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。

障がいのある方のための教室
区内在住の障がいのある方と家族
①絵画＝3月2日②健康体操＝3月3日
③編み物＝3月13日④俳句＝3月15日
※時間は①③④午前10時〜正午②午後1
時30分〜3時
先着で①③④各20名②15名
問合先へ電話かファクシミリ（記載例
参照）
さぽーとぴあ
上池台障害者福祉会館
3726−6677
☎3728−3111

海苔つけ体験
昔の手作りの方法で乾し海苔づくり
3月4・12日、午前10時〜正午
先着各80名
問合先へ電話
大森 海苔のふるさと館
5471−0347
☎5471−0333

かまにしコンサート
地域の音楽団体による合唱、子どもば
やし、吹奏楽など
3月4日㈯、正午〜午後5時
大田区民センター
当日会場へ
蒲田西特別出張所
3735−4279
☎3732−4785

ーツ
スポ 都市
健康
宣言

◆「馬込の記憶」作品展
馬込の風景写真や絵を持ち寄っていた
だき、作品集を作成
●展示会 4月21日〜6月14日
中学生以上
問合先へ持参かメール。応募は1人10
点まで。詳細はお問い合わせください。
馬込図書館
3775−5841
☎3775−5401

図書館の催し

参加・催し

◆図書館展
大田区立図書館の歴史に関する展示
3月6〜9日、午前9時〜午後5時（9日
は午後4時まで）
乳幼児向けおはなし会
3月6日㈪、午前11時〜正午
乳幼児と保護者か読み聞かせボラン
ティアに関心のある方
30組
大人向けおはなし会
3月9日㈭、午後3時〜4時
中学生以上
30名
◇ 〜 いずれも◇
区役所本庁舎3階
当日会場へ
大田図書館
3758−3625
☎3758−3051
◆児童映画会
「ぼくは王さま」
「 ハムスター倶楽部」
ほか
3月25日㈯、午前10時30分〜11時40分
先着60名
当日会場へ
大森西図書館
3298−6022
☎3763−1191
◆ビジネス支援講座 特別編「下町ボブ
スレー Made in Ota 世界への挑戦」
3月25日㈯、午後2時〜3時45分
入新井集会室
先着80名
問合先へ電話か来館
入新井図書館
3763−3781
☎3763−3633

大森海苔のりウォーク
かつて海苔の一大生産地であった大森
周辺の海苔問屋をめぐります。
3月11日㈯、受付午前10時30分〜正
午、ゴール締切午後3時30分
大田区産業プラザ（受付）、BIG FUN
平和島（ゴール）
当日会場へ ※雨天決行、荒天中止
観光課観光振興担当
5744−1323
☎5744−1322

☎5480−6688

FAX 5703−1105

◆定期スポーツ教室
③④全10回7,000円①②⑦⑧全9回6,300円⑤⑥全8回5,600円⑨
⑩全7回4,900円 定 教室ごとに異なります
（定員を超えた場合は抽選）
申 3月1〜17日に問合先へ往復はがきか来館
（記載例参照。教室番号・教
室名も明記）。ホームページ（http://ota.esforta.jp/）
からも申し込み可。
費

吹奏楽、和太鼓演奏、ダンスの発表、
お茶会体験、見守りキーホルダー登録、
特別講演「久が原遺跡の位置付け」など
3月19日㈰、午前9時30分〜午後4時
当日会場へ ※一部事前申し込み有り
洗足区民センター
3727−1462
☎3727−1461

予約制就職面接会

3月15日＝ブックトーク、3月22日＝
実際に源氏物語を声に出して読む
※時間はいずれも午後2時〜4時
消費者生活センター
先着30名
地域力推進課生涯学習担当へ電話（区
のホームページからも申し込めます）
5744−1518
☎5744−1443

求人企業5〜7社との面接会
おおむね55
歳以上の方
3月22日㈬、
午後1時30分
〜3時30分
大田区社会福祉センター
先着40名
3月8日から大田区いきいきしごとス
テーションへ来所
5713−3602
☎5713−3600

消費者生活センターの催し
よくわかる賢い旅行術〜トラブル回
避法と旅を楽しむためのコツ
3月17日㈮、午後2時〜4時

スポーツ

会 問 大田区総合体育館（〒
大田区総合体育館（〒144−0031東蒲田1−11−1）
〒144 0031東蒲田1 11 1）

洗足区民センター祭り
「さくらフェスティバル」

団体活動ステップアップ講座
「いま、日本文学
（古典）
（
」2日制）

おおたde
おおた
大田区総合体育館の催し

先着50名
ラップで作る手作りソーセージ
3月22日㈬、午前10時30分〜午後0
時30分
800円
先着16名
ともに◇
◇
区内在住・在勤・在学の方
問合先へ電話。保育（1歳6か月以上
の未就学児先着各15名）希望は3月8日
までに問合先へ申し込み
消費者生活センター
3737−2936
☎3736−7711

