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。

の人や自分の安全のため正しいマナーで
乗りましょう。
都市基盤管理課交通安全対策担当
5744−1527
☎5744−1315

抽選で 25名 40名
問合先HP から申し込み
※申込期限 11月27日 11月21日
日本赤十字社東京都支部救護課
☎5273−6746
http://www.tokyo.jrc.or.jp/

区民による区民のための
連携講座

見てよし！体験してもよし！！はじめ
ての紙芝居
参加・催し
11月30日㈮①午前10時30分から
②午前11時30分から③午後1時から
洗足区民センターの催し
洗足区民センタ
の催し
※時間内出入り自由
「介護支援講座」
認知症を知ろう
（3日制）
シニアステーション田園調布
11月17日、12月1・15日 ㈯ 午 後2時
当日会場へ
サンタさんも欲しくなる！ミニ可愛い
〜3時
小野幸惠の江戸カルチャー〜楽しく歌
クリスマス飾り
区内在住・在勤・在学の 18歳以上
舞伎を観るために〜
11月24日、12月8日、 平 成31年1月
12月2日㈰午前10時〜正午
池上会館
500円
12日㈯午後3時〜4時30分
おおた大使がやってくる
抽選で 15名
12月1日㈯午後6時〜7時30分
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電
健康けん玉講習会
子申請も可。11月21日必着
区内在住の 60歳以上の方
ともに◇
◇
12月4日㈫午後2時〜3時30分
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
◇ 〜 いずれも◇
（〒144−8621大田区役所）
先着各30名
問合先へ電話か来所
5744−1518
☎5744−1443
11月13日 11月14日から受付開始
稲わら細工
※詳細は区HP をご覧ください。
「しめ飾りづくり」
洗足区民センター
3727−1462
中学生以上
☎3727−1461
12月1日㈯①午前9時30分から②午後
大田区コミュニティビジネス
1時30分から
創業塾
500円
先着各20名
コミュニティビジネスに特化したシン
問合先へ電話
郷土博物館
ポジウムや連続講座を行います。
創業や商いによる地域活性化に興味の
3777−1283
☎3777−1070
ある方
①11月21日㈬午後6時から②12月5・
12・19日㈬午後7時から（3日制）
産業プラザ
先着①80名②30名
産業振興課連携推進担当へ電話かFAX
（記入例参照）。電子申請も可。①11月
20日②12月3日締め切り
5744−1528
☎5744−1340

野菜と花の品評会＆
JA東京中央収穫祭

日本赤十字社の講習

区内農家の方が生産した野菜と花の品
評会と受賞者の表彰、展示と即売。模擬
店、キッズコーナーなどもあります。内
容や詳しい日程は区HP で。
11月25日 ㈰ 午 前9時30分 〜 午 後4時
（展示会・表彰式＝午前11時から、即売
会＝午後1時30分から、特殊詐欺被害防
止実演劇＝午後2時30分から）
※野菜と花の販売・即売会は売り切れ次
第終了となります。
大田文化の森
産業振興課商業振興担当
5744−1528
☎5744−1373

幼児安全法「ワンポイント講習（心肺蘇
生コース）」
12月7日㈮午前10時〜正午
救急法「養成講習」
（2日制）
急病や出血などけがの手当、災害時の
心得
資格有効期限内の赤十字救急法基礎講
習認定証をお持ちの方
12月15日㈯・16日㈰午前9時30分〜
午後5時30分
1,900円
ともに◇
◇
大森赤十字病院講堂

コアジサシ講演会
「新浜から〜行徳野鳥観察舎の
たどってきた道」
●講師 千葉県野鳥の会 蓮尾純子ほか
12月8日㈯午後2時〜4時30分
アプリコ
先着200名
当日会場へ
環境対策課環境推進担当
5744−1532
☎5744−1365

催し物（★は要事前申込）

冬の多摩川で渡り鳥など生き物調査
12月9日㈰午前10時〜正午
多摩川河川敷（萩中集会所集合）
抽選で 30名
（小学生以下は保護者同伴）
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電
子申請も可。11月30日必着
環境対策課環境推進担当
（〒144−8621大田区役所）
5744−1532
☎5744−1365

