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。

区のホームページからも申し込み可
☎5744−1223
5744−1518

子育て女性向けセミナーinおおた
育児中で再就職を考えている女性
7月14日㈮、午前10時〜正午（3歳以
下のお子さん同伴可）
エセナおおた
先着20名
東京しごとセンター女性しごと応援テ
ラスへ電話
☎5211−2855

区民公開講座
「細胞死から病気を考える」
細胞死やがんの治療に関する講演
7月23日㈰、午後2時〜4時30分
産業プラザ
先着200名
当日会場へ
健康医療政策課庶務係
☎5744−1262
5744−1523

予約制就職面接会
●職種 介護、保育など
おおむね55歳以上の方
7月19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
7月5〜18日に問合先へ来所
大田区いきいきしごとステーション
5713−3602
☎5713−3600

ティーンズぱわーあっぷセミナー
レクリエーションや野外活動を行い、
楽しくリーダーシップを身につけます。
区内在住・在学の中学・高校生
7月22・29日、8月1・8・29日、
9月3日。午前10時〜午後3時＝平和島
ユースセンター
8月16〜19日＝長野県で宿泊講習
7,000円
抽選で中学・高校生各24名
7月3日までに地域力推進課青少年担
当へ電話かファクシミリ（記入例参照）。

問合先へ電話。保育（1歳6か月以上
の未就学児先着15名）希望は7月13日
までに申し込み
消費者生活センター
☎3736−7711
3737−2936

社会福祉協議会の催し

夏休み！ パパといっしょに
ワクワク体験
（2日制）
料理やオリジナルコマ作りに挑戦
区内在住・在勤・在学の男性保護者と
小学1〜3年生
（料理）7月23日、午前10時〜午
後1時＝池上会館、（工作）7月30日、午
前10時〜午後0時30分＝エセナおおた
1組1,500円
抽選で16組
エセナおおたへファクシミリかEメー
ル（記入例参照）
。7月10日必着
5764−0604
☎3766−4586
escena@escenaota.jp

夏休み 親子で作ろう！
ＬＥＤ工作教室
区内在住・在学の小学生と保護者
（小学3年生以下は保護者同伴必須）
7月27日㈭、午前10時〜正午
1組1,000円
先着15組

詳細はお問い合わせください。
2017夏！体験ボランティア
区内の福祉施設などでのボランティア
区内在住・在勤・在学の中学生以上
●活動期間 7月27日〜9月27日
●活動先一覧配布期間 7月3〜22日
7月15・18〜22日、午前10時〜午後
4時に問合先へ本人が来所
赤十字幼児安全法支援員養成講習（3
日制）
子どもに起こりやすい事故の予防と手
当ての仕方
8月1〜3日、午前10時〜午後4時
大田区社会福祉センター
2,000円
抽選で25名
問合先へ往復はがき（記入例参照。生

羽田 IC 羽田空港跡地第1ゾーン
穴守
稲荷駅

天空橋駅

羽田
空港

羽田空港
国際線
ターミナル駅

多摩川

スポーツ

大田区総合体育館のおすすめスポーツ教室
大田区総合体育館（〒144−0031東蒲田1−11−1）
5703―1105
☎5480−6688

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）
5763−1314
☎5763−1311

◆7〜9月の当日でも参加できるスポーツ教室

◆ベビーコース
（事前申込制）
教室名

教室名
対象

開催日程

3か月〜1歳未満

チャレンジ親子体操

2〜3歳

7月10・24・31日、
9月4・11・25日、10月2日

なかよし親子体操

1〜2歳

7〜9月の木曜（8月を除く）

小学4年生以上
7月29・30日、午前9時〜午後3時
1,000円
抽選で20名
問合先へ往復はがき（記入例参照。性
別も明記）。7月19日必着
都立六郷工科高等学校
（〒144−8506）
☎3737−6565

5月19日に施設の整備・運営事業予定者を決定し、24日に土地区画整理事業の
起工式を開催しました。2020年に向け、空港と共存共栄のまちづくりを進めます。
空港まちづくり課空港まちづくり担当 ☎5744−1650
5744−1528

