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。

参加・催し
図書館の催し
馬込文士村資料展「山本周五郎と馬込
文士村」
書庫に眠る貴重書の公開と馬込に暮ら
した文士のパネル展示
2月24〜26日、午前10時〜午後5時
当日会場へ
馬込文士村散歩
馬込文士を数名取り上げ、学芸員によ
る解説を交えたまち歩き
中学生以上
2月26日㈰ 、午後1時〜3時
先着15名
問合先へ電話か来館
ともに◇
◇
馬込図書館
3775−5841
☎3775−5401

ホッケー競技体験教室
基礎練習（ドリブル・パス・シュー
ト）とミニゲーム
区内在住・在勤・在学の小学4年生以
上の方
①2月25日②3月11日、時間はいずれ
も午前10時〜正午
①西六郷小学校②池上第二小学校
先着各50名
問合先へ電話
スポーツ推進課東京オリンピック・パ
ラリンピック推進担当
5744−1539
☎5744−1189

川崎市連携事業「江戸人を探せ！
旧東海道まちかどウォーキング」
詳細は区のホームページかチラシ（問
合先、特別出張所、図書館などで配布）
をご覧ください。
2月25日㈯、午前10時から
スタート地点を①聖蹟蒲田梅屋敷公園
②ラ チッタデッラ チネチッタ通り特
設会場（川崎市）から選択
500円（小学生以上）
先着400名
はがきかファクシミリかEメールで
「江戸人を探せ！ウォーキング」事務局
6737
（武蔵野郵便局私書箱17号
info＠otakawa.com）へ
−9346
（記載例参照。参加者全員の氏名、希望
スタート地点も明記）。2月17日必着
観光課観光振興担当
5744−1323
☎5744−1322
まがたま

ワークショップ「勾玉づくり」
小学生以上
2月26日㈰、午後1時30分〜午後4時
30分
300円
先着20名
問合先へ電話
郷土博物館
3777−1283
☎3777−1070

大田区子ども交歓会「おおたっ子
ボブスレー・・・はしって、
はこんで、ダンクシュート」
野外で体を動かし、ゲームなどを楽し

みます。
少年少女団体、子ども会、地域の小学
生と保護者
2月26日㈰、午前10時〜午後2時
※昼食、水筒、敷物、上履き持参
羽田クロノゲート
当日会場へ
地域力推進課青少年担当
5744−1518
☎5744−1223
大田区少年少女団体協議会事務局
☎090−3349−3004（当日の問合先）

おおたの文化フェア
in GRANDUO
3月1〜14日、午前10時〜午後9時
グランデュオ蒲田
●会場と内容 ①3階東西連絡通路＝大
田区伝統工芸発展の会による工芸品の制
作実演（1〜7日）。約70年前の大田区
の写真展示（8〜14日）。蒲田切子など
の展示、大田区にある伝統工芸のPR
②西館地下1階＝「大田のお土産100
選」の商品販売
当日会場へ
文化振興課文化事業担当
5744−1539
☎5744−1226

スポンジ廃材と粘土で
ブローチを作ろう
町工場のスポンジ廃材を利用してブ
ローチを作ります。
中学生以上
3月4日㈯、午後1時30分〜3時30分
くりらぼ多摩川（矢口1−21−6）
1,200円
抽選で10名
問合先へファクシミリかEメール（記
載例参照。参加者全員の氏名・年齢、
ファクシミリの方はファクシミリ番号も
明記）。2月24日必着
大田観光協会
3734−0203
☎3734−0202
info@o-2.jp

エセナおおた防災講演会
「住民主体でつくる
災害に強いまちづくり」
男女共同参画の視点を持った避難所運
営に役立つ実例の講演と懇談
区内在住・在勤・在学の方
3月4日㈯、午後1時30分〜4時15分
先着50名
問合先へファクシミリかEメール（記
載例参照）。保育（1歳以上の未就学児
先着15名。1人900円。2月23日までに
申し込み）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
エセナおおた
5764−0604
☎3766−4586
escena@escenaota.jp

成年後見人養成講座
次のいずれかに該当する親族など
①すでに、後見人などに就任している
②後見などの申し立てをしているか検討
中③任意後見受任者か受任の準備をして
いる

軽自動車をお持ちの方へ
毎年、4月1日現在、バイク、軽四輪車（660cc以下）、フォークリ
フトなどを所有している方は、軽自動車税がかかります。新規登録、
廃車、所有者の変更は速やかに届け出てください。手続き先は車
種により区役所、東京運輸支局、軽自動車検査協会となります。

ご注意ください！ インターネットオークションで、原付バイク（125cc以
下）やミニカー（50cc以下）を購入するとき、大田区の標識（ナンバー）の登録
手続きには、旧所有者の廃車申告受付書と譲渡証明書、新所有者の印鑑が必要です。
購入時の領収書などでは登録できません。詳細はお問い合わせください。
問 課税課管理係 ☎ 5744−1192 FAX 5744−1515

