あなたの大切な自転車を守ろう！短い時間でも必ず施錠！
公開講座のみの参加もできます。詳
細は特別出張所、文化センター、図書
館で配布するパンフレットか区HPをご
覧ください。

区民大学
生涯学習リーダー事業
第3期募集

1

公 公開講座有り 保 保育（500円程度）有り

【地域と共育】2025年。地域の担い手づくり〜シニア世代が学んできた地域づくりの根っこ〜

日 1月15・22・29日㈪午後1時〜 4時

会日本青年館、大田区民センター

定 抽選で30名

2 【じんけんカフェ】歴史・文芸から紐解く相反する日本人の心〜排除と受容〜
日 2月22日㈭、3月1・8日㈭午前9時45分〜 11時45分

保

5

Ⓒ大田区
Ⓒ

対 区内在住・在勤・在学の16歳以上の方
申 往復はがき
（2面の記入例参照。保育、手話通訳、要約筆記希

望の方はその旨も明記）。地域力推進課生涯学習担当（〒144−
8621大田区役所）へ。1月9日必着。電子申請も可
☎5744−1443 FAX 5744−1518

【生涯学習リーダー企画講座】70万大田区シリーズ
学校と地域の今とこれから〜地域と小学校のつながりを考える〜

公

日 2月2・9・16・23日㈮、3月2・9日㈮午後1時30分〜 3時30分

公開講座 第3回

地域コミュニティの新しい姿（2月16日）

会 入新井集会室、消費者生活センターほか、施設見学有り

会 消費者生活センター

定 抽選で30名
（公開講座は50名）

定 抽選で30名

6 【地域学習リーダー講座】地域の魅力を次世代につなぐ

3 【じんけんカフェ】お肉はつくられる〜東京中央卸売市場食肉市場見学〜
日 1月31日㈬午後1時40分〜4時、2月7日㈬午前8時〜午後4時、2月13日㈫午後2時〜4時

日 3月1㈭・8㈭・15㈭・22日㈭午後1時30分〜3時30分

会 東京中央卸売市場食肉市場、消費者生活センター

第1回 まちづくりのリーダーは
どうあるべきか（3月1日）
会 消費者生活センターほか
定 抽選で20名
（公開講座は50名）

4

はねぴょん
は

定 抽選で20名

公開講座

【放送大学提携講座】
①日本史のなかの江戸時代〜江戸時代とはどういう時代か〜
②バイオマスの利用は地球環境問題の解決に貢献できるか？〜炭素収支と生態系
影響に着目したバイオマス利用の検証〜

日 ①2月3日㈯②2月24日㈯午後2時〜 4時

会 消費者生活センター

定 抽選で70名

成人のつどい

勝海 舟 の 眠るまちから
「
（仮称）
勝海舟記念館」
は平成31年夏開館予定です
かつ やす

よし

らっ

かん いん

勝海舟の印章「勝安芳印」
（落款印）
勝海舟は元治元(1864)年5月に、軍艦奉行に昇進した際に
あわ のかみ
安房守を取得します。以降、書簡には「安房」の署名が使用さ
れますが、明治2(1869)年7月の百官受領廃止に伴い、
「安房」
から
「安芳」
に署名を切り替えたことが知られています。
この印章には
「勝安芳印」と刻銘されてい
へん がく
ます。軸物や扁額などに押印されました。
現在郷土博物館3階の常設展示コーナー
「大田区の勝海舟」に展示中です。ぜひご来
館いただき、実物をご覧ください。
問 文化振興課勝海舟記念館開設準備担当

☎5744−1627

地域力応援基金助成事業「ステップアップ助成」

平成30年度からの実施団体が内定しました
団体名（受付順）

事業名
もしも その時

区民約6,200名が大人の仲間入りをし
民約
約6 200名
名 が大人
人 の仲間
間 入りを
を
ます。公募で集まった新成人の代表が運
営委員となり式典を企画・運営します。
日 1月8日㈷午前11時〜午後0時30分
会 大田区総合体育館
●案内状の送付 11月20日現在区内在住
の、平成9年4月2日〜10年4月1日生まれの方へお届けしています。

次年度「成人のつどい」運営委員を公募します
平成31年1月に開催する
「成人のつどい」
の企画・運営をしてみませんか。
申 問合先へ電話
問 地域力推進課青少年担当 ☎5744−1223 FAX 5744−1518
対 区内在住の平成10年4月2日〜11年4月1日生まれの方

悪質な電話勧誘にご注意！

FAX 5744−1539

地域力による地域のための活動を応援します！

CONNECT

公

―知って、備えて、繋がって―

知らない業者から
「以前注文した商品を届けます」
と電話が
あった。
「注文はしていません」
と言ったが、
「注文しただろう」
と言われ、電話を切られてしまった。どう対応したらよいか。