講座
「蘇峰が語る師・勝海舟
〜江戸開城から海舟逝去まで〜」
12月15日㈯午後2時〜3時30分
大田文化の森
抽選で 50名
12月3日までに問合先へ往復はがきか
FAX
（記入例参照。1通で2名まで申込可）
。
龍子記念館
（〒143−0024中央4−2−1）
☎ 3772−0680

20歳以上

参加型朗読会「馬込文士の文学と名作童話を味わう 入門編」★

中学生以上

大人の工作会「デコパージュ」★

看護師や准看護師の免許をお持ちの方
①12月17日㈪〜19日㈬②12月17日
㈪〜21日㈮ ※いずれも午前9時〜午後
4時
池上総合病院
先着①15名②6名
池上総合病院
（☎3752−3151）
へ電話
健康医療政策課地域医療政策担当
5744−1523
☎5744−1264

介護就職セミナー
区内の介護職場のやりがい・魅力紹介
資格の有無にかかわらず、介護の仕事
に興味があり高齢者の支援をしたい方
12月18日㈫午後2時〜4時
池上会館
先着30名
問合先へ申請書（区HP から出力可）を
郵送か FAX。12月12日必着
介護保険課介護サービス担当
（〒144−8621大田区役所）
5744−1551
☎5744−1655

「在宅生活をささえる」
ボランティア入門講座

『勝海舟伝』
（1932年）を出した頃の徳富蘇峰(70歳ごろ）

JAL工場見学
SKY MUSEUM とそらエコ教室
格納庫見学やパイロットのお話から、
地球温暖化対策について学びます。
区内在住・在学の中学生と高校生

対象・定員

講演会「南雲晃彦医師の『上手な医者との付き合い方』」

看護職復職支援研修
（3日制・5日制）

自然観察路「川と干潟のみち」
水辺の鳥を観察しよう！

図 書 館 だより

Ⓒ大田区

12月15日㈯午後2時30分〜5時
JALメインテナンスセンター1（羽田空
港3−5−1）
抽選で 100名
問合先へはがき（記入例参照。学年と
性別も明記。グループの場合は 5名まで
5名まで、
代表者と同時申込者を併記）か電子申請。
11月22日必着
環境計画課計画推進・温暖化対策担当
（〒144−8621大田区役所）
5744−1532
☎5744−1362

おおたボランティアセンターで行って
いるボランティア活動について学びます。
ボランティア活動に関心のある方
12月26日㈬午後2時〜4時
大田区社会福祉センター
先着40名
問合先へ電話か FAX か Eメール（記入
例参照）
おおたボランティアセンター
3736−5590
☎3736−5555
voc@ota-shakyo.jp

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

日時
11月24日㈯午後2時〜3時30分

浜竹

☎3741−1185

抽選で 20名

11月25日㈰、12月2日㈰いずれも午後2時〜4時

馬込

☎3775−5401

どなたでも

先着15名

11月27日㈫午前10時〜11時30分

大森南

☎3744−8411

大人のためのおはなし会「ジヴェルニーの食卓」ほか

高校生以上

先着35名

12月2日㈰午後2時〜3時30分

大森西

☎3763−1191

ライブラリーシネマIN久が原「裸の大将放浪記」

高校生以上

先着60名

12月8日㈯午後1時30分〜4時

久が原

☎3753−3343

大人のための朗読会「源氏物語きりばめ帖」★

高校生以上

先着35名

12月8日㈯午後2時〜3時30分

洗足池

☎3726−0401

18歳以上 先着20名

12月9日㈰、平成31年2月24日㈰午後3時〜5時

下丸子 ☎3759−2454

大人のためのクリスマス朗読会「幸福な王子」ほか ★

高校生以上 先着30名

12月15日㈯午後2時〜3時30分

クリスマススペシャルおはなし会

小学生以下※ 先着10名

12月19日㈬午後3時〜4時

大森東

☎3763−9681

どなたでも

12月22日㈯午後2時〜3時40分

入新井

☎3763−3633

北沢夏音の文章の書き方講座
「記憶を言葉にする・ストーリーテリングの文章術」★

ビジネス支援講座
「売れる仕組みをつくる〜行動が変われば売上も変わる〜」★
※未就学児は保護者同伴 ★印

＝

問合先へ電話か来館（

先着40名

会場・問合先図書館

先着35名

11月16日締切、

消費者生活センター
蒲田駅前 ☎3736−0131

12月1日午前9時受付開始）

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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