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。

白熱電球と LED電球を交換
都では、地域の家電店にて家庭で使用
中の白熱電球２個以上と LED電球１個を
交換するとともに、省エネアドバイスを
行う事業を実施しています。交換できる
電球・お店など、詳細は問合先へ電話か
HP にてご確認ください。
18歳以上の都民（1人1回） ※本人確
認書類が必要です。
クール・ネット東京コールセンター
☎0570−066−700
検索

LEDムーブメント

で。トーク＝9月17日㈰午後2時〜3時
先着30名
当日会場へ
蒲田図書館
☎3738−2459
3736−9782

大田区邦楽連盟定期演奏会
「輪の會」
かい

9月10日㈰午後2時開演
大田区民プラザ
2,000円
（中学生以下無料）
大田区民プラザ、アプリコ窓口にてチ
ケット販売
（公財）大田区文化振興協会
3750−1150
☎3750−1611

休館などのお知らせ
◆区役所本庁舎駐車場と駐輪場の一時利
用休止
9月18日㈷ 電気設備点検のため
総務課庁舎管理担当
5744−1505
☎5744−1147
◆エセナおおたの休館
9月24日㈰ 全館清掃のため
5764−0604
☎3766−4586
◆山王草堂記念館の休館
11月1日㈬〜平成30年2月28日㈬
トイレ改修工事のため
文化振興課文化計画担当
5744−1539
☎5744−1627

参加・催し
ミニ体験会
「新聞ちぎり絵、自彊術、太極拳」
じ きょう じゅつ

9月7日㈭ 新聞ちぎり絵＝①午前10時
②午前10時50分
9月8日㈮ 自彊術＝①午前10時②午前
10時50分、太極拳＝①午後1時②午後1
時30分③午後2時 ※タオル・飲み物持
参、動きやすい服装で
区役所本庁舎2階
当日会場へ
地域力推進課生涯学習担当
5744−1518
☎5744−1443

100年後の区民に残したい
「大田地域遺産写真展」
9月13日㈬〜20日㈬午前9時〜午後5
時（13日は午後1時から、20日は午後3
時まで）
池上会館
地域力推進課生涯学習担当
5744−1518
☎5744−1443

ひろみちお兄さんといっしょ
「池上交通安全のつどい」
佐藤弘道さんを
1日警察署長に迎
えて交通安全トー
クショーなど
9月20日㈬午後
2時〜4時
大田区民プラザ
先着400名
当日会場へ
池上警察署交通総務係
☎3755−0110
都市基盤管理課交通安全対策担当
5744−1527
☎5744−1315

中学生の海外派遣報告会
区内在住の方、学校関係者
9月24日㈰午後2時〜3時30分
羽田中学校
先着200名
当日会場へ
教育総務部指導課
5744−1665
☎5744−1435

図書館の催し
◆認知症を知ろう
小学生以上
9月9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
◆展示＆トーク「工場男子・工場女子」
高校生以上
展示＝9月16日㈯〜18日㈷午後6時ま

リスクマネジメント講座と
親子キャンプ
タッチケア実践「手当てのチカラ」
10月3日㈫午前10時〜11時50分
非常時対策「いつものカバンに何入れ
る？」

10月12日㈭午後7時30分〜9時30分
「親子のおいしいキャンプあります」
10月21日 ㈯ 午 前9時30分 〜 午 後2時
700円
◇ 〜 いずれも◇
16歳以上の区内在住・在勤・在
学の方 区内在住、在学、在勤の保護者
と 6歳以上のお子さん
区 役 所 本 庁 舎2階 平 和 島 公 園
キャンプ場
抽選で 30名 先着25名
9月22日までに地域力推進課青少年担
は区HPからも申込可
当へ電話か来所
5744−1518
☎5744−1223

出前講座
「親子で遊ぼう！」
おおむね 1〜3歳未満のお子さんとそ
の保護者
10月6日㈮午前10時〜11時30分
ヤマト運輸クロノゲート
先着30組
9月4日から問合先へ電話か FAX
キッズな大森
3763−0199
☎5753−1153

植物雑学専門家と行く
「みちくさウオーク in 平和の森公園」
小学4年生以上
10月9日㈷午前10時〜正午
先着20名
9月2日午前10時から問合先へ電話
平和の森公園展示室（月曜日休室）
☎6450−0123

多摩川流域11自治体交流
イベントラリー
対象イベントに参加し、スタンプを集
めると、抽選で各自治体の友好都市への
旅行や特産品が当たります。
区の対象イベントは 10月14日㈯・15
日㈰開催の「おおた商い・観光展2017」
です。詳細は区HP をご覧ください。
●11月4日まで開催
企画課企画担当
5744−1502
☎5744−1122

育休ママのための
パワーチャージセミナー
（4日制）
初めてのお子さんの育児休業中の区内
在住・在勤の女性
10月18・25日 ㈬・29日 ㈰、11月1

日㈬午前10時〜正午
抽選で 25名
問合先へ Eメールか FAX（記入例参照）
。
保 育（5 か 月 〜3歳25名、1回1,000円 ）
希望はお子さんの名前・年齢（月齢）も明
記。10月3日必着。
エセナおおた
5764−0604
☎3766−4586
escena@escenaota.jp

