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。

11月9日㈮〜16日㈮午前9時〜午後6
時30分 ※16日は午後1時30分まで
池上会館
東急池上線沿線の企業約15社とその
MOA美術館大田児童作品展
場で面接。職種は事務、軽作業が中心。
区立小学校児童の絵画・書写作品
パートタイム希望求職者
11月16日 ㈮ 〜18日 ㈰ 午 前10時 〜 午
11月22日㈭午後1時30分〜4時
後4時 ※16日は午後1時から
池上会館
直接会場へ（履歴書持参）
アプリコ
ハローワーク大森
応援しよう！小学生駅伝大会
3768−9872
小学5・6年生12人でたすきをつなぎ、
☎5493−8711
特設コースを走ります。
12月2日 ㈰ 午 前10時45分 〜 午 後3時
30分
やめよう歩きたばこ！
都立つばさ総合高等学校
ポイ捨て禁止！
（本羽田3−11−5）
歩きたばこは危険であり、ポイ捨ては
◇ 〜 いずれも◇
教育総務部指導課
まちの美観を損ないます。喫煙マナーを
5744−1665
☎5744−1435
守り、清潔で美しいまちづくりにご協力
ください。
おおたオープンファクトリー
環境対策課環境推進担当
5744−1532
普段は入れない工場に入ってみません
☎5744−1366
か。お子さん向けの企画も多数あります。
生産緑地地区の指定
①11月17日㈯午前10時〜午後4時
生産緑地地区の指定面積の要件が緩和さ
＝東急多摩川線下丸子駅、武蔵新田駅周
れました。指定を受ける場合は、手続きが
辺エリア②11月24日㈯＝六郷エリア
当日会場へ（①の一部と②は要予約）
必要です。詳細はお問い合わせください。
産業振興課商業振興担当
※詳細はイベントHP をご確認ください。
5744−1528
☎5744−1373
https://www.o-2.jp/mono/oof/
（一社）大田観光協会
大田文化の森の休館
3734−0203
☎3734−0202
11月7日㈬・8日㈭ ※設備点検など
のため
3772−7300
☎3772−0700

東急池上線地域
パートタイム就職面接会

折り紙で彩る源氏物語の世界

学校精神保健講演会
子どものこころの病気について、家族
や学校がどう関わればよいか考えます。
●講師 東邦大学教授 水野雅文
区内在住の方、学校関係者
11月27日㈫午後2時30分〜4時30分
池上会館
先着100名

区内小中学生のイベント
区立中学校連合美術展

大田区消費者被害救済委員会

☎188

（土曜）午前9時〜午後5時、
（日曜・祝日）
午前10時〜午後4時

対 次の全てに該当する方

①65歳以上で会場まで自分で
通える②医師から運動制限を
受けていない
開催日時

雨天時

新井宿児童公園 第2・4月曜 午後2時〜3時

本門寺公園

第1・3金曜

中止

午前10時〜11時
午後2時〜3時

第2木曜は嶺町集会室、第4木曜は中止

午前10時〜11時
午後2時〜3時

中止
第1金曜は中止、第3金曜は池上会館科学室

申 当日会場へ
問 高齢福祉課高齢者支援担当

●講演 「地球温暖化を考える〜いま私
たちに何ができるのか〜」
●講師 特定非営利活動法人気候ネット
ワーク 桃井貴子

過去の震災の経験から歯科医療従事者
が果たすべき役割について学びます。
●講師 奥羽大学教授 花岡洋一
災害時医療対策に興味がある方
平成31年1月12日㈯午後3時〜5時
新東京歯科技工士学校
（大森北1−18−2）
先着170名
問合先へ電話か講演会HP で（https://
www.dh.ntdent.ac.jp/reunion）
。保
育希望は事前に問い合わせを。
健康医療政策課地域医療政策担当
5744−1523
☎5744−1264

☎5744−1624

品川区の立会川から、勝海舟と西郷隆盛が会見したといわれる池上本門寺まで、
ガイドと一緒に幕末・明治に活躍した人々の足跡をたどります。池上本門寺松濤園
の特別見学もあります。
日 11月23日㈷午前9時30分〜午後1時
会 京急立会川駅〜池上本門寺
（約5キロ） 定 抽選で30名
申（一社）大田観光協会へ往復はがきかFAXかEメール
（記
入例参照）。11月9日必着
☎3734−0202 FAX 3734−0203 EM tour@o-2.jp
（〒144−0035南蒲田1−20−20 産業プラザ2階）

