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。

申請書（問合先で配布。区のホーム
ページからも取り出せます）を問合先へ
持参
教育総務課教育地域力推進担当
5744−1535
☎5744−1447

（公財）大田区産業振興協会
☎3733−6476
3733−6459
☎3733−6401
3733−6459
http://www.pio-ota.jp/

洗足区民センター指定管理者

高齢者住宅（空き家）の
入居者

詳細は、区のホームページをご覧くだ
さい。
区内に引き続き3年以上居住し、所得、 ●指定期間 平成29年4月1日〜34年3
収入が基準内の、住宅に困っている65
月31日
●申請受付期間 9月9〜15日
歳以上で、次のいずれかに該当する方
雪谷特別出張所
①単身世帯用＝1人暮らし
3729−1826
☎3729−5117
②2人か2人以上の世帯用＝60歳以上の
2親等内の親族か配偶者と1年以上同居
●募集住宅 区営・区立シルバーピア
●募集戸数 単身世帯用＝10戸、2人世
私立保育園就職フェア
帯用＝10戸、2人以上世帯用＝1戸
区内の私立保育園の就職相談会や保育
※詳細は、『申込みのしおり』（9月7〜
士応援セミナーを開催します。詳細はお
16日に、区役所本庁舎1階、特別出張所
問い合わせください。
で配布）をご覧ください。
高齢福祉課居住支援係
区内の私立（認可）保育所、小規模保
6428−6973
☎5744−1346
育所、認証保育所、定期利用保育室への
就職を希望する方 ※未経験者可
バングラデシュ支援バザーの
10月1日㈯、午前10時30分〜午後3時
出品物
産業プラザ
当日会場へ
10月1・2日に開催する大田区生活展
保育サービス課保育サービス基盤担当
5744−1715
内の支援バザーの出品物を募集します。
☎5744−1277
●出品物の種類 タオル、石けん、食器
地域包括ケア推進員
などの日用品と衣類（新品で持ち運びで
（非常勤）
きる物）
地域包括ケア体制構築に向けた課題整
※電化製品、食料品、貴金属、医薬品、
理などの業務です。詳細は区のホーム
ぬいぐるみは出品できません。
●出品方法 9月12〜27日の平日に消
ページをご覧になるかお問い合わせを。
職務に必要な知識と経験、高齢者福祉
費者生活センターへ持参
3737−2936
への理解、社会福祉増進に熱意のある方
☎3736−7711
●任用期間 10月1日〜平成29年3月
応援します、区内の商工業
31日
「大田の工匠Next Generation」候
●勤務場所 糀谷・羽田地域福祉課
補者
●募集人員 1名
大田区のものづくりの将来を担う優秀
●選考方法 書類選考後、面接
問合先へ申込書（問合先で配布。区の
技術者を表彰
区内のものづくり企業に従事し、企業
ホームページからも取り出せます）と作
の代表者から推薦された、28歳〜50代
文を郵送か持参。9月9日必着
糀谷・羽田地域福祉課管理係
の技術者
9月1日〜10月31日に、所定の推薦書
（〒144−0033東糀谷1−21−15）
3742−3116
（ホームページから取り出せます）を問
☎3741−6646
合先へ郵送か持参
「フード展示商談会 in 大田」参加事
業者
休館などのお知らせ
高品質スーパー、商社などとの商談会
区内の中小食品事業者
◆区役所本庁舎駐車場と自転車駐車場の
平成29年2月23日㈭
一時利用休止
産業プラザ
9月19日（電気設備点検のため）
3,000円
総務課庁舎管理担当
先着30社
5744−1505
☎5744−1147
9月1日〜11月30日に、問合先へ電話
◆エセナおおたの休館
9月25日（全館清掃のため）
後ホームページから申し込み ※事業内
5764−0604
☎3766−4586
容により参加できない場合があります。

参加・催し

中学生の海外派遣報告会
区内在住の方、学校関係者
9月25日㈰、午後2時〜3時30分
大田区民センター
先着200名
当日会場へ
教育総務部指導課
5744−1665
☎5744−1435

図書館の催し
◆羽田歴史講座「戦中・戦後の羽田の悲
劇を語る」
9月10日㈯、午後2時〜4時
先着60名
当日会場へ
羽田図書館
3745−3229
☎3745−3221
◆青空おはなし会
幼児〜小学生（未就学児は保護者同伴）
9月21日㈬、午後3時〜3時40分
先着80名
当日会場へ
池上図書館
3752−9749
☎3752−3341
◆大人のための朗読会「浅田次郎を読む」
9月22日㈷、午後2時〜3時30分
●朗読作品 「シューシャインボーイ」
先着35名
問合先へ電話か来館
洗足池図書館
3726−3268
☎3726−0401
◆読み聞かせボランティア講座ステップ
アップ「ストーリーテリング」（3日制）
読み聞かせボランティア経験がおおむ
ね2年以上で全日程参加できる方
9月23日、10月21・28日。午後2時
〜4時
羽田図書館
抽選で30名
往復はがき（記載例参照。読み聞か
せボランティア経験年数も明記）。大田
図書館（〒145−0076田園調布南25−
1）へ。9月12日必着
3758−3625
☎3758−3051