ボランティアのための傾聴講座
ボランティアに関心のある区内在住・
在勤・在学の方
10月19日㈭午後1時30分〜4時30分
大田区社会福祉センター
抽選で 20名
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）へ往復はがき（記入例参照。
講座名、性別、生年月日も明記）。10月
5日必着
3736−5590
☎3736−5555

初級点字講習会
（20日制）
区内在住で視覚に障がいのある方（障
害者手帳の有無は問いません）
10月20日〜平成30年3月23日の金曜
（11月3日、12月29日、30年1月5日 を
除く）
、午後1時30分〜3時30分 ※途
中参加可
12名
（初めての方優先）
さぽーとぴあ声の図書室へ電話かFAX
（記入例参照）
5728−9438
☎5728−9434

NCプログラミング初級講座
（6日制）
金属・機械工業に従事し、NCプログ
ラミングの基礎技能を必要とする方
11月11日 ㈯ 〜18日 ㈯（12・15日 を
除く）午後6時30分〜8時55分（土曜は、
午前9時15分〜午後2時55分）
都立城南職業能力開発センター大田校
3,000円
抽選で 10名
所定の応募用紙を（一社）大田工業連合会
3737−0799）へ
（ ☎3737−0797
連絡して入手し FAX。HP
（http://www.
ootakoren.com/）からも申込可。9月
28日必着
産業振興課工業振興担当
5744−1528
☎5744−1376

大田文化の森 催し案内
詳細はお問い合わせください。 http://www.bunmori-unkyo.jp/
問 大田文化の森運営協議会

〒143−0024中央2−10−1（4階）

☎3772−0770

FAX 3772−0704

誰でも簡単リフレッシュ体操（事前申込不要）
五感を使う簡単なゲームやストレッチなど。10月〜平成30年3月の第1火曜（1月は第2火曜）、午前10時

大田区生活展
「バングラデシュ支援バザー」の出品物

費 1回300円。当日先着40名
〜11時45分。■

●出品物の種類 タオル、石けん、食器などの日用品と衣
類（新品で持ち運びできる物） ※家電製品、食料品、貴金
属、医薬品、ぬいぐるみは新品であっても出品できません。
●出品方法 9月11〜22日の平日に問合先へ持参

森で言葉を楽しみましょう！（事前申込不要）
費
声が出にくい方への口の体操を兼ねた朗読。10月〜平成30年3月の第3水曜、午前10時〜11時45分。■

1回300円。当日先着40名
ボクらの森はキッズソングの世界
費
歌のお姉さんや子どもたちが歌やダンスをお届けします。5歳以上の方。10月15日㈰午後2時開演。■
500円。抽選で 250名 。9月29日必着（HP での申込可）

講座

パパ・ママのためのおばけのがっこう

講座内容

開催日時

①わが家の防災を考える

定員（先着）

午前11時〜午後1時

25名

午後1時〜3時

15組

9月30日
②ペットボトルのジュースって何でできてるの？

⑤クッキング講座「親子で作ろう 花太巻き寿司」

費 1,000円。抽選で各回15名。9月29日必着（HP で
15日㈰①午前10時30分〜午後0時30分②午後2時〜4時。■

の申込可）。保育(6 か月以上の未就学児1人500円）
歌ひろば

Part １

費 300円。抽
懐かしい歌や思い出の歌をみんなで楽しく歌いましょう！10月16日㈪午後1時30分〜4時。■

③ワークショップ
先生〜！遺伝子組み換えってなぁに？Part2
④ころばん体操

家庭や子育てのあるあるを妖怪かるたにしてみよう！ 小さなお子さまを子育て中のパパやママ。10月

10月1日

午前10時30分〜正午

30名

午後1時30分〜3時

20名

午後1時〜3時

12組

選で 200名。10月2日必着（HP での申込可）
親子でハロウィンの料理を楽しもう

※④動きやすい服装で
区内在住・在勤・在学の方、②⑤は小学生以下のお子さんと保護者
問合先へ電話
消費者生活センター ☎3736−7711
3737−2936

ハロウィンピッツァやかぼちゃの蒸しパンをつくってみよう。小学4〜6年生と保護者。10月22日㈰午
費 1,500円
（1組）。抽選で 15組。10月6日必着（HP での申込可）
前10時〜午後2時。■

手話ダンスの世界をのぞいてみませんか？(3日制)
費 300円。抽選で 30名。10月27日必着
11月10・17・24日㈮午後1時30分〜3時30分。■
（HP での申込可）

◇ 〜 いずれも◇
申 往復はがき。催し名、〒住所、氏名、年齢、電話番号、区報で見た旨を明記。
■

同伴者の氏名・年齢、

同伴者1名記名可

①②の別、保育希望はお子さんの氏名・年（月）齢も明記。1枚1講座。

※お申込みが一定数に達しないときは、企画を中止または延期する場合があります。
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