「ながらスマホ」
はやめましょう

スマートフォンを操作しながら歩いたり、自転車や自動車などに乗ることは大変危険です。思わぬ事故やトラ
ブルが発生する恐れがあります。スマートフォンを利用する時は、周囲の人や状況に十分注意してください。

●花火の実施についてのお問い合わせは

大田区制70周年記念
大田区
区制70周年記
記念・大田区平和都市宣言記念事業

第29回

自動音声案内 ☎0180−99−3838

花火の祭典

開設期間＝8月14日午前10時〜15日午後8時

内容

1 ステージアトラクション（ジャズ、和太鼓）
2 平和記念式典

8月15日㈪ 午後6時〜8時10分

（荒天時中止）

3 花火打ち上げ（午後7時30分〜8時10分）

。
西六郷四丁目地先（多
（多摩川河川敷）
多摩川河川敷
敷）※敷物をご持参ください。

交通

※無人航空機（ドローンなど）の飛行・持ち込みはできません
の飛行

おり交通規制を行います。ご協力をお願いします。
当日の交通規制 下図のとおり交通規制を行います。ご協力をお願いします。
当
航行
禁止区域

会場へは、公共交通機関をご利用ください。
● 電車

午前８時〜
花火終了

京浜急行線「六郷土手」駅から徒歩
約5分
● バス ①蒲田駅西口から、東急バス「六郷土
手」行きで「六郷土手」下車徒歩約3分
（午後5時〜10時は
「高畑小学校」
で折
り返し運行）
②蒲田駅東口から、京急バス「羽田
車庫」行き（六郷橋経由）で「六郷
橋」下車徒歩約7分

小学校
校
高畑小学校

立ち入り禁止区域（午前8時〜花火終了）
車両通行止め区域（午後5時〜9時30分）
車両通行止めに伴う車両進入禁止区域
（午後5時30分〜9時30分）
（午後5時30分 9時30分）
車両通行止め（午後5時30分〜9時30分）
観客誘導路
通行禁止区域（午後6時30分〜花火終了）

問文
文化振興課文化事業担当

交通事故をなくそう
区内交通事故発生状況速報（平成28年1〜6月）
警察署
大森

件数
139

田園調布

118

1

1

138

140

蒲田

149

2

1

177

180

池上

126

1

2

154

157

東京空港

16

1

0

18

19

東京湾岸

22

0

0

25

25

570

7

7

668

682

27年1〜6月
前年比較

死亡
（人） 重傷
（人） 軽傷
（人） 死傷者計（人）
161
156
3
2

771

6

6

872

884

−201

+1

+1

−204

−202

死亡事故について
1〜6月は7人の方が亡くなっています。当事者別では、
自転車が4人、歩行者が2人、原動機付自転車が1人です。
自転車の運転操作誤りによる事故が目立ちます。早朝、
夜間に自転車で交通量の多い場所を通行する際には、特
に注意して運転しましょう。
重大事故に遭わないために
自転車に乗るときは反射材、ヘルメットを着用しま
しょう。特にヘルメットは、交通事故の被害を軽減する
ために非常に大きな役割を果たします。
交通事故に遭ってしまったら
大田交通事故相談所（池上図書館1階☎3755−
6596）で弁護士や相談員が相談をお受けします。
●受付時間 午前8時30分〜午後4時（土曜、祝日、年
末年始を除く）
問 都市基盤管理課交通安全対策担当

☎5744−1315

☎5744−1226
−1226

乳がんは、痛みなどの初
期症状がほとんどありませ
ん。日頃から乳房に変化が
ないか自分でチェックする
ことで、小さな変化や異常
に気が付きやすくなります。
月1回の自己検診の習慣を
つけましょう。
自己検診の方法について
のリーフレットを区役所や
地域健康課で配布していま
す。ご希望の方はお問い合
わせください。
問 がん検診問い合わせダイヤル
☎5744−1565（午前8時30分〜午後5時。
土・日曜、祝日を除く8月31日まで）
健康づくり課成人保健担当
☎5744−1265 FAX 5744−1523