ユネスコ地域遺産写真展
大田ユネスコ協会が公募した、100年
後の区民に残したい区内の風情ある場所
や建造物、伝統的な芸能、祭礼などの写
真約150点（初公開約30点）を展示し
ます。
9月15〜21日、午前9時〜午後5時
（15日は午後1時から、21日は午後3時
まで）
池上会館
地域力推進課生涯学習担当
5744−1518
☎5744−1443

エセナおおたの催し
今のワタシがもっと好きになる「ココ
ロときめくにじいろレッスン」
（8日制）
子育てやパートナーとの関係など
子育て中の区内在住・在勤の女性
10月7・14・21・28日、11月4・
11・20・25日。午前10時〜正午
●保育 1歳以上の未就学児25名、1人
1回600円
育休ママのためのパワーチャージセミ
ナー「先輩から学ぶ職場復帰と働き続け
るヒント」（4日制）
初めてのお子さんの育児休業中の区内
在住・在勤の女性
10月19・26・30日、11月2日。午
前10時〜正午
●保育 5か月〜3歳のお子さん25名、
1人1回1,000円
ともに◇
◇
抽選で25名
問合先へEメールかファクシミリ（記
載例参照）。保育希望はお子さんの名
前・ふりがな・年齢、Eメールアドレス
かファクシミリ番号も明記。 9月27日
必着 10月10日必着
エセナおおた
5764−0604
☎3766−4586
escena@escenaota.jp

中途失明者のための
点字講習会（後期）
区内在住で視覚に障がいのある方（障
害者手帳の有無は問いません）
10月21日〜平成29年3月24日の金
曜（12月23・30日、29年1月6日を除
く）、午後1時30分〜3時30分
先着12名（初めての方優先）
9月1日からさぽーとぴあ声の図書室
へ電話かファクシミリ（記載例参照）
5728−9438
☎5728−9434

大田区議会定例会の開催
平成28年第3回区議会定例会は、9月14日〜10月13日に開かれる予定です。今
会期の請願、陳情の受け付け締め切りは、第1次分は9月7日、第2次分は9月14日
の予定です。傍聴を希望する方は、本会議は区役所本庁舎11階の傍聴受付、委員
会は10階の議会事務局までお越しください。手話通訳を希望する方は、傍聴希望
日の7日前までに問合先へお申し込みください。
問 議会事務局議事担当 ☎5744−1473 FAX 5744−1541

大田文化の森 催し案内

さぽーとぴあ へ行こう

詳細はお問い合わせください。 http://www.bunmori-unkyo.jp/
問 大田文化の森運営協議会

〒143−0024中央2−10−1（4階）

☎3772−0770

FAX 3772−0704

ちょこっと刺しゅうで簡単ブローチ
費 各1,500円。抽選で各15名。9月27日必着（HPでの申込
10月18・25日、午前9時30分〜11時30分。■
可）。保育（6か月以上の未就学児各5名、1回500円）

心なごむ歌と朗読〜声をだして楽しくエイジングケア〜
費 500円。抽選で150名（未就学児同伴不可）。10月14日必着
10月30日㈰、午後2時〜4時。■

障がいのある方もない方もどなたでも参加できます
イベント名

開催日時

申込締切

ヨガ講座

①9月16日②10月14日。午後6時〜6時45分

①9月9日②9月30日

お月見団子を作ろう

9月18日㈰、午前10時〜正午

ユニカール体験会

9月18日㈰、午後2時〜3時30分

ダンス講座

9月23日㈮、午後6時〜6時45分

9月9日

ようこそオペラ！音楽鑑賞講座＠大田文化の森
有名なオペラを題材にして、達人がオペラの楽しみ方を伝授します。中学生以上。11月13日㈰、午後2
費 500円。抽選で35名。10月31日必着（HPでの申込可）
時〜4時。■

9月14日

童謡・唱歌をみんなで歌おう（4日制）
費 2,000円。抽選で80
10月24日、11月28日、12月26日、平成29年1月23日。午前11時〜午後1時。■

名。10月3日必着（HPでの申込可）。保育（6か月以上の未就学児5名、1回500円）
◇ 〜 いずれも◇
申 往復はがき。催し名、〒住所、氏名、年齢、電話番号、区報で見た旨を明記。 希望日と刺しゅうした
■

いアルファベット1文字、

保育希望は、お子さんの氏名・年（月）齢も明記。1枚1講座。

※申し込みが一定数に達しないときは、講座を中止か延期する場合があります。費用は初回に全納です。
企画募集

文化活動を「大田文化の森運営協議会」で実現してみませんか？詳細はHPをご覧ください。

※
動きやすい服装で。 エプロン、三角巾、手拭い
タオル持参。
300円
抽選で各15名、 のみ抽選で8名
問合先へ電話かファクシミリ（記載例参照）
さぽーとぴあ地域交流支援部門
5728−9438
☎5728−9434
大田区報
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