大田区は平成29年3月15日に区制70周年を迎えます

「写真で語る海苔づくりの一年」
海苔養殖は江戸時代に品川から大森沿岸部で盛んになり、明治時代
に入ると羽田も生産地となりました。しかし、昭和38年春を最後に東
京湾の海苔養殖は終了しました。今回の企画展では昭和10〜30年代に
撮影された大田区沿岸部の海苔養殖作業の写真をパネル展示します。
あわせて元生産者の方々から伺った当時の体験談を紹介します。
日 11月22日〜平成29年4月16日
会 問 大森 海苔のふるさと館 ☎5471−0333 FAX 5471−0347
呑川べりの海

Ⓒ大田区

保育園の平成29年4月入園案内

大森 海苔のふるさと館

企画展

はねぴょん

詳細は「入園申込みのしおり」をご覧ください（問合先で配布。区のホーム
ページからも取り出せます）。
●平成29年4月1日入園申し込み＝12月7日まで
受付期間 ●11月23日〜29年2月17日に生まれるお子さんの入園申し込み
＝29年1月31日まで
締切日を過ぎた場合でも受け付けますが、一次選考の対象にはなりません。
対 保護者が働いているか（求職中も可）、病気、出産、介護、看護などの理由
でお子さんを保育できない世帯

11月19日㈯、11月27日㈰にも受け付けを行います

ほ

苔乾し場
（昭和

30年代）

平日の申し込み手続きが困難な方はご利用ください。
保育サービスアドバイザーによる相談受付も行います。
●時間 午前9時〜午後4時 会 区役所本庁舎3階

申 保育サービス課か生活福祉課へ来所
問 保育サービス課保育利用支援担当

生活福祉課相談係

年代）

☎5744−1280 FAX 5744−1715
大森 ☎5764−0665
調布 ☎3726−0791
蒲田 ☎5713−1706
糀谷・羽田 ☎3741−6521

採る（昭和30
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おおた住まいづくりフェア
11月27日㈰、午前10時〜午後4時
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スタンプラリ
親子工作教室、大人向け建築職
体験 など
住まいの衛生パネル展、防災
展示
対策 など
耐震改修、住宅リフォームな
相談
ど各種助成制度 など
申 当日会場へ
問 建築調整課建築調整担当
☎ 5744−1382 FAX 5744−1558
体験

12月29・30日に、保護者が就労などのため、家庭で保育
できないお子さんを保育します。申し込みが多い場合は、希
望の保育園でお預かりできないことがあります。
対 次のいずれかに該当する4か月以上の未就学児
①区内の認可保育園、東京都認証保育所、小規模保育所、定
期利用保育室などに在園 ②区内在住で集団保育が可能
●実施園 大森北・池上第三・千鳥・田園調布二丁目・糀谷・蒲田本町保育園
●保育時間 午前7時30分〜午後6時30分 ●保育料 1人1日3,000円
定 選考で各園60名
申 所定の申込書（区立保育園と問合先で配布）と勤務証明書（保護者それぞれ
に必要）を、 区立保育園か問合先へ持参か、問合先へ郵送。12月2日必着
問 保育サービス課管理係 ☎5744−1279 FAX 5744−1715

年末
保育

記念館講座「川端龍子／春の青龍展の魅力」
日 12月10日㈯、午後2時〜3時30分

区内農家の方が丹精込めて生産した野
菜と花の展示・即売会を行います。
また、区民参加による収穫祭を開催し、
区内で採れた野菜や、区内の農業に関す
るパネルの展示、ミニ講座、東京誠心調
理師専門学校による野菜を使った料理講習と試食を行います。
●日時、内容 11月20日㈰
①表彰式＝午前11時〜正午 ②展示会＝午前11時〜午後0時30分 ③即売
会＝午後0時45分から（売り切れ次第終了） ※即売会の入場整理券を午前
10時から配布します。 ④区民参加の収穫祭、友好都市（長野県東御市、
秋田県美郷町）の特産物即売＝午前10時から
会 産業プラザ
問 産業振興課産業振興担当 ☎5744−1373 FAX 5744−1528

コアジサシ報告会＆パネルディスカッション

「絶滅危惧種、コアジサシから見えてくるもの」
渡り鳥「コアジサシ」の営巣状況や保護活動に関する報告など
会 アプリコ展示室
定 先着200名 申 当日会場へ
問 環境計画課環境計画担当 ☎5744−1365 FAX 5744−1532
日 12月3日㈯、午後2時〜4時30分

区民スポーツ大会
種目

日程

フレッシュ名曲コンサート 若きピアニストによる

「ベートーヴェン：ピアノ協奏曲全曲」演奏会
ベートーヴェンの
ピアノ協奏曲第1
番〜第5番
（全曲）
を1日で聴くスペ
シャルなコンサー
ⒸK.Miura
トが実現します！
●出演 岩村 力
（指揮）
、加藤大樹、岩崎洵奈、桑原志織、今田 篤、實川 風
（ピ
アノ）
、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
（管弦楽）

発売日 11月16日㈬

チケット予約専用電話

（午前10時〜午後8時）

チケットはホームページからもお求めいただけます
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詳細はお問い合わせください。

会場

申込先（事務局）

申込期限

スキー

平成29年
1月15日㈰

五日町スキー場
（新潟県南魚沼市）

☎048−863−0977（工藤） 12月15日

ダンススポーツ

29年
1月29日㈰

大森スポーツセンター

☎3736−5231（福田）

問（公財）大田区体育協会

☎5471−8787

1月7日

FAX 5471−8789

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。

アプリコ＆プラザ●催し物案内

※終演予定：午後6時40分
（途中2回休憩あり）

定 抽選で50名

数も明記。ファクシミリで申し込みの方はファクシミリ番号も明記）。11月
28日必着
問 龍子記念館（〒143−0024中央4−2−1） ☎ FAX 3772−0680

野菜と花の品評会＆
区民参加による収穫祭

2017年3月5日㈰午後3時開演 アプリコ大ホール
全席指定 S席5,000円 A席4,000円

会 大田文化の森

申 問合先へ往復はがきかファクシミリ（2面の記載例参照。2名までの希望人

ユネスコ無形文化遺産 人形浄瑠璃

文楽

太夫・三味線・人形が一体となった総合芸術の人形浄瑠璃 文楽。蘇我
入鹿暗殺を題材とした
「妹背山婦女庭訓
（四段目）
」
、京都の貧しい猿回
しの家を舞台とした
「近頃河原の達引」
をお届けします。
●演目 【昼の部】妹背山婦女庭訓〜
杉酒屋の段、道行恋苧環、姫戻りの段、
金殿の段 【夜の部】近頃河原の達引
〜四条河原の段、堀川猿廻しの段

2017年3月8日㈬
【昼の部】午後1時30分開演
【夜の部】午後6時開演
Ⓒ青木信二
大田区民プラザ大ホール
全席指定 一般3,800円 昼夜セット券7,000円
発売日 11月16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

下丸子らくご倶楽部

『森村 献スペシャル
featuring 本田雅人』

『白酒・志ら乃・花緑』

●出演 森村 献
（ピアノ）
、
小泉哲夫
（ベース）
、藤井 摂
（ドラム）
、伊波 淑
（パーカッ
ション）、本田雅人（アルト・
サックス）

●出演 桃月庵白酒、立川志ら乃
●ゲスト 柳家花緑
●若手バトル 立川談吉、金原亭馬久

好評
発売中

Ⓒ青木信二

11月17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。

好評
11月25日㈮
午後6時30分開演 2,000円 発売中

残席がある場合は2,300円で当日販売します。

※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 ■

