振り込め詐欺にご注意ください！

区内で振り込め詐欺の被害が急増しています！不審な電話はすぐに110番を！
☎5744−1634

問 防災危機管理課生活安全・危機管理担当

羽田空港の滑走路運用に関するお知らせ

北風時A滑走路北向き離陸左旋回

（北風時）Ａ滑走路北向き離陸左旋回が
廃止されます

に相当）、15〜19時のうち3時間を目途とする。
②新たな飛行経路におけるゴーアラウンド（着陸やり
直し）経路
羽田空港では、平成12年より、北風時においてA
大田区市街地上空にゴーアラウンド経路を設定する
滑走路から北向きに離陸して大森南付近で左に旋回し、
ことは想定され難い。
糀谷・羽田などの市街地上空を低高度で通過する飛行
ルートが設定され、現在は3便を上限に運航されてい ③安全対策の徹底
外国航空機を含め、航空会社への是正指導などによ
ます。
区では、当初よりこの運用の廃止を要望しており、 り、引き続き安全監督に万全を尽くす。
この度国土交通省はこの飛行ルートについて、「発着 ④落下物対策の強化
航空会社に対して、点検・整備の徹底を指導、国の
枠拡大（機能強化）の本格実施に先立って、廃止を行
う」こととしました。また、今後、区は国に対して早 職員によるチェック体制を強化するなど、引き続き未
期に、明確な時期などを提示するよう強く求めていき 然防止に万全を尽くす。
ます。

大田区

南風時新飛行ルート（案）

想定運用時間：15時〜19時（うち3時間を目途）

国土交通省主催の機能強化の説明会を開催します

羽田空港の発着枠拡大の提案に対して
国に要望しました

提案の経緯や内容、取り組みについて展示パネル
や担当者との対話で説明するオープンハウス型説明
区は、国の提案について、区民生活への影響が懸念 会です。 ※今後も開催予定あり。
されることから、国土交通大臣あてに要望書を提出し、 日 1月14日㈯、午前11時〜午後4時
会 区役所本庁舎2階 申 当日会場へ
回答を得ました。主な内容は以下のとおりです。区は
国に対し、回答内容を踏まえた対応を求めていきます。 問 空港まちづくり課
①運用方法の工夫
☎5744−1650 FAX 5744−1528
B滑走路からの出発便を1時間あたり24便から20便
国土交通省航空局「ご意見窓口」
に削減する。なお、運用は南風時のみ（全体の約4割
☎0570−001−160（IP電話 ☎5908−2420）

区民大学 第3期募集
生涯学習リーダー事業
公開講座のみの参加もできます。詳細は特別出張所、
文化センター、図書館で配布するパンフレットや区の
ホームページをご覧ください。
公 公開講座有り 保 保育（500円程度）有り 手 手話通訳、要約筆記有り

対 区内在住・在勤・在学の16歳以上の方

申 往復はがき（2面の記載例参照。保育、手話通訳、

要約筆記希望の方はその旨も明記）。地域力推進課生
涯学習担当（〒144−8621大田区役所）へ。1月10日
必着。電子申請も可
☎5744−1443 FAX 5744−1518

1

【人権塾 NEXT2016】東京オリンピック・パラリ
ンピックに向けて 〜誰もが等しく持っている人権
公保 手
ワークショップをつくる〜（6日制）

日 1月20日、2月3・10・17・24日、3月3日。午前9時45分
〜11時45分

成 人の
つどい

第1回 スポーツの力
〜ルワンダ大虐殺を乗り越えて〜（1月20日）
第6回 ワークショップを実践する（3月3日）
会 消費者生活センター、さぽーとぴあ
定 抽選で20名（公開講座は第1回90名、第6回40名）
公開講座

2

【生涯学習人材養成講座】生涯学習リーダーになろ
う！〜自分・地域・社会・未来を紡ぐ〜（6日制） 手

日 1月20・27日、2月10・17・24日、3月10日。午後2時〜4時
会 大田区民センター

3

定 抽選で30名

【東京衛生学園専門学校提携講座】
地域でいきいきと暮らしていくための知恵

会 田園調布せせらぎ公園

4

【区民企画 コミュニケーション講座】
チカラをぬいていこう！自分らしい伝え方への
アプローチ！
（6 日制）
公保 手

日 2月2・9・16・23日、3月2・9日。午前9時45分〜11時
45分
公開講座 第5回 人を成長させる雑談力（3月2日）
会 大田区民センター 定 抽選で30名（公開講座は50名）