こんな
事例が
ありました

消費者生活センターから
●突然商品が届く「送りつけ商法」
消費者が承諾していないにもかかわらず健康食品や海産物などが届いた場
合は、受け取る必要も、代金支払い義務もありません。代金を支払うと取り
戻すことが難しくなります。安易に受け取らないようにしましょう。
●「電話勧誘販売」はクーリング・オフができます
電話で勧誘を受け承諾をしても、クーリング・オフができます。契約書面
を受け取った日を含む8日以内に、書面で事業者に申し出てください。必要
がない場合は、きっぱり断りましょう。

hanatomo

花で繋げる未来の輪プロジェクト

うのき水辺の楽校協議会

多摩川の自然と遊ぼう！自然から学ぼう！

茶道キャラバン喫茶去

茶道で日本文化を体験しよう

一般社団法人 地域パートナー
シップ支援センター

2020オリンピック・パラリンピックへＧo！
おおたの魅力PRプロジェクト

おおた生涯学習世話人会

大田区に生涯学習社会の振興・定着と
元気高齢者の地域社会参加促進事業

消費者相談専用電話 ☎3736−0123
月〜金曜、午前9時〜午後4時30分
（祝日、年末年始を除く）

「子どもの未来を創る『キャリア教育』」

土・日曜、祝日は、国・都の機関がお受けします

一般社団法人 おおた助っ人
PSI池上自主防犯パトロール隊

消費生活のお困りごとは、消費者生活センターにご相談ください

消費者ホットライン ☎188
（土曜）午前9時〜午後5時、
（日曜、祝日）
午前10時〜午後4時

安全安心なまちづくりと平和で安全な「ふるさと」づくり活動

問 地域力推進課区民協働担当

☎5744−1204

FAX 5744−1518

詳細は情報誌「Art Menu」をご覧ください。
特別出張所や図書館、文化センターなど区内の主な施設や駅で配布しています。
★特記事項のない公演への未就学児の入場はご遠慮願います。

アプリコ＆プラザ●催し物案内

大田区民プラザ定期公演（小ホール、全席自由）

〜平日午後のクラシックなひととき〜 アプリコ
・アフタヌーン・サロン2018
2018 年度のアプリコ・アフタヌーン・サロン
は、多彩な出演者とプログラムを揃えました！
前期は、音楽・文化芸術プロデューサー浦久
俊彦をナビゲーターに迎え、
＜イタリア・オペ
ラな世界＞と＜スペイン絵画と音楽＞をお届け
します。

vol.5 春爛漫〜イタリア・オペラの名曲たち〜
4月17日㈫午後2時開演

vol.6 音の美術館〜スペイン〜情熱への旅路
7月3日㈫ 午後2時開演

●出演 小林沙羅
（ソプラノ）
、望月哲也
（テノール）
、河野紘子
（ピアノ）
●曲目 ヴェルディ：オペラ
「リゴレット」
より 女心の歌 、プッチーニ：
オペラ
「ラ・ボエーム」
より 私の名はミミ 他

●出演 大萩康司
（ギター）
、新倉 瞳
（チェロ）
●曲目 カサド：無伴奏チェロ・ソナタ、タレガ：アルハ
ンブラの思い出 他

アプリコ 大ホール全席指定
各回2,500円
vol.5&vol.6セット券 4,000円

『伊波 淑
オルケスタ・フローレス』
好評
発売中

12月21日㈭午後7時開演
2,500円（オンライン価格2,370円）

発売日 12月13日㈬

ⒸNIPPON COLUMBIA

（午前10時〜午後8時）

チケットはHPからもお求めいただけます
※HPからの購入は5％相当割引。別途手数料有り。

次号の区報は

下丸子JAZZ倶楽部

●出演 伊波 淑（リーダー／パーカッ
ション）
＆オルケスタ・フローレス

（オンライン2,370 円／セット券3,800 円）
セット券の販売は4月16日㈪午後8時まで。
公演当日は取り扱いません。

チケット予約専用電話

下丸子らくご倶楽部 12月の公演はお休みです

ⒸKohei Take

☎3750−1555
http://www.ota-bunka.or.jp/

Ⓒビクターエンタテインメント

残席がある場合は2,800円で当日販売します。

●大田区民プラザ ☎3750−1611 ●アプリコ ☎5744−1600 ●大田文化の森 ☎3772−0700
問合先 （公財）大田区文化振興協会 ☎3750−1611 FAX 3750−1150

12月21日号 特集 子どもたちの教育を地域力で応援

4 大田区報 平成 29 年 12 月 11 日号

ⒸTakaaki Hirata

※発売初日の午後3時から公演前日午後8時まで下記問合先でもチケットをお求めいただけます。

11日号・21日号は新聞折込か駅広報スタンド、公衆浴場、区施設で配布。
配送サービス（外出困難などの要件有り）も行っています。

