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。

世論調査にご協力ください
区民の皆さんの意向を区政に反映させ
るための調査です。無作為抽出した18
歳以上の2,000名の方へ7月中旬に調査
票を郵送します。返信用封筒で郵送か、
電子申請でご回答ください。
●実施期間 7月13日〜8月1日
広聴広報課広聴担当
5744−1504
☎5744−1135

大森スポーツセンターの休館
8月1〜3日は、保守点検のため受付業
務を含め休館します。
5763−1314
☎5763−1311

参加・催し
図書館の催し
◆「古今亭今いちさん」との「ありがとう
羽田寄席」
小学生以上
7月16日㈰、午後2時〜4時
先着60名
当日会場へ
羽田図書館
3745−3229
☎3745−3221
◆小学生図書館クラブ 森っ子「舘野鴻
さんと絵を描こう！」
小学生
7月19日㈬、午後4時〜5時
先着30名
当日会場へ
入新井図書館
3763−3781
☎3763−3633
◆なつやすみ！読書スタンプラリー
本を借りスタンプを集めると景品がも
らえます。
中学生以下
7月21日〜8月31日
馬込図書館
3775−5841
☎3775−5401
◆なつやすみ！おたのしみ会
大型絵本や紙芝居、読み聞かせなど
小学生以下
7月22日㈯、午後3時〜4時
先着100名
当日会場へ
馬込図書館
3775−5841
☎3775−5401
◆ヴィッキーズお話会
プロバスケットボール選手による読み
聞かせと交流会
中学生以下とその保護者
7月30日㈰、午前11時〜正午
先着40名
問合先へ電話か来館

大森南図書館
☎3744−8411
3744−8421
◆英語でクラフト体験
説明など全て英語で行う工作会
①幼児とその保護者②7〜9歳
※未就学児は保護者同伴
8月6日㈰、①午前10時〜10時45分
②午前11時〜正午
①先着10組②先着15組
問合先へ電話か来館
下丸子図書館
3759−2604
☎3759−2454

芸術鑑賞会「生音楽による
エンターテインメント」
小学生以下
7月28日㈮、午後1時30分〜3時
先着70名程度
当日会場へ
大田生活実習所
3745−0945
☎3745−0878

認知症予防講座
〜あなたの認知機能を
チェックしてみませんか〜
認知機能チェック、予防の講義など
会場まで自分で通うことが可能で、医
師などに運動を制限されていない区内在
住の65歳以上の方
7月31日＝六郷地域力推進セン
ター、8月2日＝池上会館
※時間は午後2時〜3時30分
先着各50名
問合先へ電話予約
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1624

家庭教育支援講座
「キラキラ輝けアートの世界！
親子で楽しく表現遊び」
区内在住の4・5歳のお子さんと保護者
8月4日㈮、午前10時〜11時30分
池上会館
先着30組
7月28日までに問合先へ電話かファク
シミリ（記入例参照）
幼児教育センター幼児教育担当
5744−1535
☎5744−1618

介護予防講座
「高齢者の食事・栄養等の講座」
と介護予防体操
60歳以上
8月7日㈪、午後1時30分〜3時30分

海の生き物イラスト展 鈴木勝久作品展

先着30名
当日会場へ
洗足区民センター
☎3727−1461
3727−1462

社会福祉協議会の講座
夏休み子ども福祉施設見学会〜特養っ
てどんなところ？
小学4年〜中学3年生
8月7日㈪、午前9時30分〜11時45分
特別養護老人ホーム蒲田
先着15名
夏休み子ども手話教室〜手話でこんに
ちは〜
年長児〜中学3年生 ※年長児は保護
者同伴
①8月23日、午後1時30分〜3時30分
②8月24日、午前10時〜正午
大田区社会福祉センター
先着各20名
赤十字災害時高齢者生活支援講習
避難所で生活する高齢者の支援に役立
つ知識など
8月24日㈭、午後2時〜4時
大田区社会福祉センター
160円
25名 ※8月18日締切
◇ 〜 いずれも◇
問合先へ 電話かメールかファクシミ
リ メールかファクシミリ 電話かファ
クシミリ（記入例参照。学年も明記）
大田区社会福祉協議会ボランティア・
区民活動センター
3736−5590
☎3736−5555
voc@ota-shakyo.jp

「幼児安全法ワンポイント講習」
心肺そせい・AEDの使い方など（お
子さん同伴可）
8月8日㈫、午前10時〜正午
320円
抽選で25名
「救急法基礎講習」
心肺そせい・AEDの使い方など
15歳以上の方
8月24日㈭、午前10時〜午後4時
1,700円
抽選で40名
幼児安全法支援員養成講習（2日制）
子どもに起こりやすい事故の予防と手
当て、心肺そせい・AEDの使い方など
15歳以上の方
9月2・3日、午前9時30分〜午後5時
30分
2,000円
抽選で25名