●講演
「生涯学習とコミュニケーションの支援」

☎3736−0123

消費者ホットライン

矢口二丁目公園

くらしフェスタ東京2018
消費者講演会

講演会
「大規模災害時における
歯科医療従事者の役割」

❷重症心身障がい

土・日曜、祝日は、国・都の機関がお受けします

ふくし公園

ハローワークで求職申し込み（当日可）
をした区内在住の子育て中の方
11月30日㈮午後2時〜3時
エセナおおた
抽選で 12名
11月20日までに問合先へ電話。保育
有り。詳細はお問い合わせください。
ハローワーク大森 ☎5493−8612

食糧支援をテーマにできることを考え
てみませんか。
区内在住・在勤・在学の方
12月19日㈬午後2時〜3時30分
大田区社会福祉センター
先着80名
おおたボランティアセンターへ電話か
FAX か Eメール
（記入例参照）
3736−5590
☎3736−5555
voc@ota-shakyo.jp

●講演「自己肯定感を身につけよう」
「就労に向けて自分らしさをいかに育てていくか」

月〜金曜、午前9時〜午後4時30分（祝日、年末年始を除く）

第2・4木曜

子育てママのための
面接対策セミナー

地域ボランティア講座

❶発達障がい「社会の中で生き抜くために」

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

萩中公園

区内で活動する約2,100団体から、あ
なたに合ったサークル情報やイベント、
講座などの情報を紹介します。
11月30日㈮午前10時〜午後2時＝
シニアステーション田園調布、12月18日
㈫午後2時〜4時＝生涯学習センター蒲田
当日会場へ
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
5744−1518
☎5744−1443

障がい別相談会

区は、学識経験者などで構成する消費者被害救済委員会
を設置し、「消費者が安心して暮らせる地域づくり」
を進め
ています。8月に委員会を開催し、消費者啓発や消費者被
害防止の施策について提言を受けました。消費者生活セン
ターに寄せられた相談のうち、区民の皆さんの消費生活に
影響を及ぼすと考えられる案件について、区長が委員会に
付託し、「あっせん」が行われます。

会場

地域で学び、地域で活かす
〜生涯学習相談会〜

勝海舟と西郷隆盛のゆかりの地を散歩しませんか

折り紙で源氏物語の世界を表現し、登
場する人たちの人物像・生き方を展示し
ます。
11月1日㈭〜15日㈭午前9時〜午後9時
エセナおおた
5764−0604
☎3766−4586

消費者相談専用電話

5744−1536

11月11日 ㈰ 午 後1時30分 〜 午 後3時
30分
先着200名
当日会場へ
消費者生活センター
☎3736−7711
3737−2936

立会川から池上本門寺へ
「龍馬・西郷どんゆかりの地さんぽ」

参加・催し

ご存じ
ですか？

当日会場へ
学務課保健給食係
☎5744−1431

FAX 5744−1522

❸視力障がい「くらしに役立つ相談会」
当事者を中心に、日頃の悩みなどを話し合います。
対 ①障がいがある方やその家族②③障がいがある方やその家族、支援者など
日 ①11月24日㈯午前10時〜正午②12月12日㈬午前10時30分〜正午③12月15日
㈯午後1時30分〜 3時30分
定 先着①③50名②30名 申 当日会場へ
会 問 さぽーとぴあ ☎5728−9134 FAX 5728−9136

ダニによるアレルギーに注意！
ダニは小児ぜんそくやアトピー性皮膚炎などアレルギー疾患の原因といわれてい
ます。高温多湿の夏場を越した寝具類には多くのダニが潜んでいます。今の季節は
特に注意が必要です！

ダニ対策のポイント
寝具類を天日に干す 取り込み後、表面を専用ノズルで掃除機をかける
（布団たたきでたたくだけではダニアレルゲンは取り除けません）
洗濯をする ダニのフンは水に溶けやすいため、洗える寝具や繊維製品は定期的
に洗う
掃除機がけ じゅうたんや畳の部屋は、掃除機で死骸やフンを吸い取る
室内の換気 窓の開閉や換気扇、扇風機を使って換気する
問 生活衛生課環境衛生担当 ☎5764−0694 FAX 5764−0711

はがきなどの記入例 ①催しなどの名称 ②〒住所 ③氏名
（ふりがな） ④年齢
（学年） ⑤電話番号 ⑥その他必要事項
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