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。

入り調査を行います。
●調査内容 特定建設資材分別の実施、
石綿の適正除去、施工者の建設業許可
票・解体工事業の登録票の掲示確認など
建築調整課建築相談担当
5744−1558
☎5744−1383

入新井図書館の休館
6月13〜18日（特別整理期間のため）
3763−3781
☎3763−3633

参加・催し
赤ちゃんと一緒に博物館へ
親子遊びや読み聞かせ後、展示の見学
2歳までの乳幼児と保護者
6月2日㈭、午前10時〜11時30分
先着10組
問合先へ電話
郷土博物館
3777−1283
☎3777−1070

ひきこもりに関する
講演会・合同相談会
ひきこもりに悩む若者と家族など
6月4日㈯、午後1時30分から
※午後1時〜5時は申込不要の相談会も開催
都庁第一本庁舎
先着500名
問合先へ所定の申込書（問合先の
ホームページから取り出せます）を郵送
かファクシミリ。6月1日必着
東京都青少年・治安対策本部青少年課
5388−1217
☎5388−2257

障がいのある方のための
パソコン教室

さぽーとぴあ
先着10名
上池台障害者福祉会館へ電話かファク
シミリ（記載例参照）
☎3728−3111
3726−6677

はがき
（記載例参照）。消費者生活セン
ター（〒144−0052蒲田5−13−26）
へ。6月1日必着
☎3736−7711
3737−2936

ユネスコ世界遺産
写真展・講演会

児童映画会

平成27年度公募した作品など約90点
を展示
6月9〜22日、午前9時〜午後5時（9日
は午後1時から、22日は午後3時まで）
講演会
「富士信仰から富士観光へ」
6月18日㈯、午後2時〜4時
抽選で80名
往復はがき（記載例参照）
。地域力推
進課生涯学習担当（〒144−8621大田
区役所）へ。電子申請も可。6月6日必着
ともに◇
◇
六郷特別出張所
地域力推進課生涯学習担当
5744−1518
☎5744−1443

海苔網の編み方で
「あみあみ
ペットボトルホルダーづくり」
小学5年生以上
6月18日㈯、午後1時〜4時
先着20名
問合先へ電話
大森 海苔のふるさと館
5471−0347
☎5471−0333

消費者見学会
「日本銀行本店・貨幣
博物館に行ってみませんか！
〜日銀の役割や金融経済学の
知識を学ぶ〜」
区内在住・在勤・在学の方
6月21日㈫、午前9時45分〜正午
日本銀行本店ほか
抽選で30名

区内在住の障がいのある方
6月5日㈰、午後2時〜4時

小学生以下
（未就学児は保護者同伴）
6月25日㈯、午前10時30分〜11時40分
先着60名
当日会場へ
大森西図書館
3298−6022
☎3763−1191

子ども科学教室
「スズムシの飼育と観察」
小学3・4年生と保護者
6月26日㈰、①午前10時から②午後2
時から
池上会館
抽選で各20組
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27日必着
5748−1390
☎5748−1306

海の森・東京オリンピックカヌー
水上競技場をめぐる
東京湾クルーズ
区内在住・在勤・在学の15歳以上の
方（中学生は除く）
6月26日、7月12日。午前10時〜正午
●コース 羽田空港天空橋船着場（集合
場所）〜羽田空港周辺〜中央防波堤（海
の森）〜オリンピックカヌー予定会場〜
大森ふるさとの浜辺公園〜羽田空港天空
橋船着場
1,000円
抽選で各40名
はがき（第2希望までの希望日、参加者
全員の住所、氏名、年齢、性別、携帯電

話番号、勤務先か学校名を明記。1枚で
4名まで）
。（株）JTBコーポレートセール
ス霞が関第五事業部「大田区舟運申込事
務局」
（〒100−6051千代田区霞が関3−
2−5）へ。5月23日〜6月4日消印有効
都市計画課計画調整担当
5744−1530
☎5744−1332