初めてのお子さんが①1歳0か月〜1歳
11か月②③8か月〜1歳6か月
①9月13日〜10月18日の水曜②9月
14日〜10月19日の木曜③9月15日〜
10月20日の金曜 ※時間は午前10時〜
正午
①六郷地域力推進センター②仲池上児
童館③下丸子四丁目児童館
先着各10名
申込先へ電話かファクシミリ（記入例参
照）。保育有り
①キッズな大森
3763−0199
☎5753−1153
②仲池上児童館 ☎ 3751−3338
③下丸子四丁目児童館 ☎ 3758−2420
キッズな大森
3763−0199
☎5753−1153
申し込み方法など詳細は種目の申込先
にお問い合わせください。

区民スポーツ大会
日程

ソフティテニス

8月20日㈰

卓球（小・中・高校生)

9月9日㈯

卓球（一般）

9月10日㈰

子どもたちに 青少年対策地区委員会の7〜9月の主な行事
地区名（特別出張所電話）
行事内容（日程）
も
この夏 貴重な出会い、 大森東 ☎3741−8801 夏のバスハイク（8月5・6日）
体験の場があります 大森西 ☎3764−6321 小学生の交流会（8月6日）
馬込地区少年野球大会（8月20日）、馬込地区ソ
子どもの成長には、友だちや地域の大
人との交流、自然の中での体験が大切で
す。このような体験の場をつくるため、
青少年対策地区委員会ではさまざまな行
事を行っています。詳細はお住まいの地
区の特別出張所へお問い合わせくださ
い。
地域力推進課青少年担当
☎5744−1223
5744−1518

地域団体間の連携を進める「つなぎ
役」に必要なノウハウを学びます。
自治会・町会、NPO・ボランティア
団体などで、既に活動している方
9月13・27日、10月11・25日、11
月22日、12月6日、平成30年1月10日、
3月7日、午後6時45分から ※別途10
〜12月に現場研修、1〜3月に地域交流
サロンを実施
消費者生活センターほか
選考で30名
所定の用紙（区のホームページから取
り出せます）をファクシミリか郵送か持
参。地域力推進課区民協働担当（〒144
−8621大田区役所）へ。8月4日必着
5744−1518
☎5744−1204

日本赤十字社の講習

（公財）大田区体育協会

青少年対策地区委員会の活動

区民活動コーディネーター
養成講座（10日制）

親支援プログラム
「完璧な親なんていない！」
（6日制）

種目

多くの海洋生物のイラストを手掛けるイラストレーター鈴木勝久氏の作品を展示
します。
日 7月19日〜11月19日
会 問 大森 海苔のふるさと館 ☎5471−0333 FAX 5471−0347

◇ 〜 いずれも◇
大森赤十字病院講堂
は問合先へ電話。
問合先へ往
復はがき（記入例参照。生年月日、受講
日、会場名、性別も明記）。問合先ホー
ムページからも申し込めます。
●申込期限 7月27日 8月3日 8月
10日必着
日本赤十字社東京都支部救護課
（〒169−8540）
☎5273−6746
http://www.tokyo.jrc.or.jp/

馬込

☎3774−3301

池上

☎3752−3441

嶺町

☎3722−3111 子ども夏まつり（8月27日）

田園調布

☎3721−4261

鵜の木

東調布第三小学校夏休みこども会（7月29日）、
☎3750−4241 千鳥小学校夏休みこども会（7月29日）、嶺町小
学校夏休みこども会（8月27日）

久が原

☎3752−4271 夏休み子ども体験ツアー（8月26・27日）

フトボール大会（9月17日）
池上サマースクール（7月29日）、池上こども囲
碁サロン（8月5日、9月2日）

施設見学事業「つくばエキスポセンター」、「つ
くば宇宙センター」（9月3日）

会場

申込先（事務局）

申込期限

☎3762−5808（岩田） 8月2日
大森スポーツセンター

☎5471−8787

☎3736−0235（池田） 8月6日

5471−8789

地区名（特別出張所電話）

行事内容（日程）
子ども夏のつどい（8月19・20日）、
雪中生と遊ぼう（9月2日）

雪谷

☎3729−5117

千束

早起き子ども会（8月1〜7日）、洗足
すい せい
☎3726−4441 池水 棲 生物調査（8月3日）、夏休みこ
ども映画会（8月26日）

久が原・雪谷・千束

洗足池ホタル観賞会（7月22日）

糀谷

☎3742−4451 糀谷地区連合運動会（9月24日）

羽田

☎3742−1411 子どもキャンプ（9月9・10日）

蒲田西

相生小学校スーパーどじょうつかみ大
☎3732−4785 会（8月26日）、道塚小学校区スポー
ツフェスタ（9月16日）

※定員になり次第、募集を終了します。
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