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。

−0076田園調布南25−1）へ。9月26
日必着
3758−3625
☎3758−3051

空家総合相談会
専門家が空家の相談に応じます。
9月26日、10月20日、11月21日、
12月16日、平成29年1月19日、２月１
3日、3月24日。午後2時〜4時
区役所本庁舎1階
先着各4組
問合先へ電話かファクシミリか来所
建築調整課住宅担当内空家総合相談
窓口
5744−1612
☎5744−1348

「六郷用水」学習と見学

日本赤十字社東京都支部救護課
（〒169−8540）
☎5273−6746
http://www.tokyo.jrc.or.jp/

家庭教育支援講座
「キラキラ輝け、心とからだ！
親子で楽しく運動遊び」
親子で運動遊びを楽しみ、運動習慣と
生活リズムについて理解を深めます。
区内在住の2・3歳のお子さんと保護者
10月6日㈭、午前10時〜11時30分
大田区民プラザ
先着20組
10月3日までに幼児教育センター幼児
教育担当へ電話
5744−1535
☎5744−1618

9月27日㈫、午前10時〜午後4時
交通費実費
先着20名
郷土博物館へ電話
3777−1283
☎3777−1070

ロードサイクリング
〜自転車走行会〜
小学生以上（小学生は保護者同伴）
10月2日㈰、午前9時集合
※雨天の場合は10月9日に順延
●コース ガス橋下広場（集合場所）→
宝来公園→九品仏→等々力渓谷→岡本公
園民家園→次大夫堀公園→多摩水道橋→
宿河原堤→ガス橋下広場の約30km
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が
ある方は持参。当日のお問い合わせは事
務局（☎3728−8753木藤）へ
（公財）大田区体育協会
5471−8789
☎5471−8787

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
当ての仕方
10月4日㈫、午前10時〜正午
160円
抽選で25名
●申込期限 9月26日
救急法基礎講習
心肺そせい、AEDの使い方など
15歳以上の方
①10月22日②11月3日、午前10時〜
午後4時
1,700円
抽選で40名
●申込期限 ①9月27日必着②10月13
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、性
ともにホー
別、生年月日も明記）。
ムページからも申し込めます。

公証週間特別講演会「自分らしい
エンディングの準備 高齢者が
安心できる生活をするために
〜遺言・任意後見・尊厳死宣言など〜」
10月6日㈭、午後1時30分〜3時
※公証人による無料相談会（午後4時30
分まで）を同時開催
●講師 公証人 松田 章
消費者生活センター
先着150名
当日会場へ（手話通訳有り）
大森公証役場 ☎3763−2763
蒲田公証役場 ☎3738−3329
大田区社会福祉協議会成年後見センター
3736−5590
☎3736−2022

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
10月7日㈮、午前10時〜11時30分
北蒲広場
先着30組
9月12日から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
について明記）
3763−0199
☎5753−1153

「日本語でスピーチ」参観者
外国籍などの方々が、日本の生活で感
じたことや自分の経験などを日本語でス
ピーチします。
10月9日㈰、午後1時30分〜4時
区役所本庁舎2階
当日会場へ
国際都市・多文化共生推進課国際都
市・多文化共生担当
5744−1323
☎5744−1227

自然観察路「雑木林のみち」
自然林が残る公園で生き物を調査しま
す。 ※小学生以下は保護者同伴
10月16日㈰、午前10時〜午後0時30分
多摩川台公園、宝来公園ほか
抽選で30名
環境計画課環境計画担当（〒144−

区民スポーツ大会
種目

日程

バドミントン
10月8日㈯
（Ⅱ部）
釣魚
（かわはぎ）

10月9日㈰

会場
大森スポーツセンター

申し込み方法など詳細はお問い合わせ
ください。
申込先（事務局）
☎ 080−9262−0684
（森谷）

8621大田区役所）へ往復はがき（記載
例参照）。電子申請も可。10月4日必着
☎5744−1365
5744−1532

親支援プログラム「完璧な
親なんていない！」
（6日制）
親同士で悩みを話し合います。
次のすべてに該当する方
①初めてのお子さんが8か月〜1歳6か月
②初めて参加する③全日程参加できる
10月18日〜11月22日の火曜
※時間は午前10時〜正午
キッズな大森
先着10名
9月12日からキッズな大森へ電話か
ファクシミリ（記載例参照）。保育有り
（8か月以上先着10名）
3763−0199
☎5753−1153

腕一本でできる！
目からウロコの介護講座
〜ベッド編〜
区内在住・在勤・在学の方
11月22日㈫、午後1時〜4時
大田区民センター
抽選で30名
往復はがき（記載例参照。性別、介
護経験の有無も明記）。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）へ
11月2日必着
3736−5590
☎3736−5555

三浦半島油壺沖

☎ 3772−9414（渡部） 9月30日

日帰り寿ハイキング
〜芦ノ湖周辺軽登山ハイク〜
区内在住の60歳以上で、2時間30分
程度の登り下り（傾斜が急な箇所有）を
伴う山歩きができる方
10月30日㈰
5,500円
抽選で100名
問合先へ往復はがき（記載例参照。参
加者全員の氏名、性別も明記）。9月30
日必着
スポーツ推進課スポーツ推進担当
（〒144−8621大田区役所）
5744−1539
☎5744−1441