入門コース＝3月4日、実務コース＝
3月11日、※時間はいずれも午後1時30
分〜4時30分
大田区社会福祉センター
1,000円（実務コースのみ）
先着各15名
問合先へ電話
大田区社会福祉協議会成年後見セン
ター
3736−5590
☎3736−2022

3月11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）。2月23
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

子育て講座「子育てにおける
ママとパパの役割」

防災市民組織・市民消火隊感謝状
贈呈式と防災講習会〜地域防災力
の向上のために〜

1歳〜小学3年生のお子さんの保護者、
子育て支援者
3月15日㈬、午前10時〜正午
入新井集会室
先着90名
問合先へ電話かファクシミリ（記載例
参照。参加者全員の氏名、年齢も明記）。
保育有り（1歳以上の未就学児。先着20
名。1人500円） ※2月13日から受付
子ども家庭支援センター
3763−0199
☎5753−1153

贈呈式＝対象の組織、隊員
防災講習会＝区内在住の方
3月4日㈯、午後1時30分〜4時15分
※防災講習会は贈呈式終了後の午後2時
45分頃から行います。
●活動事例発表＝蒲田東地区自治会連合
会、山王三・四丁目自治会
●講演「地域の防災力を高める」＝講師
NHK解説主幹 山崎 登
池上会館
先着200名
2月24日までに防災危機管理課普及担
当へ電話かファクシミリ（記載例参照）
5744−1519
☎5744−1611

大田区個店・空き店舗見学＆勉強会
見学会と専門家主導のワークショップ。
商い経営の知見を広げる機会とします。
事業者、創業を目指す方
3月16日㈭、午後1時〜5時30分
産業プラザ（集合場所）
先着20名
問合先へ電話の上ホームページから申
し込み
（公財）大田区産業振興協会
3733−6459
☎3733−6401
http://www.pio-ota.jp/

ぞうがん

大森麦わら細工（象嵌細工）
体験教室〜大森麦わら細工を
伝承しませんか〜
染色した麦
わらを使い、象
嵌の技法で額
に入れる貼り
絵を作ります。
中学生以上
3月5日㈰、午前10時〜午後4時
先着20名
問合先へ電話
郷土博物館
3777−1283
☎3777−1070

区民スポーツ大会

◆バドミントン
区内在住・在勤・在学の中学生以上で、
大田区バドミントン協会に平成29年度
登録した方
4月1・2日
大森スポーツセンター
2月27日までに申込先へ電話で申込用
介護就職セミナー
紙を請求
資格の有無にかかわらず、介護の仕事
●申込期限 3月3日
●申込先 事務局(森谷)
に興味があり高齢者の支援をしたい方
3月7日㈫、午後2時〜4時
☎080−9262−0684
消費者生活センター
先着30名
◆ソフトボール
申込書（ホームページから取り出せま
区内在住・在勤の社会人チーム、区内
す）を郵送かファクシミリ。介護保険課
在学の中学・高校生チーム
4月2日〜6月4日の日曜（4月23・30
介護サービス担当（〒144−8621大田
日を除く）
区役所）へ。3月6日必着
5744−1551
ガス橋緑地野球場
☎5744−1655
2月18日までに申込先へ電話かファ
ワンコイン文化講演会
クシミリ（〒住所、氏名、電話番号を明
「ミュシャ〜栄光のパリと
記）で申込用紙を請求
祖国への愛」
●申込期限 2月25日
3月10日㈮、午後7時開演
●申込先 事務局（坂本）
●講師 多摩美術大学教授 中村隆夫
3750−8228
☎3750−8285
大田区民プラザ
◆区民ハイキング
500円（全席自由。未就学児入場不可。
小学生以上(小学生は保護者同伴)
4月2日（雨天の場合は4月9日）
アプリコ・大田区民プラザ・大田文化の
区役所本庁舎正面入口に午前7時20分集
森でチケット販売中）
先着500名
合
（公財）大田区文化振興協会
●コース 大楠山（横須賀市）
3750−1150
先着100名
☎3750−1611
3月24日までに大田区ワンダーフォー
日帰り寿ハイキング
ゲル協会事務局加藤（〒145−0062北
〜横浜つながりの森
千束3−35−6）へ申込書（問合先で配
（横浜市）〜
布）かはがき（記載例参照）を郵送。
区内在住の60歳以上で、4時間程度の
（公財）大田区体育協会
5471−8789
ハイキングができる方
☎5471−8787
申し込み方法など詳細はお問い合わせ
ください。

区民スポーツ大会
種目

日程

ソフトテニス（一般） 4月2日㈰
（小学生） 4月9日㈰
（中学生） 5月7日㈰
インディアカ

4月9日㈰

会場

申込先（事務局）

申込期限

3月2日
多摩川六郷橋緑地庭球場 ☎3757 − 1708（加藤） 3月9日
4月7日
大森スポーツセンター

（公財）大田区体育協会 ☎5471−8787

☎6410 − 9695（後藤） 3月1日

5471−8789
大田区報
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