以下は保護者同伴でご参加ください）
問 スポーツ推進課スポーツ推進担当
☎5744−1441 FAX 5744−1539

1993年9月からスタートした下丸子ＪＡＺＺ倶楽部
の誕生月を祝う大ホール・コンサートです。毎月第3
木曜、23年間続く当倶楽部に出演するミュージシャ
ンを中心に開催する豪華な一夜です。ラテンとジャ
ズの名曲を生バンドの演奏でお楽しみください。
●出演
伊波秀進＆ザ・ビッグバンド・オブ・ローグス
（東京
キューバンボーイズJr.）
、伊波 淑＆ラテンジャズビッ
グバンド
（オルケスタ・フローレス）
●ゲスト
谷口英治
（クラリネット）
、紗理
（ヴォーカル）
森村 献
（ピアノ）
、NORA
（ヴォーカル）

☎3750−1555 ※発売初日の午後3時から公演前日午後8時まで
下記問合先でもチケットをお求めいただけます。

●大田区民プラザ ☎3750−1611 ●アプリコ ☎5744−1600 ●大田文化の森 ☎3772−0700
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※荒天時中止

日常生活に直結した、もっと
も身近な運動「歩くこと」を通
じて、気軽にスポーツを始めて
みませんか。

発売日 5月18日㈬
（午前10時〜午後8時）

FAX 5744−1525

スポーツ健康都市宣言記念事業

チケットはホームページからも
お求めいただけます。
http://www.ota-bunka.or.jp/

大田区民プラザ定期公演（小ホール、全席自由）

Happy Birthday CONCERT

９月２４日㈯午後６時開演 大田区民プラザ大ホール
全席指定 ４，
２００円

☎5744−1273

問 子育て支援課子育て支援担当

詳細は情報誌「Art Menu」をご覧ください。
特別出張所や図書館、文化センターなど区の主な施設や駅で配布しています。
★特記事項のない公演への未就学児の入場はご遠慮願います。

アプリコ＆プラザ●催し物案内
下丸子ＪＡＺＺ倶楽部

●児童館、保育園、キッズな、図書館、地域健康課で配布するチラシ
●区設掲示板のポスター「おおたふれあい情報」

チケットの予約は区民プラザ・アプリコ・文化の森へ電話か来館

下丸子JAZZ倶楽部

下丸子らくご倶楽部

『NORA 下丸子SALSA倶楽部 vol.２』 『彦いち・白酒・志ら乃・談笑』
去年、初登場にして完売！明
るく、楽しく、そして優しさあ
ふれるステージで再び登場
します！
● 出 演 N O R A (ヴォーカ
ル ) 、ルイス・バジェ(トラン
ペット、コーラス)、相川 等
（ト
ロンボーン、コーラス）
、斎藤
崇也（ピアノ、コーラス）、小
泉哲夫
（ベース）
、伊波 淑
（コンガ）
、鈴木喜鏤
（ティンバ
レス、コーラス）

5月19日㈭ 午後7時開演 2,500円

残席がある場合は2,800円で当日販売します。

問合先

好評
発売中

●出演
林家彦いち、
桃月庵白酒、
立川志ら乃
●ゲスト
立川談笑
●若手バトル
春風亭昇々、
入船亭遊京

5月20日㈮
午後6時30分開演 2,000円

好評
発売中
残席がある場合は2,300円で当日販売します。

FAX 3750−1150
大田区文化振興協会 ☎3750−1611 ■

