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。

可が必要です。認可を受けることは、条
洗足池 冬のバードウオッチング
例を順守して操業していることを証明し、
近隣と公害などのトラブルを未然に防止
冬の洗足池に集まる野鳥を観察します。
する役割もあります。該当する工場には
※小学生以下は保護者同伴
認可取得の案内を郵送します。詳細はお
1月13日㈰午前10時〜正午
問い合わせください。
洗足池公園
抽選で 30名
環境対策課環境調査指導担当
環 境 対 策 課 環 境 推 進 担 当（ 〒144−
5744−1532
☎5744−1369
8621大田区役所）へ往復はがき（記入例
参照）。電子申請も可。1月4日必着
大田区文化振興プラン
（素案）
5744−1532
☎5744−1365
閲覧・募集
池上本門寺はしご乗りと
●期間 12月17日〜1月7日
池上七福神めぐり
●閲覧場所 区HP、問合先、区政情報
1月14日㈷①池上七福神めぐり（自由
コーナー、特別出張所、図書館、郷土博
散策）＝午前10時〜午後4時②はしご乗
物館、文化センターなど
●意見の提出方法 問合先へ持参か郵送
り＝午後1時〜2時30分
①池上駅周辺②池上本門寺
か FAX か Eメール
区民説明会
当日会場へ。①は当日池上駅前と池上
12月19日㈬午後6時30分〜8時
本門寺階段下（イベント会場）でマップを
区役所本庁舎2階
配布
先着50名程度
（一社）大田観光協会
当日会場へ
3734−0203
☎3734−0202
※手話通訳希望は 12月13日までに連絡
出前講座
「親子で遊ぼう！」
ともに◇
◇
文化振興課文化計画担当
おおむね 1〜3歳のお子さんと保護者
5744−1539
①1月15日㈫＝六郷地域力推進セ
☎5744−1627
ンター②2月22日㈮＝大森スポーツセン
大田区シティプロモーション戦略
ター ※いずれも午前10時〜11時30分
（素案）
先着各30組
●閲覧・募集期間 12月21日まで受付中
キッズな大森へ電話か FAX（記入例参
●閲覧場所 問合先、区HP など
照）
。②は 1月21日受付開始
●意見の提出方法 問合先へ持参か郵送
3763−0199
☎5753−1153
か FAX か Eメール
日本赤十字社の講習
広聴広報課シティプロモーション担当
5744−1503
救急法「資格継続研修」
☎5744−1132
救急法救急員の認定者で、資格有効期
郷土博物館の休館
限までの期間が 1年未満の方
12月25日㈫〜1月5日㈯
1月17日㈭午後1時〜5時30分
救急法「基礎講習」
※展示替えのため
3777−1283
心肺蘇生・AED の使い方など
☎3777−1070
15歳以上の方
東京都は受動喫煙防止条例を
1月24日㈭午前10時〜午後4時
制定しました
ともに◇
◇
受動喫煙による都民の健康への悪影響
大森赤十字病院講堂
1,000円 1,700円
抽選で各40名
を、未然に防止するためのものです。
東京都受動喫煙防止対策相談窓口
問合先HP から申し込み
☎0570−069690
※申込期限 12月20日 1月3日
日本赤十字社東京都支部救護課
（月〜金曜、午前9時〜午後5時45分）
☎5273−6746
参加・催し
http://www.tokyo.jrc.or.jp/

明るい選挙ポスター展
区内在住・在学の小学〜高校生の作品
①12月13〜19日②12月20〜25日
※平日のみ。19日は午後3時まで
区役所本庁舎①1階②3階
選挙管理委員会事務局庶務・開票担当
5744−1540
☎5744−1462

足腰らくらく水中ウォーク
65歳以上で医師から運動制限を受け
ていない区内在住の方
1月23日、2月27日、3月27日㈬午後
1時30分〜2時30分
平和島公園温水プール
先着各50名
当日会場へ ※水着・水泳帽・飲み物
持参
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1624

催し物
（★は要事前申込）

区内在住・在勤・在学の方
2月3・10・17日㈰午後2時〜4時
先着30名
問合先へ往復はがきか FAX か Eメール
（記入例参照）
さぽーとぴあ
(〒143−0024中央4−30−11)
6303−7171
☎5728−9355
ota@tokyo-shuwacenter.or.jp

地域ボランティア講座

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
1月25日㈮午後1時30分〜4時30分
エセナおおた
抽選で 12名
1月15日までに問合先へ電話。保育有り
ハローワーク大森 ☎5493−8612

男性・女性脳の違い、ボランティアに生
かすことのできるコミュニケーション術
区内在住の方
2月6日㈬午後1時30分〜4時
大田区社会福祉センター
500円
先着30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

