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。

当日会場へ
都市基盤管理課交通安全対策担当
5744−1527
☎5744−1315

図書館の催し
◆映画会「世界名作劇場 フランダース
の犬 完結版」
小学生以下
4月22日㈯、午前10時30分〜正午
先着50名
当日会場へ
馬込図書館
3775−5841
☎3775−5401
◆懐かしの映画上映会「真昼の決闘」
蒲田映画祭チーフプロデューサー・岡
茂光氏によるトークショーも行います。
4月8日㈯、午後2時〜4時
先着50名
問合先へ電話
蒲田図書館
3736−9782
☎3738−2459

緑のカーテンを編もう
海苔網の編み方を応用して、緑のカー
テンのネットを編みます。
小学5年生以上
4月29日㈷、午後1時30分〜3時30分
先着20名
問合先へ電話
大森 海苔のふるさと館
5471−0347
☎5471−0333

日本語読み書き教室
（24日制）

16歳以上で、日本語で会話でき、通年
で教室に通える方（国籍不問）
5月7日〜平成30年2月11日の日曜の
うち24回、午後2時〜4時
区役所本庁舎ほか
先着60名。保育有り（1歳6か月〜小
学3年生、先着9名）
4月3日午前9時から問合先へ電話か来
所
地域力推進課生涯学習担当
5744−1518
☎5744−1443

赤十字幼児安全法支援員
養成講習（3日制）

ひらがな、
カタカナ、日
常生活に必要
な簡単な文な
どを学習する
識字教室
区内在住・
在勤・在学の

子どもに起こりやすい事故の予防と手
当ての仕方
5月16・17・18日、午前10時〜午後
4時
2,000円
抽選で25名
問合先へ往復はがき（記載例参照。生

年月日、性別も明記）。4月28日必着
大田区社会福祉センター
大田区社会福祉協議会ボランティア・
区民活動センター
（〒144−0051西蒲田7−49−2）
3736−5590
☎3736−5555

初めての日本画講座（5日制）
区内在住・在勤の方
5月19・26日、6月2・9・26日。午
後2時〜4時
大田文化の森
5,000円
抽選で20名
問合先へ往復はがき（記載例参照）。
4月28日必着
龍子記念館「初めての日本画講座
（春）」係
（〒143−0024中央4−2−1）
3772−0680
☎

大田区総合体育館のスポーツ教室など

ーツ
スポ 都市

会 問 大田区総合体育館

おおたde
おおた

健康
宣言

スポーツ

会 問 大田スタジアム（〒143−0001東海1−2−10）
FAX 3799−5782

読売ジャイアンツOB選手と一緒に、野球を楽しみませ
んか。
●日時と対象 4月22日㈯、①午前10時〜正午＝5・6歳
の未就学児と保護者
②午後2時〜4時＝新小
学1・2年生と保護者
費 1組1,500円
定 先着で各50組100名
申 4月12日までに問合
先へ電話

実施時間

バレエストレッチ

開催日程

午後2時〜2時45分

ズンバ

午後8時〜8時45分

●予約なしで参加できる
おすすめスポーツ教室

スピードボール

①午後6時〜7時20分
②午後7時30分〜8時50分

対 高校生以上
（スピードボー

ズンバ

午後2時〜2時45分

ジャイアンツメソッド親子野球教室

☎3799−5820

教室名

☎5480−6688
FAX 5703−1105

ルは小学生以上）
費 1回700円
（◎印は300円）
申 当日会場へ
（先着順、開始
30分前に整理券を配布）
※事前に参加証の登録が必要
（当日も可）
。本人確認書類
（運
転免許証、保険証など）
を持参

4月3日〜6月5日の月曜
（4月24日を除く）
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）

ズンバ

午後8時〜8時45分

アロマストレッチ

午前10時45分〜11時30分

バレトン

午後6時45分〜7時30分

STEP初級

午後8時5分〜8時50分

マーシャルアーツ

午前10時45分〜11時30分

はじめてヨーガ

午後0時15分〜1時

アロマdeローラー◎

午後1時45分〜2時15分

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）

4月7日〜6月2日の金曜

●4月の個人開放
（4月21日、5月5日を除く）
マーシャルワークアウト
午後7時15分〜8時
費 1利用区分3時間300円
コアファンクショナル
定 種目ごとに異なります
午後8時15分〜9時
ワークアウト
（先着順）
申 当日会場へ。各利
実施時間
開催日程
種目
午前9時〜正午 正午〜午後3時 午後3時〜6時 午後6時〜9時
用区分開始15分前
○
○
○
4月5・19日
○
卓球・バドミントン
から申込受付開始
バスケットボール

