区報作成時点で元号が改められていないため、元号表記を平成のまま用いています。

トルを入れる小さな袋を作ります。
小学5年生以上
6月10日㈰午後1時〜4時
大森 海苔のふるさと館
先着20名
問合先へ電話で（5月11日午前9時か
ら受付開始）
大森 海苔のふるさと館
5471−0347
☎5471−0333

出前講座
「親子で遊ぼう！」

葉脈のしおり・ハガキ作り
葉脈のはたらきを学びながら、ヒイラ
ギモクセイのきれいなしおり・ハガキを
作ります。
小学5年〜中学2年生
7月7日㈯①午前10時〜正午②午後2
時〜4時
池上会館
抽選で 24名
◇ 〜 いずれも◇
問合先へ往復はがき（記入例参照。学
校名、保護者氏名、 のみ希望時間も明
6月13日必着
記）
。 5月18日
科学教育センター（池上小学校内）
子ども科学教室担当
（〒146−0082池上1−33−8）
☎3753−3510

環境マイスター養成講座
（7日制）

遊びを通して親子の触れ合い、参加者
身近な環境活動を地域に広めるリー
同士の交流を深めます。
ダーを養成します。
おおむね 1〜3歳未満のお子さんと保
区内在住で環境に関心のある方
護者
6月22日 ㈮ 午 前10時 〜 午 後4時（2回
①6月5日㈫②7月3日㈫。午前10時〜
目以降の詳細は区HP をご覧になるかお
11時30分
問い合わせください）
①矢口区民センター②萩中集会所
池上会館ほか
日本赤十字社の講習
先着で各30組
抽選で 20名
①5月11日②6月12日から受付開始、
健康生活支援講習「支援員養成講習」
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電
問合先へ電話か FAX で
（2日制）
子申請も可。6月14日必着
子ども家庭支援センター地域子育て推
介護の仕方、地域での高齢者との接し
環境計画課計画推進・温暖化対策担当
進係
方、自身が高齢期を健やかに迎えるため （〒144−8621大田区役所）
3763−0199
5744−1532
☎5753−1153
の知識や技術
☎5744−1362
15歳以上の方
ボランティア入門講座
子ども科学教室
6月9日㈯・10日㈰、午前9時30分〜
友好都市秋田県美郷町
ボランティア活動の基礎知識を学び、 午後4時45分
バラのアロマ体験
（10日は午後5時30分まで）
「ふる郷体験ツアー」
1,100円
抽選で 25名
身近なところで使われている心地よい
地域活動を始めるヒントを探ります。
ボランティア活動に関心のある方
●申込期限 5月19日必着
友好都市美郷町で、農作業や食事など
バラの香りを体験します。
6月6日㈬午後2時〜4時
救急法「養成講習」
（2日制）
小学5年〜中学2年生
を体験するツアー
大田区社会福祉センター
急病や出血、骨折等ケガの手当て、災
6月23日㈯午前10時〜正午
区内在住・在勤・在学の方
先着40名
池上会館
抽選で 24名
7月14日㈯〜16日㈷
（2泊3日）
害時の心得
問合先へ電話・FAX・Eメールで
救急法基礎講習認定者の方
親子講座「夏休み自由研究のテーマを
※JR大曲駅（秋田県）集合
おおたボランティアセンター
6月16日㈯・17日㈰、午前9時30分〜
18,000円
（交通費別）
さがしに行こう！自然教育園へ」
3736−5590
小学3・4年生とその保護者
先着20名（最少催行人員8名）
☎3736−5555
午後5時30分
voc@ota-shakyo.jp
1,900円
抽選で 40名
6月30日㈯午前10時〜午後0時30分
ベストトラベル大曲営業所（☎0187
●申込期限 5月23日必着
国立教育博物館附属自然教育園（港区
−63−1956）
へ電話
おおた・子育て
幼児安全法「ワンポイント講習」
文化振興課文化事業担当
白金台） ※現地集合
わいわいフェスタ
子どもに起こりやすい事故の予防と手
抽選で 20組40名
5744−1539
☎5744−1226
スタンプラリー、工作、劇、ママの輝
当て
（お子さん同伴可）
6月25日㈪午前10時〜正午
きコーナー、パパのイクメン講座など、
抽選で 25名
家族全員が楽しめるイベントです。
6月10日㈰午前10時〜午後4時
●申込期限 6月15日必着
昭和59年に行った平和都市宣言を記念し、毎年8月15日に
「花火の祭典」
を開
エセナおおた、キッズな大森、入新井
◇ 〜 いずれも◇
催しています。今年も区民の皆さんからお寄せいただいた協賛金で、平和への
大森赤十字病院講堂
第一小学校、入新井西公園横グリーンベ
祈りを込めた花火の打ち上げを行います。ご協力よろしくお願いいたします。
は問合先HP か往復はがき（記入例
ルト
協賛金額 ①個人＝3,000円以上②法人など＝10,000円以上
参照。コース名、受講日、会場名、生年
当日会場へ
募集期限 8月6日
（7月5日受付分まで、パンフレットに氏名を掲載）
子育て支援課子育て支援担当
月日、性別も明記）
。
申 郵便振替で
5744−1525
は問合先HP か電話
☎5744−1272
払込取扱票配布場所 特別出張所、図書館、老人いこいの家、消費者生活センター、
日本赤十字社東京都支部救護課
問合先など
あみあみペットボトル
（〒169−8540）
問（公財）大田区文化振興協会 ☎3750−1611 FAX 3750−1150
ホルダーづくり
☎5273−6746
文化振興課文化事業担当 ☎5744−1226 FAX 5744−1539
海苔網の編み方を応用して、ペットボ
http://www.tokyo.jrc.or.jp/

