11月9〜30日

区の施策検証などの参考とするため、意識調査を実施します
問 企画課政策・企画担当

OTA ふれあいフェスタ 2018

☎5744−1735

はねぴょん

FAX 5744−1502

Ⓒ大田区

日 11 月3 日㈷・11 月4 日㈰午前 10 時〜午後 4 時

会 平和島公園、平和の森公園、大森ふるさとの浜辺公園、ボートレース平和島

「出会い」
「元気」
「環境」
「多文化」をテーマにした4 つのエリア
でステージイベント、ブース出展、各種アトラクション、水上イ
ベントなど盛りだくさん！

●3 つの友好都市の特産品のほか、全国各地の特産品が集結
●アスリートによるステージイベントやオリンピック・パラリンピッ
クの競技体験
●謎解きゲームをしながら各エリアを回ってみよう！

問 文化振興課文化事業担当

フットサル大会を通して
児童虐待防止の意義を呼びかけます
対 区内で活動するサッカーチーム

☎5744−1226

FAX 5744−1539

「オレンジリボン・ファミリーカップ」参加チーム募集

日 12 月9 日㈰午前 10 時〜午後 3 時

会 新宿小学校※雨天時は体育館

抽選で 15チー オレンジリボンには子ども虐待を防止す
ム※U-8
（小学 1・2 年生）、U-10（小学 3・4 年生）
、U-12
（小学 5・6 年生）の 3カテゴリで各 5チーム 申 10 月24 日〜11月 るというメッセージが込められています。
（チーム名、代表者名、電話番号、メールアドレス、参加カテゴリ、参加人数を明記）か web 専用フォーム。
21 日に（一財）チャイルドワンへ Eメール
EM info@child-one.org web 専用フォームアドレス https://pro.form-mailer.jp/fms/da80a325154826
web専用フォームはこちら
問 子ども家庭支援センター地域子育て推進係 ☎5753−1153 FAX 3763−0199

ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎に気を付けよう！
ノロウイルスは毎年冬季に流行し、集団感染する事例も多い感染症です。
①感染経路…主に経口感染で、少量のウイルスでも感染します。
●ウイルスを取り込んだ二枚貝を、生や不十分な加熱で食べたとき
●感染した人が、十分に手を洗わず調理した食品を食べたとき
●感染した人の便やおう吐物に触れた手指を介して口に入ったとき
②主な症状…おう吐や下痢、腹痛です。乳幼児や高齢者が感染すると脱水症状
を起こすことがあるので、症状があるときは早めにかかりつけ医を受診しましょう。
③予防のポイント…食事の前やトイレの後には石けんと流水で 30 秒以上手を洗う
ことを習慣づけましょう。カキなどの生食は避け、十分加熱してから食べましょう。
④おう吐物の処理…おう吐物は手袋やマスクを着用して処理し、ビニール袋など
に密閉して捨てましょう。汚染された場所は塩素系漂白剤で消毒します。処理後
は十分手を洗いましょう。
問 感染症対策課感染症対策担当 ☎5744−1263 FAX 5744−1524

大田区在住作家美術展とチャリティー・オークション
区内在住の作家による美術作品約 50 点を展示するほか、チャリ
ティー・オークションでの販売などを行います。
日 11 月3 日㈷〜 10 日㈯午前 10 時〜午後 6 時

（9 日は午後 7 時まで、10 日は午後 3 時まで）
会 アプリコ

●あなたの作品の講評コーナー
出品作家が、来場者の持参作品を講評します。
日 午前 10 時〜正午、午後 2 時〜 5 時
（10 日を除く）
●ギャラリートーク 出品作家が自作の前でミニトークを行います。
日 ①11 月4 日㈰午後 2 時から②11 月9 日㈮午後 2 時から
★最終日には色紙プレゼントの抽選もあります！
問（公財）大田区文化振興協会 ☎3750−1611 FAX 3750−1150
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ネズミに困っていませんか？
◆ネズミ対策のポイント
①穴やすき間があれば、金属タワシやパテなどを詰め、
侵入口をふさぐ
ふた
②食べ物は蓋付き容器や冷蔵庫へ。ペットフードや生花なども注意
③巣を作らせないよう、新聞や衣類、レジ袋などは片付ける
◆住まいの衛生パネル展、ネズミ対策個別相談会
ネズミや衛生害虫の防除方法、室内空気汚染対策などの展示。パンフレットも配布。
日 11月6日㈫正午〜11月9日㈮午後1時 ※相談会は6〜8日の午後と、
9日午前
会 区役所本庁舎1階
◆自主講習会への講師派遣
自治会・町会、集合住宅などで講習会を行う場合、保健所の職員を講師として派
遣しています。詳細はお問い合わせください。
問 生活衛生課環境衛生担当 ☎5764−0694 FAX 5764−0711

に泊まるバスツアー
薬師温泉と養命酒工場見学ツアー 小さなお土産付き！
対 代表者が区内在住か在勤の方

日 12 月16 日㈰・17 日㈪
（1 泊 2 日）

費 大人 21,400 円、小学生以下 20,200 円
から 定 抽 選で 42 名 ※部 屋は 15 畳 和
室（7 名以上は部屋が分かれます。1 名 1 室
利用は不可）
。申込期限、申込方法など詳
薬師雪見風呂
薬師長屋門
細は問合先 HPをご確認ください。
問 休養村とうぶ
（長野県東御市和6733−1）
☎0268−63−0261 http://recreationvillage-tobu.com/

地域力推進課区民施設担当
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〜幕末・明治のゆかりの地をめぐる〜

観光
来年の夏に勝海舟記
通信 念館の開設が予定されて

いる
「洗 足 池」
、勝 海 舟 と 西
郷隆盛の会見の碑が建つ松濤園のあ
る
「池上」
など、区内には幕末・明治
に活躍した勝海舟・西郷隆盛のゆか
りの地があります。江戸無血開城から150年の節目を記念し、
「幕末・
明治スタンプラリー」
を開催中です。二人のゆかりの地を
めぐり、オリジナル丼を食べてみませんか。ゆかりの地
について詳しく知りたい方は
「大田区観光情報センター」
にぜひお立ち寄りください。
「幕末・明治スタンプラ
リー」
の冊子はもちろん、区内の観光スポットやイベン
ト情報をたくさんご用意してお待ちしています。
問 大田区観光情報センター
（蒲田4−50−11ウィング
キッチン京急蒲田 M2階） ☎6424−7288

伊豆高原学園に泊まる

伊豆の大物産市「めちゃくちゃ市」と
旬のみかん狩りツアー

ひもの開き日本一大会

1日目はみかん狩りとみかんのワイン工場を見学。 も楽しめます
2日目は伊豆の特産物が集まる
「めちゃくちゃ市」に参加します。

対 中高年の方 日 1月25日㈮・26日㈯
（1泊2日） 費 中学生以上23,000円から

定 抽選で40名※部屋は相部屋か1室利用。申込期限、申込方法など詳細は伊

豆高原学園HPをご確認ください。
問 伊豆高原学園
（静岡県伊東市八幡野1154−3） ●お知らせ●
指定保養施設
☎0557−48−7815
「熱川ハイツ」
については、10月
31日をもって閉館となります。
http://www.izukougengakuen.jp/
☎0557−23−2300
☎5744−1229 FAX 5744−1518

特集 あなたにあった子育て、いっしょに考えませんか？

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あり）も行っています。

