区報 12 月 1 日号 5 面の「大田区人事行政の運営などの状況をお知らせします」の記事中
「5 職員給与費の状況」の職員数、1 人当たり給与費は、正しくは 4,080 人、7,118 千円です。

おわびと訂正

年末年始のご案内

HP

区役所窓口など
区の施設と業務は下表のとおり休みます。
休みの期間

暮らし

下欄以外の施設と業務 ※森ケ崎公園
（テニスコート･運動場を除く） 12月29日〜1月3日
＝1月1日午前5時〜正午は開園
葬儀施設

ひつぎ

火葬施設

12月31日午後2時〜
1月3日午後2時
1月1〜3日
12月29日〜1月4日

放射性物質測定室
（消費者生活センター内）

清掃事務所
※年末年始の資源とごみの収集については、おおた区報
12月31日〜1月3日
12月11日号、ホームページ、町会回覧などでご確認ください
教養 余
･暇

龍子記念館・龍子公園
熊谷恒子記念館
郷土博物館

区営アロマ地下駐車場

1月1・2日

平和の森会館
（斎場）

※改修工事・展示替え作業期間を含む

※展示替え作業期間を含む

12月19日〜1月3日

※展示替え作業期間を含む

12月26日〜1月6日
12月27日〜1月6日

大田図書館

12月28日〜1月3日

※他の区立図書館は12月29日〜1月3日

大田区民プラザ

12月28日〜1月3日

東調布公園野球場

12月28日〜1月4日

★第一部
★第二部

申 問合先へ電話

膝痛・腰痛ストップ体操教室

HP

12月31日正午〜
1月3日

●内科、小児科の急病
日 12月29日〜1月3日、
午前9時〜午後10時
（受付は午後9時30分まで）
会 問 大森医師会診療所 ☎3772−2402
田園調布医師会診療所 ☎3728−6671
蒲田医師会診療所 ☎3732−0191
●こども救急室臨時開設
日 1月2・3日、
午前9時〜午後5時
会 問 東邦大学医療センター大森病院3号館 ☎3762−4151

HP

基調講演 ロバート キャンベル
パネルトーク ロバート キャンベル、ドラ・トーザン、
ステファニー・コロイン、市川宏雄、松原忠義（大田区長）

会 アプリコ大ホール

会 ライフコミュニティ西馬込

申 当日会場へ

※飲み物とタオル持参
◆

アロマ地下自転車駐車場、蒲田駅西蒲田公園自転車駐車場、
日本工学院地下自転車駐車場
※右記期間以外も夜間は閉鎖しています

日 2月2日㈭、午後6時30分〜8時30分

日 1月11日、2月8日、3月8日。午後1時30分〜2時30分
申 当日会場へ

12月29日〜1月3日

〜地域のなかで世界を見つけよう〜

日 1月25日、2月22日、3月22日。午後2時〜3時
会 池上会館

区役所本庁舎地下駐輪場

国際都市おおたシンポジウム

認知症予防室内ウォーク
（予約制）HP

※上履き、飲み物持参

無休

●出生、死亡、婚姻など戸籍の届け出
12月29日〜1月3日は区役所本庁舎宿直室
（☎5744−1112）
でお預かりします。
●うぐいすネット 12月抽選申し込みの締め切りにご注意ください
［4月分集会施設、2月分公園施設の抽選申し込みの締め切り］
12月28日
［当選確認期間］
1月4〜7日 ［システム休止期間］
12月29日〜1月3日
問 地域力推進課区民施設担当 ☎5744−1229 FAX 5744−1518

池上会館、大森ふるさとの浜辺公園
（浜辺エリアのみ）
12月29〜31日
大田区総合体育館 ※12月30日〜1月3日は全館貸切のため
無休
一般の利用はできません。受付業務も行いません。