ママのための再就職さぽ〜とさろん
−プロのアドバイスあり−
（2日制）
区内在住で再就職を考えている子育て
中の女性
6月30日、7月7日。午前10時〜正午
抽選で30名
問合先へファクシミリかEメール（記
載例参照）。保育有り（1歳以上の未就学
児15名。1人1回600円。希望はお子さ
んの名前、年齢も明記）。6月20日必着
エセナおおた
5764−0604
☎3766−4586
escena@escenaota.jp

ボランティア養成公開講座
高校生以上
●内容、日時 ①障がいのある児童・生
徒理解＝7月2日、午前9時30分〜11時
30分②障がい者スポーツ体験＝7月9日、
午前9時〜正午③支援活動体験＝9月10
日、午後1時〜3時④ハンドサッカー体
験＝12月10日、午前9時〜正午
先着各20名
6月20日までに問合先へ電話かファク
シミリかEメール（記載例参照）
都立城南特別支援学校
3734−6310
☎3734−6308
S1000234@section.metro.
tokyo.jp

大田区総合体育館のスポーツ教室など
会 問 大田区総合体育館（〒144−0031東蒲田1−11−1）

ーツ
スポ 都市

おおたde
おおた

健康
宣言

費 ①〜④⑦⑧全10回7,000円、
⑤⑥⑨⑩全9回6,300円

※回数・料金は変更になる場合があります。
各教室ごとに異なります
（定員を超えた場合は抽選）
申 6月1〜10日に問合先へ往復はがきか来館
（記載例参照。教室番号・教室名も明記）
。ホームページ
（http://ota.
esforta.jp/）
からも申し込めます。インターネットでの1次申込期間は6月1〜10日
定

（公財）大田区体育協会の催し
問（公財）大田区体育協会
大田区体育協会（〒143−0016大森北4−16−5）
会（〒143 0016大森北4 16 5）
FAX 5471−8789

◆健康体操教室「さわやかシェイプアップ教室7月」
（3日制）
対 おおむね40歳以上の方 日 7月12・19・26日、午前10時
45分〜11時45分 会 田園調布せせらぎ公園多目的室
費 1,500円 定 抽選で25名 申 問合先へ往復はがき（記載例
参照。性別も明記）。6月22日必着

◆体操でスキンシップとリフレッシュ！親子体操教室（2日制）
①ママとベビーの体操教室 ②よちよち体操教室
対 次のお子さんと母親①首がすわってから歩き出す
（おおむね1

歳）
まで②歩き始めてからおおむね2歳6か月まで 日 6月8・22日
①午前10時〜10時50分②午前11時〜11時50分 会 エセナ
おおた 費 1,500円 定 抽選で各15組30名 申 問合先へ往
復はがき
（記載例参照。①②の別、教室名も明記）
。5月27日必着

◆区民スポーツ大会
※詳細は大田区体育協会のホームページをご覧ください。
種目

日程

会場

申込先
（事務局）

申込期限

ウエイト
大森スポーツ ☎090−2635−0223 当日午前10時
5月29日㈰
センター
（鈴木）
までに会場へ
リフティング
8月21日〜 大田スタジアム ☎3736−5023
6月25日
軟式野球
（広瀬）
ほか
11月3日
バトン
FAX 3742−4937
6月23日
8月23日㈫ 大森スポーツ
（浅沼）
センター
トワリング

◆ベビーコース
教室番号・教室名
①ベビーとママの
すくすく体操
②なかよし
親子体操Ⅰ

対象

開催日程

実施時間

3か月〜1歳未満の
お子さんと保護者
1〜3歳の
お子さんと保護者

6月6日〜
7月25日の
月曜
（7月
18日を除く）

午前10時〜
10時50分
午前11時〜
11時50分

費 1回600円（毎回当日払い） 定

FAX 5703−1105

◆第2期
（7〜9月期）
定期スポーツ教室

スポーツ

☎5471−8787

☎5480−6688

先着各20組
申 問合先へ電話か来館。5月21日午前10時から受付

教室番号・教室名
① かんたんストリートダンス
② キッズダンス 50
③ かんたんバレエ
④ 親子フィット＆ダンス
⑤ チアダンス入門
⑥ ジュニアダンス＜入門＞
⑦ ジュニアビートフィットネス
⑧ HIP HOP
⑨ グループセンタジー
⑩ 美容骨盤エクササイズ