区内では約6,300名が大人の
仲間入りをします。
日 1月9日㈷、午前11時〜午後0
時30分
会 大田区総合体育館
●案内状の送付
11月11日現在、区内在住の平
成8年4月2日〜9年4月1日生ま
れの方へ郵送します。
問 文化振興課文化事業担当
☎5744−1226
FAX 5744−1539

平成30年1月に開催する
「成人のつどい」の企画・
運営をしてみませんか。
対 区内在住の平成9年4月2
日〜10年4月1日生まれの方
定 選考で10名程度
申 3月31日までに問合先へ
電話かファクシミリ（2面
の記載例参照）

チケット予約専用電話

ⒸMarco̲Borggreve

●出演 福間 洸太朗
（ピ
アノ）、浦 久 俊 彦（ナビ
ゲーター）
●曲目 リスト：リゴレッ
ト・パラフレーズ 他

発売日 12月14日㈬

チケットはホームページからもお求めいただけます

4 大田区報 平成 28 年 12 月 11 日号

第1回 “住民参加型”のまちづくりとは（2月2日）
公開講座 第2回 住民の視点からみた“まちづくり”〜事例
から学ぶ〜（2月11日）
会 入新井集会室、消費者生活センター
定 抽選で30名（公開講座は80名）

6

【放送大学提携講座】
①人生に差をつける会計の学び
②ポスト 3.11 の倫理 低線量被曝と希望

手

会 消費者生活センター

7

定 抽選で各回70名

【地域学習リーダー講座】
地域の生活史を共有し伝える（5 日制）

手

日 2月14・21・28日、3月7・14日。午後1時30分〜3時30

分

会 糀谷特別出張所

定 抽選で20名

忘年会・新年会シーズン

お酒の飲み方にご注意！
節度ある飲酒の適量は、ビールであれば1日当たり
500mlです。顔が赤くなる方、胃でのアルコール分解能力
が低下する高齢の方は、さらに控える必要があります。
自覚症状がなくても肝臓に影響が出ている場合がありま
す。
「空腹で飲まない」
、
「一気飲みはしない」
、
「週に2日は
休肝日をつくる」などを心がけましょう。
問 健康医療政策課健康政策担当
☎5744−1728 FAX 5744−1523
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。

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

☎3750−1555

http://www.ota-bunka.or.jp/

下丸子らくご倶楽部

伊波 淑ラテンジャズ・ビッグバンド 『彦いち・白酒・志ら乃・馬るこ』
●出演 林家彦いち、桃月庵白酒、
「オルケスタ・フローレス」

Vol.2
リストと運命の女たち
〜禁断の恋愛〜
7月4日㈫
午後2時開演

（午前10時〜午後8時）

【生涯学習リーダー企画講座】
みんなで描く魅力あるまちづくり
〜もっと暮らしやすい まち へ〜（6 日制） 公 手

日 2月2・11・16・23日、3月2・9日。午後1時30分〜4時

「運営委員の募集」

Vol.1
ロマン派の巨匠たち
と恋の大追跡劇
4月20日㈭
午後2時開演

ⒸVincent Garnier

5

次はあなたの力を！

「大作曲家の恋文」〜大作曲家と恋する方法、教えます

●出演 児玉麻里、児
玉桃
（ピアノ）
、浦久俊彦
（ナビゲーター）
● 曲目 チャイコフス
※セット券は電話、窓口のみの取り扱 キー：くるみ割り人形よ
り他
いとなります。

大田区

日 ①2月4日②2月25日、午後2時〜4時

定 抽選で各回30名

アプリコ・アフタヌーン・サロン〜平日午後のクラシックなひととき〜

アプリコ大ホール全席指定
各回2,500円
Vol.1&Vol.2セット券 4,000円

手

日 2月1・8・15日、午後2時〜4時

アプリコ＆プラザ●催し物案内

日本が誇るピアニストたちの美しい演
奏と軽妙なトークで、大作曲家の人生
や知られざる恋のエピソードなどを紐
解く、オトナのためのクラシック・サロ
ン・コンサートシリーズ
（全4回）
です。

FAX 5744−1519

●出演 伊波 淑
（リーダー／パー
カッション）
ゲスト：鈴木千恵
（ヴィブラフォン）
他
好評

立川志ら乃、鈴々舎馬るこ
●若手バトル 三遊亭めぐろ、三遊亭楽大

発売中

ⒸMarc Bouhiron

12月15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
12月16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 ■