4月3・17日

−

○

−

−

大森スポーツセンターの催し
催し名

会 問 大森スポーツセンター（〒143−0011大森本町2−2−5）

☎5763−1311 FAX 5763−1314
費 ①〜③1回600円④〜⑨1回500円、毎回当日払い
定 ①〜③は先着各20組（保護者1人にお子さん1人）④〜⑨先
着各30名
申 ①〜③は3月21日午前10時から問合先へ電話か来館。④〜
⑨当日会場へ（受付は30分前から。開始10分後の参加不可）

教室番号・教室名

対象

①ベビーとママのすくすく体操 3か月〜1歳未満
ベビーコース ②チャレンジ親子体操
（事前申込制）
③なかよし親子体操

2〜3歳
1〜2歳

④ピラティス

15歳以上

⑤やさしいヨガ

実施時間

4月24日〜6月12日の月曜
4月20日〜6月15日の木曜
（5月4日を除く）
4月4日〜6月27日の火曜

4月5日〜6月28日の水曜
おおむね60歳以上 （5月3日、6月7日を除く）

予 約 なしで 参 ⑥ストレッチ＆筋トレ
加 できるお す
⑦仕事帰りのヨガ
すめ教室

●3月の卓球一般開放
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

開催日程

4月6日〜6月29日の木曜
（5月4日を除く）

⑧スーパーボディシェイプ

15歳以上

⑨ボクシングエクササイズ

4月8日〜6月24日の土曜
4月9日〜6月25日の日曜

午前10時〜10時50分
午前11時〜11時50分
午後7時〜8時
午前10時〜11時
午後1時30分〜2時30分
午後7時〜8時
午後2時〜3時

（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
対次のお子さんと母親①首がすわってから歩きだす
（おおむね1歳）まで②歩き始めてからおおむね2
歳6か月まで 日 4月12・26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組1,000円（初回に一括払い）
定 抽選で各12組24名
申 3月30日までに問合先へ電話
●健康体操教室
「さわやかシェイプアップ教室5月」
（4日制）
対 おおむね40歳以上の方
日 5月9・16・23・30日、午前10時45分〜11時
45分 会 田園調布せせらぎ公園多目的室
費 2,000円 定 抽選で25名
申 問合先へ往復はがき（記載例参照。性別も明記）。
4月20日必着

●区民スポーツ大会
種目

日程

会場

ボウリング

4月16日㈰

バスケットボール(小学生)

5月4・27・28日、6月4日 大田区総合体育館

平和島スターボウル

バスケットボール(一般・シニア) 5月8日〜6月25日

大森スポーツセンターほか

バレーボール(一般9人制)

大森スポーツセンター

弓道
馬術

4月23日、5月7日
4月23日㈰

申込先(事務局)

申込期限

☎3768−9151(田坂) 当日午前9時50分までに会場へ
☎3763−4700(小林)

4月21日
一般4月7日、シニア4月28日

☎3762−0953(田中) 4月7日

大田区総合体育館

☎5493−8578
（山口）

多摩川ガス橋緑地

☎3737−2591(北嶋)

当日午前9時30分までに会場へ

陸上競技

4月29日㈷

大井ふ頭中央海浜公園
陸上競技場

☎3755−4345(平塚) 4月5日

ミニテニス(ダブルス)

5月3日㈷

大森スポーツセンター

☎3759−1058(寺村) 4月8日

武術太極拳

6月3日㈯

大田区総合体育館

ハンドボール

5月14・20日

柔道

5月21日㈰

空手道

6月11日㈰

3738−8049(北村) 4月14日
☎3722−7333(相原) 4月22日

大森スポーツセンター

☎3742−2966(吉井) 4月28日
☎5711−6055(竪山) 4月6日

●初心者スポーツ教室
①ミニテニス 日 5月13日〜6月10日の土曜、午後1時〜3時 会 蒲田小学校 定 抽選で30名
②卓球 日 5月11日〜6月29日の木曜、午後7時〜9時 会 大森スポーツセンター 定 抽選で80名 ※ラケット持参
◇①②ともに◇
対 区内在住の15歳以上の初心者 費 500円
申 問合先へ往復はがき(記載例参照。性別も明記)。①4月21日必着②4月4日必着
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