おおたde
おおた

ベビーとママのすくすく体操

公開講座
「ものづくり教室」
金魚ねぶたの製作
（2日制）

羽田空港跡地第1ゾーンの整備がスタート

弁天橋

ーツ
スポ 都市
健康
宣言

年月日、性別も明記）。7月14日必着
赤十字「1日介護講座」
8月4日㈮、午前10時〜午後3時
大田区民センター
100円
抽選で25名
問合先へ往復はがき（記入例参照。生
年月日、性別も明記）
。7月14日必着
◇ 〜 いずれも◇
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

実施時間（50分間）
午前10時から
月
午前11時から

1回600円（毎回当日払い）
先着各20組（保護者1人にお子さん1人）
6月21日午前10時から問合先へ電話か来館

実施時間（45分間）

ズンバ45

午後8時から

バレエストレッチ45

午後2時から

スピードボール（80分間）

①午後6時から
②午後7時30分から

火 スンバ45
水 ズンバ45

対象

ピラティス

7〜9月の火曜（8月1日を除く）

15歳以上

やさしいヨガ
ストレッチ＆筋トレ

おおむね60歳以上

仕事帰りのヨガ

7〜9月の水曜（8月2日を除く）
7〜9月の木曜（8月3日を除く）

スーパーボディシェイプ

15歳以上

ボクシングエクササイズ

1回500円

開催日程

7月8日〜9月の土曜
7月9日〜9月の日曜

先着各30名

実施時間（1時間）
午後7時から

8月8・15日、9月26日

午後8時から

7月26日、8月9・30日、
9月6・27日

種目

ソフト
テニス

STEP初級45

午後8時5分から

マーシャルアーツ45

午前10時45分から

午後7時から
午後2時から

8月10・17日、9月28日

午後0時15分から
午後1時45分から

8月11・25日、
9月8・29日

午後7時15分から

コアファンクショナルワークアウト45 午後8時15分から

5471−8789

高校生以上（スピードボールは小学生以上）
1回700円（◎印は30分教室のため300円）
教室ごとに異なります
（先着順）
当日会場へ ※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

※詳細は大田区体育協会のホームページをご覧ください。
日程

8月27日 ㈰

会場
大森スポーツセンター

申込先（事務局）

申込期限

☎3736−5231（福田） 7月24日

8月27日㈰

7月27日

一般

9月10日㈰

多摩川六郷橋緑地庭球場 ☎3757−1708（加藤） 8月10日

中学生

10月8日㈰
9月3日〜11月5日

9月8日
多摩川ガス橋緑地野球場 ☎3750−8285（坂本） 7月22日

バスケットボール
9月4日〜10月23日 大森スポーツセンター
（一般・シニア）
テニス
（ダブルス）

はじめてヨーガ45
金 ◎アロマdeローラー30（30分間）
マーシャルワークアウト45

当日会場へ（30分前から受付）

小学生

ソフトボール

午後6時45分から

午後1時30分から

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

ダンススポーツ

午前10時45分から

午前10時から

（公財）大田区体育協会の催し

◆区民スポーツ大会

アロマストレッチ45
木 バレトン45

7月17日、
8月7・14・28日、
9月18日

午後2時から

◆予約なしで参加できるおすすめ教室
教室名

除外日
（教室はお休みです）

9月2日〜10月1日

本羽田公園庭球場ほか

☎3763−4700（小林）

一般7月28日
シニア9月8日

3731−4686（久保） 7月18日

7月11日までに事務局へファクシミリで申込用紙を請求。
希望種目
（一般男女か年齢別男女）
、責任者の〒住所・氏名・電話番号を明記

◆夏休み・子ども体育塾
（3日制）
〜にがてな運動を得意にしよう〜
跳び箱、ボール投げ、かけっこ
小学生
7月26〜28日、午後1時30分〜2時30分
大森スポーツセンター
1,000円
抽選で30名
問合先へ往復はがき（記入例参照。学校名、
学年、性別も明記）。7月10日必着

◆ラジオ体操指導者養成講習会
16歳以上の方
7月4・5・7日、午後6時30分〜8時
大森スポーツセンター
当日会場へ（室内用運動靴を持参）
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