区民による区民のための連携講座
きっ さ

こ

初心者向け茶道体験 喫茶去
1月25日㈮午後7時〜8時30分
大田区民プラザ
今日は 馬込文士村 の参観日！
（3日制）
2月2・16日、3月2日㈯午前9時30分
〜午後0時30分
郷土博物館
短歌を楽しみませんか？−創作と鑑賞−
2月17日㈰午後1時30分〜4時30分
雪谷文化センター
歩いて踊れる脳と体の若返りダンス
2月19日㈫午後2時〜4時
消費者生活センター
◇ 〜 いずれも◇
区内在住・在勤・在学の方
300円 500円
抽選で
各15名
各30名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電

平成30年9月30日現在の

ジャパンデイ
茶道、盆景、畳ワークショップなどの
日本文化体験。国際都市おおた大使との
交流も予定 ※一部は事前申込制
主に区内在住の外国人（日本人も可）
2月24日㈰午前10時〜午後3時
池上梅園 ※入園料（100円。6〜15
歳は 20円、65歳以上無料）
がかかります。
参加費がかかる体験有り
問合先HP をご覧ください。
（一財）国際都市おおた協会
6410−7982
☎6410−7981
https://www.ota-goca.or.jp/

区の財政状況 をお知らせします
（表内の数値は各表示単位未満を四捨五入）

■一般会計予算執行状況

■特別区債現在高

予算現額

収入済額

収入率

支出済額

執行率

現在高

2,970億4,875万円

1,258億4,614万円

42.4%

1,175億7,767万円

39.6%

250億3,001万円

■区有財産

※詳細は区HPを
ご覧ください。

区 分
土
地
建
物
工
作
物
動
産
無 体 財 産 権
有 価 証 券
用 益 物 権
出資による権利
物
品
債
権
基
金

数 量
2,643,954㎡
1,246,472㎡

金 額
8,449億4,466万円
839億7,141万円
86億8,737万円

4,020万円
1,326㎡
13件
85,290点
14件
16件

9億4,784万円
236億2,710万円
125億9,786万円
1,308億29万円

問 財政課

対象・定員
（費用）
中学生以上

12月15日㈯午後2時〜3時30分

クリスマスパーティー！

小学生以下※ 先着60名

12月19日㈬午後3時30分〜4時30分

古今亭今いちさんと初笑い はねだ寄席

小学生以上

1月12日㈯午後2時〜4時

冬休み子ども映画会「にせものばんざい」ほか

小学生以下※ 先着20名

12月22日㈯午後2時〜2時30分

講座
「大森にあったまち工場」★

中学生以上

2月10日㈰午後2時〜4時

クリスマスおたのしみ会 ★

小学生以下※ 抽選で 100名

12月22日㈯午後3時〜4時

講座
「今日から使えるフェイクニュースの見分けかた」★

中学生以上

1月12日㈯午後2時〜3時40分

講座
「山村竜也が語る 続・江戸の暮らしに学ぼう」★

どなたでも 先着80名

先着60名
先着20名
先着70名

小学生以上 先着20名
（汚れてもいい服装で）

2月9日㈯午後2時〜3時40分
200円

1月20日㈰午前10時〜正午

映画会「被災地の水産加工業 経営者たちの戦いの記録」★

どなたでも 先着50名

1月24日㈭午後2時30分〜4時

東京子ども図書館出張おはなし会 ★

高校生以上 先着30名

1月26日㈯午後2時〜3時30分

※未就学児は保護者同伴

★印

＝

問合先へ電話か来館
（

12月16日締切、

12月15日受付開始、

FAX 5744−1502

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

大人のための紙芝居「昭和のお薬」ほか ★

面白い文字を書こう。大筆で書く「一筆龍」★

☎5744−1126

日時

先着40名

内 容
庁舎、学校、公園など
庁舎、学校など
公園、児童遊園の施設など
浮標、浮桟橋
著作権など
株券
地上権
大田区土地開発公社出えん金など
庁舎、学校などの備品など
大田区土地開発公社貸付金など
積立基金及び運用基金

10個
54件

図 書 館 だより

Ⓒ大田区

聴覚障がい者理解啓発講座(3日制)

子育てママのためのメイクアップ＆
ビジネスマナーセミナー

記念館講座「馬込文士村の交友
〜尾﨑士郎と川端康成〜」
1月19日㈯午後2時〜3時30分
大田文化の森
抽選で 50名
問合先へ往復はがきか FAX(記入例参
照。2名まで記名可)。1月7日必着
龍子記念館

子申請も可。1月4日必着
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
（〒144−8621大田区役所）
☎5744−1443
5744−1518

（〒143−0024中央4−2−1）
☎ 3772−0680

会場・問合先図書館
大森南
羽田

☎3745−3221

大森東
馬込

☎3744−8411

☎3763−9681
☎3775−5401

入新井集会室
入新井 ☎3763−3633
蒲田
☎3738−2459

3736−9782

消費者生活センター
蒲田駅前 ☎3736−0131
久が原

☎3753−3343

は FAX も可。記入例参照）

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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