NCプログラミング初級講座
（6日制）

認知症予防講座
絵本の読み聞かせ（13日制）

金属加工業や機械工業に従事し、NCプ
ログラミングの基礎技能を必要とする方
講座修了後は自主グループとして活動
11月5・7・8・10・11・12日、午
を目指します。
後6時30分〜8時55分（5・12日は午前
物忘れに不安があり、全日程に参加で
9時15分〜午後2時55分）
都立城南職業能力開発センター大田校
きる65歳以上の方
10月29日〜29年1月21日の土曜
3,000円
抽選で10名
（11月26日、12月24・31日を除く）、
ファクシミリ（受講者氏名・ふりが
午後2時〜4時（11月12日、12月10日、 な・生年月日・性別、会社名・所在地・
電話・ファクシミリ番号を明記）。（一社）
1月14日は午前10時〜正午）
大田工業連合会（ 3737−0799）
※10月8日の説明会、10月22日、29年
へ。ホームページ（http://www.
1月28日の認知度調査も参加必須
六郷地域力推進センター
先着20名
ootakoren.com/）からも申し込めます。
高齢福祉課総合事業担当へ電話
●申込期限 9月26日必着
5744−1522
産業振興課工業振興担当
☎5744−1624
5744−1528
☎5744−1376

区民による区民のための連携講座
区民団体の会員が講師をします

トライ！ビーチボールバレー
10月2・9日、午後7時〜9時
美原文化センター
抽選で15名
※上履き、タオル、飲み物を持参、動き
やすい服装で
油絵入門講座〜秋の実りを油絵で描こ
う〜
10月12・26日、11月9日。午後1時
30分〜3時30分
大田区民センター
1,500円
抽選で15名

大田区文化祭

申込期限
9月9日

目指せ！健体康心〜体をやわらかくす
る真向法体操体験〜
※タオル持参、動きやすい服装で
10月13日㈭、午前10時〜11時30分
大田区民プラザ
110円
抽選で20名
◇ 〜 いずれも◇
区内在住・在勤・在学の16歳以上の方
問合先へ往復はがき（記載例参照）。
電子申請も可。 9月23日必着 9月26
日必着 9月29日必着
地域力推進課生涯学習担当
（〒144−8621大田区役所）
5744−1518
☎5744−1443

少年少女卓球大会
〜男女別個人戦〜
小学3〜6年生
※ラケット、上履き持参
11月13日㈰、午前9時〜午後3時
大森スポーツセンター
200円
抽選で80名
往復はがき（記載例参照。性別、学校
名、学年も明記）。（公財）大田区体育協
会（〒143−0016大森北4−16−5）
へ。10月21日必着
5471−8789
☎5471−8787

区民の皆さんによる芸術・文化活動の発
表と鑑賞、交流の機会として開催します。

部門

日時

会場

郷土芸能大会

10月9日㈰

午後1時〜5時

大田区民センター

絵画・写真展

10月14〜16日

午前10時〜午後5時
（16日は午後4時まで）

池上会館

動画上映の集い

10月15・16日

午前10時〜午後5時

池上会館

華道展

10月15・16日

午前10時〜午後5時

大田区民プラザ

合気道演武

10月16日㈰

南馬込文化センター

☎ 080−4444−5181
（尾﨑）

詩吟剣詩舞大会

10月23日㈰

午前10時〜午後6時

大田区民センター

柔道

10月16日㈰

大森スポーツセンター

☎ 3742−2966（吉井） 9月23日

芸術フェスティバル

10月29日㈯

午前10時〜午後5時

大田区民センター

☎ 080−2342−2349
（松本）

合唱祭

10月30日㈰

午前11時〜午後6時

大田区民センター

吹奏楽祭

11月6日㈰

午前11時〜午後7時

大田区民センター

短歌大会

11月13日㈰

午前10時〜午後4時

池上会館

こと･尺八の集い

11月20日㈰

午前10時45分〜午後5時

大田区民センター

洋舞サークルフェスティバル

12月4日㈰

午後3時〜8時

アプリコ

書道展

12月9・10日

午前10時〜午後5時

アプリコ

エアロビクス 10月30日㈰
バレーボール 10月30日、
（一般・6人制） 11月13日
武術太極拳

11月12日㈯

池上会館
大森スポーツセンター
大森スポーツセンター

9月24日

当日午前10時15
分までに会場へ

☎ 3762−0953（田中） 10月12日
3738−8049（北村） 9月28日

剣道

11月20日㈰

大田区総合体育館

☎ 3772−0345（井口） 10月5日

民踊

11月20日㈰

アプリコ

☎ 3731−5368（金光） 10月20日

（公財）大田区体育協会 ☎5471−8787

※開催時間は変更になる場合があります

文化振興課文化計画担当

☎5744−1627

5744−1539

5471−8789
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