アプリコ・クリスマス・フェスティバル 2016
本当に大切なものは何かを教えてくれる、この
冬最高のクリスマスファンタジー。不朽の名作
を、躍動感あふれるポップで明るいコメディタッ
チのミュージカルとしてお届けいたします。
●出演 川﨑麻世、杉本彩、吉田要士 ほか

問 (公財）大田区文化振興協会

4 大田区報 平成 28 年 8 月 11 日号

京急
川崎駅

禁煙・分煙ステッカーを
配布しています
たばこの煙は、本人が吸う煙よりも、周
囲の人が吸い込む受動喫煙の方が、有害物
質が多く含まれています。
受動喫煙の害から健康を守るために、区
では「禁煙・分煙ステッカー」を飲食店、
理美容店、集会場、事業所などに無料で配
布しています。ぜひご活用ください。
問 健康づくり課健康づくり推進担当
☎5744−1683 FAX 5744−1523

☎3750−1611

ウィークデーを極上な音楽で憩う60分

アプリコ・ウィークデー・コンサート
vol.11＆vol.12

vol.11 12月20日㈫
ヴァイオリンとチェロで贈るストリングス・クリスマス
●出演 青木尚佳
（ヴァイオリン）
、伊藤悠貴
（チェロ）

vol.12 平成29年2月23日㈭

企画・制作
劇団スイセイ・ミュージカル
協賛
株式会社メリーチョコレートカムパニー

チケットはホームページからもお求めいただけます

幸町

車両通行止め
川崎駅
（午後7時〜9時）

FAX 3750−1150

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内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。

かく

オペラ界の新星☆期待のバリトン歌手 加耒徹が贈る
『春』
『 恋』
『愛』
●出演 加耒徹
（バリトン）
、松岡あさひ
（ピアノ）
①午前11時開演：モーニングコンサート
②午後2時開演：アフタヌーンコンサート
※モーニング・アフタヌーンで演奏作品が異なる予定です。
アプリコ小ホール 全席自由 各回1,500円 ※未就学児入場不可

発売日 8月17日㈬

チケット予約専用電話

堀川町
幸町交番前

区内在住の作家がジャンルや流派を超えて一
堂に会する秋恒例の美術展。11月1日からの会
期に先駆け先行公開します。作家によるギャラ
リートークや、お子さんが楽しめるクレヨンな
どを使ったワークショップなどを行います。
日 10月29・30日、午前10時〜午後5時
会 アプリコ展示室 申 当日会場へ

ミュージカル
「クリスマス・キャロル」

（午前10時〜午後8時）

河原町

大田区在住作家美術展 プレオープン

アプリコ＆プラザ●催し物案内

※4歳未満入場不可

多摩川

アプリコ改修記念スペシャルプログラム

FAX 5744−1527

12月10日㈯午後3時開演
アプリコ大ホール 全席指定
S席5,500円 A席4,500円
中学生以下 S席3,500円 A席2,500円

戸手町
遠藤町

FAX 5744−1539

乳がんの自己検診

平成28年上半期の区内の交通事故は、昨年の同時期
より大幅に減っていますが、重傷者、死亡者は1人ずつ
増えています。重大事故に遭わないよう注意しましょう。

合計

※駐車場はありません。車での来場はご遠慮
ください。
※六郷大橋や川崎側河川敷での見物は、危険
ですのでご遠慮ください。

発売日 8月17日㈬

☎3750−1555
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）
下丸子JAZZ倶楽部 8月の公演はお休みです
下丸子らくご倶楽部『白酒・馬るこ・三三』
●出演 桃月庵白酒、鈴々舎馬るこ ●ゲスト 柳家三三
●若手バトル 三遊亭たん丈、立川吉笑

8月26日㈮
午後6時30分開演
2,000円
残席がある場合は
好評
2,300円で
発売中
当日販売します。

※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
FAX 3750−1150
問合先 （公財）大田区文化振興協会 ☎3750−1611 ■