花火の協賛金にご協力ください

図 書 館 だより
催し物

対象・定員

日時

会場

英語多読を進めよう！

小学生以上、親子参加可、
先着60名

5月27日㈰
午後2時〜4時

羽田図書館

大人のための朗読会
三島が描く能の世界

高校生以上、先着35名

6月9日㈯
午後2時〜3時30分

洗足池図書館

おとうさんといっしょの
おひざにだっこのおはなし会

0〜3歳の乳幼児と保護者、
先着10名

6月17日㈰
午後2時〜2時30分

アロマ講座
「アロマテラピーでセルフメ
ンテナンス」
読書と図書館利用のススメ
乳児から小学生を対象とした
サービス利用のススメ

http://www.lib.city.ota.tokyo.jp/

申込方法

問合先

当日会場へ
問合先へ電話か来館
（5月21日午前9時から受付開始）

6月24日㈰
午前10時〜正午

先着50名

6月23日㈯
午後2時〜3時40分

問合先へ電話か来館
（材料費1,000円）

入新井集会室

洗足池図書館
☎3726−0401

3726−3268

大森東図書館
☎3763−9681

3298−6021

問合先へ電話か来館
（5月11日から受付開始）

入新井図書館
☎3763−3633

3763−3781
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読み聞かせボランティア講座
子どもや高齢者への読み聞かせを、実技を交えて学びます。
初級講座①「紙芝居超入門」
日 6月8・15・29日の金曜、午後2時〜4時
会 羽田図書館 定 抽選で30名
初級講座②「読み聞かせ入門」
日 6月19・26日、7月3日の火曜、午後2時〜4時
会 蒲田図書館 定 抽選で30名
ステップアップ講座①
「読み聞かせスキル
アップ 高齢者へ声を届ける読み聞かせ」
日 6月18・25日、7月2日の月曜、午前10時〜正午
会 大田図書館 定 抽選で20名

3745−3229

当日会場へ
大森東図書館

18歳以上、先着20名

羽田図書館
☎3745−3221

◇ 〜 いずれも◇
対 読み聞かせボランティア経験がおおむね
2年未満 2年以上で全日程出席できる方。
は同時申込可
申 問合先へ往復はがき
（記入例参照。希望講座
名・番号、ボランティア経験年数、
同時申
込の場合は順位も明記）。5月24日必着
問 大田図書館
（〒145−0076田園調布南25−1）
☎3758−3051 FAX 3758−3625

「図書館ガイド」を発行しました
図書館の設備やサービスなどをご紹介。各図
図
書館、区役所本庁舎などで配布しています。
問 大田図書館
☎3758−3051 FAX 3758−3625

休館のお知らせ（特別整理のため）
図書館名

期間

問合先

池上

5月28日㈪〜6月2日㈯ ☎3752−3341

FAX 3752−9749

浜竹

6月4日㈪〜9日㈯

☎3741−1185

FAX 3741−6220

久が原

6月11日㈪〜16日㈯

☎3753−3343

FAX 3753−5642

洗足池

6月18日㈪〜23日㈯

☎3726−0401

FAX 3726−3268
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