教室番号・教室名

対象

①サルサ
②かんたんストリートダンス
③はじめてのフラメンコ
④親子フィット＆ダンス
⑤チアダンス入門
⑥ヴォーカリズム

開催日程

実施時間

高校生以上
就園児
高校生以上

午後1時50分〜2時50分
午後0時30分〜1時30分
午後3時〜4時
午後4時15分〜5時15分
午後6時45分〜7時45分
午後3時〜4時

4月3日〜6月5日の月曜
（4月24日を除く）

4月6日〜6月29日の木曜
（4月20日、5月4日、6月15・22日を除く）

⑦キッズカンフー 50

4 歳〜
小学 1 年生

午後4時30分〜5時20分

⑧HIP HOP
⑨グループセンタジー
⑩美容骨盤エクササイズ

高校生以上

午後6時50分〜7時50分
午後1時15分〜2時15分
午後6時40分〜7時40分

◆4月の個人開放
費 1利用区分3時間300円

種目ごとに異なります
（先着順）
※バドミントンのみ別途ルール有り
申 当日会場へ。各利用区分開始15分前から申込受付開始
定

4月4日〜6月6日の火曜
4月5日〜6月7日の水曜
（4月26日、5月3日を除く）

4月7日〜6月2日の金曜
（4月21日、5月5日を除く）
実施時間

種目

開催日程

卓球・バドミントン

4月5・19日

○

バスケットボール

4月3・17日

−

午前9時〜正午

正午〜午後3時

午後3時〜6時

午後6時〜9時

○

○

○

−

−

○

大森スポーツセンターの催し
大森スポーツセンター（〒143−0011大森本町2−2−5）
☎5763−1311 FAX 5763−1314

教室番号・教室名

対象

①ソフトエアロ
②シェイプアップエアロⅠ
③筋トレ・で・スリム
④シェイプアップエアロⅡ
⑤健康マット体操
⑥いきいき体操
⑦はつらつリズム体操
⑧リズム・で・筋トレ
⑨足腰元気体操
⑩リフレッシュヨガ 90 分
⑪かんたんヨガ
⑫太極拳
⑬優雅なフラダンス

15歳以上

会問

◆定期トレーニング教室
（事前申込制）
費 初回に一括払い。①〜⑨全10回4,000円⑩全8回4,500円⑪〜
⑬全8回4000円 定 抽選で各30名
（⑧は25名）
申 問合先へ往復はがき
（記載例参照。教室番号・教室名も明記）
。①
〜⑨は1人1教室のみ。⑩〜⑬は他の教室と合わせて申し込み可
（は
がき1枚1教室）
。3月5日必着

◆卓球一般開放
2月22日、3月23日。午前9時〜11時45分 費 1人250円
申 当日会場へ。
開始15分前から受付 ※小学生以下は保護者同伴
日

実施時間

開催日程

午前10時〜11時
午前10時〜11時15分
15〜59歳 午後2時30分〜3時45分
午前10時〜11時15分
午後2時〜3時
午後2時〜3時15分
60歳以上
午後3時〜4時
午後1時〜2時
午後2時〜3時15分
午前9時30分〜11時
15歳以上
午前11時30分〜午後0時30分
※⑩は
午前9時45分〜10時45分
経験者

4月4日〜6月6日の火曜
4月6日〜6月15日の木曜
（5月4日を除く）
4月7日〜6月16日の金曜
（5月5日を除く）
4月10日〜6月12日の月曜
4月4日〜6月6日の火曜
4月5日〜6月21日の水曜
（5月3日、6月7日を除く）
4月6日〜6月15日の木曜
（5月4日を除く）
4月7日〜6月16日の金曜
（5月5日を除く）
4月18日〜6月6日の火曜
4月19日〜6月21日の水曜
（5月3日、6月7日を除く）
4月20日〜6月15日の木曜
（5月4日を除く）

（公財）大田区体育協会の催し
問（公財）大田区体育協会（〒143−0016大森北4−16−5） ☎5471−8787

FAX 5471−8789

◆体操でスキンシップとリフレッシュ！親子体操教室（2日制）
①ママとベビーの体操教室 ②よちよち親子体操教室

◆区民スポーツ大会 ※詳細は大田区体育協会のホームページをご覧ください。

対 次のお子さんと母親①首がすわってから歩きだすまで
（おおむね1歳まで）

合気道演武
ゴルフ
小・中・高校生
卓球
一般

南馬込文化センター
☎080-4444-5181
（尾﨑） 3月25日
4月2日㈰
3月30日
（川本）
4月13日㈭ 神崎カントリークラブ（千葉県） ☎3776-7296
4月15日㈯
大森スポーツセンター
3月19日
☎3736-0235
（池田）
4月16日㈰

民

4月23日㈰ 大田区民センター

②歩き始めてからおおむね2歳6か月まで
日 3月8・22日、
①午前10時〜10時50分②午前11時〜11時50分
会 エセナおおた 費 1,500円
（初回に一括払い） 定 抽選で各15組30名
申 問合先へ往復はがき
（記載例参照。①②の別、教室名も明記）
。3月1日必着

種目

踊

日程

会場

申込先
（事務局）

申込期限

☎3731-5368
（金光）※3月24日午後
6時に消費者生活センターで抽選に参加

◆健康体操教室
「ヨガ教室4〜6月」
（6日制）
対 おおむね15歳以上の方

日

4月13・27日、5月11･25日、6月8・22日。①かんたんヨガ＝午前9時30分〜10時30分②リフレッシュヨガ＝午前10時45分〜11時45分
費 3,000円
（初回に一括払い） 定 抽選で各20名 申 問合先へ往復はがき
（記載例参照。①②の別、性別も明記）
。3月15日必着

会 田園調布せせらぎ公園多目的室
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