◆6月の個人開放
費 1利用区分3時間300円

対象
高校生以上
4歳〜小学1年生
高校生以上
就園児
（年少〜年長）
高校生以上
小学1〜3年生
小学生
高校生以上

種目

実施時間
午後0時30分〜1時30分
午後4時30分〜5時20分
午後1時30分〜2時30分
午後4時15分〜5時15分
午後6時45分〜7時45分
午後4時30分〜5時20分
午後5時30分〜6時30分
午後6時50分〜7時50分
午後1時15分〜2時15分
午後6時40分〜7時40分

開催日程

開催日程
7月4日〜9月26日の月曜
（7月18日、8月8日、9月19日を除く）
7月5日〜9月27日の火曜
（8月9・16・30日を除く）
7月6日〜9月21日の水曜
（7月27日、8月10・31日を除く）
7月7日〜9月15日の木曜
（8月11日を除く）
7月1日〜9月30日の金曜
（7月8日、8月12・26日、9月9・16日を除く）
実施時間

午前9時〜正午 正午〜午後3時 午後3時〜6時 午後6時〜9時

卓球・バドミントン 6月1・29日
○
○
種目ごとに異なります
バスケッ
トボール
6月13
・
20日
−
−
（先着順）
申 当日会場へ。各利用区分開始15分前から受付開始 ※中学生以下は保護者同伴
定

○

○

−

○

大森スポーツセンターの催し
会問

大森スポーツセンター（〒143−0011大森本町2−2−5） ☎5763−1311

FAX 5763−1314

◆定期トレーニング教室
（事前申込制）
教室番号・教室名
対象
開催日程
①ソフトエアロ
15歳以上
6月28日〜10月4日の火曜
（8月を除く）
②シェイプアップエアロⅠ
6月30日〜9月29日の木曜
③筋トレ・で・スリム
15〜59歳 （8月4・11・18日、9月22日を除く）
④シェイプアップエアロⅡ
7月1日〜9月30日の金曜
（8月を除く）
⑤健康マット体操
6月27日〜9月12日の月曜
（7月18日、8月15日を除く）
⑥いきいき体操
6月28日〜10月4日の火曜
（8月を除く）
⑦はつらつリズム体操
7月6日〜9月28日の水曜
（8月3・10・17日を除く）
60歳以上
⑧リズム・で・筋トレ
6月30日〜9月29日の木曜（8月4・11・18日、9月22日を除く）
⑨足腰元気体操
7月1日〜9月30日の金曜
（8月を除く）
⑩リフレッシュヨガ 90 分
7月12日〜10月4日の火曜
（8月を除く）
⑪かんたんヨガ
15歳以上
⑫太極拳
（⑩は経験者） 7月6日〜9月28日の水曜
（8月を除く）
⑬優雅なフラダンス
6月30日〜9月15日の木曜
（8月を除く）

実施時間
午前10時〜11時
午前10時〜11時15分
午後2時30分〜3時45分
午前10時〜11時15分
午後2時〜3時
午後2時〜3時15分
午後3時〜4時
午後1時〜2時
午後2時〜3時15分
午前9時30分〜11時
午前11時30分〜午後0時30分
午前9時45分〜10時45分

費 ①〜⑨全10回4,000円、⑩全8回4,500円、⑪〜⑬全8回4,000円（初回に一括払い）
定 抽選で各30名（⑧は25名） 申 問合先へ往復はがき（記載例参照。教室番号・教室名も明記）
。6月
5日必着。①〜⑨は1教室のみ、⑩〜⑬はほかの教室と合わせて申し込み可。はがき1枚につき1教室
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