運動で元気にいきいきと

1月1〜3日

※12月31日は午後9時で閉鎖

上記以外の区営駐車場

急病のときは

多摩川田園調布緑地、多摩川緑地野球場・少年野球場・
サッカー場、多摩川六郷橋緑地庭球場・野球場・少年野球場・
六郷橋ゲートボール場、多摩川ガス橋緑地庭球場・野球場・
12月28日〜1月5日
少年野球場・球技場・小球技場、多摩川丸子橋緑地少年野球場、
多摩川大師橋緑地野球場・多目的広場、多摩川田園調布南・
鵜の木緑地球技場・多目的小球技場

休みの期間

上記以外の区営自転車駐車場
※夜間閉鎖する自転車駐車場があります。12月31日正午〜
無休
1月3日まで、管理室がお休みとなる自転車駐車場があります

12月19日〜1月31日

萩中公園プール、東調布公園プール
※平和島公園プールは改修工事のため現在休場中〜3月31日

FAX 5744−1505

区役所本庁舎地下駐車場、下丸子公園駐車場、多摩川緑地
駐車場、多摩川六郷橋緑地駐車場、多摩川ガス橋緑地駐車場、 12月29日〜1月3日
萩中公園内駐車場、本羽田公園内駐車場

自転車駐車場

臨海斎場
※柩保管施設は無休。ただし12月31日
午後5時〜1月2日は入出庫できません

☎5744−1142

施設・業務名

駐車場

施設・業務名

問 総務課総務係

定 先着1,000名

※保育、手話通訳はお問い合わせください
☎5744−1227 FAX 5744−1323

問 国際都市・多文化共生推進課

ともに◆

ロバート キャンベル

対 区内在住の65歳以上で、会場まで自分で通える方。医師から

運動制限されていない方
定 先着各60名
問 高齢福祉課総合事業担当

に泊まるバスツアー HP
☎5744−1624

FAX 5744−1522

HP

おおた区報・おおた区議会だよりが

アプリで読めるようになります
1月から、スマートフォンやタブレット向けの無料アプ
リ「マチイロ」で、おおた区報・おおた区議会だよりを読
むことができます。
主な機能
●区報・区議会だよりの発行を
お知らせします
●気になる記事や写真を
画像として保存できます
●ページめくりや拡大・縮小も
簡単です
●他の自治体が発行する広報紙も
読むことができます

日程
旅行代金
①2月3〜5日（2泊3日）
大人19,600円から
②2月17〜19日（2泊3日）
大人19,800円から
③3月3〜5日（2泊3日）

菅平高原スキーツアー
小さなお土産付き！野沢温泉外
湯めぐりと諏訪大社参拝ツアー

④3月24・25日（1泊2日） 大人21,900円から

募集期間…①②12月15日〜1月4日
③④1月15日〜2月4日
対 代表者が区内在住か在勤の方
※詳細は問合先のホームページへ
問 休養村とうぶ（長野県東御市和
▲スキーの後は食事や温泉を満
6733−1）☎0268−63−0261
喫（写真は菅平高原スキー場）
http://www.tomi-kosya.com/toubu/

伊豆高原学園に泊まる
イベント名

※通信料は自己負担

App Store、Google Playから無料でダ
ウンロードできます。次の二次元コードから
もダウンロードページにアクセスできます。
☎5744−1132

HP

FAX 5744−1503

②バスツアー
「さくらの里の
※蒲田から往復バス利用
お花見」

日程

3月14・15日（1泊2日） 大人23,000円
3月21・22日（1泊2日）（区外の方は1,050円増）

募集締切…①1月27日はがき必着
②1月30日はがき必着
対 ①年中児〜小学2年生とその家族
②中高年の方
※詳細は問合先へお問い合わせを
問 伊豆高原学園（静岡県伊東市八幡野
1154−3）☎0557−48−7815
問 地域力推進課区民施設担当
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▲野沢温泉街に点在する外
湯をお楽しみいただけます

旅行代金
大人
（中学生以上）
12,000円、
①いずこうげん森のようちえん 3月4・5日
子ども8,000円、未就学児7,000円
（1泊2日）
※現地集合、現地解散
（区外の方は1,050円増）

ダウンロード方法

問 広聴広報課広報担当

ツアー名
湯の丸高原スキーツアー

▲さくらの里はさまざまな種類の桜が咲く花見の名所です

☎5744−1229

FAX 5744−1518

