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はがきなどで ❶ 催しなどの名称
申し込む場合
❷ 〒住所
の記入例

2月4日までに願書をハローワークへ
持参。随時見学できます。
都立城南職業能力開発センター大田校
☎3744−1013
3745−6950

（ふりがな）
がな）
❸ 氏名

※費用が記入されて
いない催しなどは
原則無料です。

（学年）
年）
❹ 年齢
❺ 電話番号
要事項
❻ その他必要事項

公園プールの休場
公園プ
ルの休場
ファミリー・サポートおおた
提供会員養成講座
（4日制）

教育委員会定例会
1月23日㈬、2月14日㈭、3月27日㈬
午後2時から（2月14日は午後1時から）
※変更となる場合があるので、事前にお
問い合わせください
ニッセイアロマスクエア5階（蒲田5−
37−1）
抽選で各16名
当日会場へ ※手話通訳・要約筆記希
望は開催1週間前までに連絡
教育総務課庶務係
5744−1535
☎5744−1422

青少年問題協議会
2月5日㈫午前10時〜正午
区役所本庁舎11階
先着5名
1月22日までに問合先へ電話
地域力推進課青少年担当
5744−1518
☎5744−1223

医療的ケア児・者
支援関係機関会議
2月5日㈫午後2時から
さぽーとぴあ
先着20名
当日会場へ ※手話通訳希望は 1月25
日までに連絡
障害福祉課障害者支援担当
5744−1555
☎5744−1700

グリーンプランおおた推進会議
2月5日㈫午後6時〜8時
区役所本庁舎2階
先着20名
当日会場へ
都市計画課計画調整担当
5744−1530
☎5744−1332

おおた健康プラン推進会議
2月6日㈬午後1時30分〜3時
区役所本庁舎11階
先着10名
当日会場へ
健康医療政策課経営計画担当
5744−1523
☎5744−1682

国民健康保険運営協議会
2月16日㈯午後2時から
区役所本庁舎2階
先着15名
当日会場へ
国保年金課管理係
5744−1516
☎5744−1208

都営住宅の入居者
●募集住宅 ①家族向住宅②単身者向住
宅③シルバーピア④居室内で病死などが
あった住宅
※①＝ポイント方式、②③④＝抽選
●応募資格・申込方法 募集案内（申込
書）をご覧いただくか、相談窓口にお問
い合わせください。
●申込書配布期間 2月4〜13日
●配布場所 区役所本庁舎1階、特別出
張所、大田区住宅管理センター
●相談窓口 東京都住宅供給公社都営住
宅募集センター（☎3498−8894）
建築調整課住宅担当
5744−1612
☎5744−1344
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育児の援助を受けたい方（利用会員）と
手助けをしたい方（提供会員）の会員組織
です。本講座を修了すると、提供会員と
して登録され、有償ボランティアとして
活動ができます。
区内在住の 20歳以上で心身ともに健
康な方
2月7日㈭・8日㈮・13日㈬・15日㈮
午前10時〜午後3時（7日は午後3時30分
まで）
キッズな大森
先着30名
はがきか封書（記入例参照。生年月日
も明記）をファミリー・サポートおおた
事 務 局（ 〒143−0016大 森 北4−16−
5）
へ
3763−0191
☎5753−1152

青年学級の学級生と協力者
◆コスモス青年学級
地域交流、スポーツ大会、区外施設へ
の外出、宿泊研修などを行います。
①学級生＝区内在住で肢体に障がいの
ある 18〜29歳の方（高校生を除く）②協
力者＝学級生の介助ができる 16歳以上
の方
（未経験者可）
平成31年4月〜32（2020）年3月の日
曜。月1回程度 ※平日夜や土曜にも月
1回程度活動有り
問合先へ電話。学級生は面接有り
◆若草青年学級
趣味講座、グループ活動、宿泊研修な
どを行います。
①学級生＝区内在住で知的障がいがあ
り、ある程度団体行動ができる 18〜29
歳の方（高校生を除く）②協力者＝学級
生と活動できる 16歳以上の方（未経験者
可）
平成31（2019）年5月〜32（2020）年
3月の日曜。月1回程度 ※協力者は平
日夜にも月1回程度活動有り
（社福）大田幸陽会（☎3745−0808）へ
電話。学級生は面接有り ※学級生は 2
月8日まで。協力者は随時受け付け
さぽーとぴあ
5728−9136
☎5728−9135

再就職をめざす
女性のための職業訓練
Word・Excel基礎科
（5日制）
結婚・出産・育児・介護などで退職し
た、次の全てを満たす方
①ハローワークで求職登録している②全
日程参加可③修了後ハローワークの職業
相談を受けられる
2月25日㈪〜3月1日㈮午前10時〜午
後3時 ※保育有り
産業プラザ
抽選で 10名
1月21日〜2月1日に所定の申込書（申
込先HP かハローワークで入手
可）を東京都産業労働局能力開
発課へ持参か郵送
▲
☎5320−4807
詳細はコチラ

地域包括支援センター
取組事例発表会

●平和島公園プール＝2月4日㈪・5日㈫
●東調布公園プール＝2月4日㈪〜3月1
日㈮ ※施設工事のため
道路公園課公園管理担当
5744−1527
☎5744−1319

1月16日㈬午後1時30分〜4時
アプリコ
先着200名
当日会場へ
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1268

大森スポーツセンターの休館
2月5日㈫〜7日㈭
☎5763−1311

※保守点検のため
5763−1314

展示「女性の活躍推進」
女性と仕事に関する統計資料などの展

羽田空港機能強化に関わる
説明会

示

展示パネル、担当者との対話による
オープンハウス型説明会。詳細は問合先
HP をご覧ください。
2月11日㈷午後1時〜5時、12日㈫午
後3時〜7時
京急蒲田駅改札口外コンコース
当日会場へ
国土交通省「羽田空港のこれ
から」
に関する電話窓口
☎0570−001−160
▲
詳細はコチラ
（IP電話☎5908−2420）

参加・催し
競馬場の歩き方講座
1月23日 ㈬ 午 前10時45分 〜 正 午（ 受
け付けは午前10時から）
大井競馬場L-WINGスタンド5階
※入場料は 100円
先着30名
※20歳未満は保護者の同伴が必要
当日会場へ
特別区競馬組合競馬事務局
☎3763−2151

MOA美術館
大田児童作品展
①1月25日㈮まで開催中＝荏原病院
②2月28日㈭まで開催中＝東邦大学大森
病院③1月15日㈫午後1時〜21日㈪＝大
森医師会館
教育総務部指導課
5744−1665
☎5744−1435

小中学校の作品展示
区立小学校連合書写展
1月17日㈭まで開催中
区立中学校連合書写展
1月22日㈫〜28日㈪
区立中学校連合技術・家庭展

2月1日㈮〜3月31日㈰
エセナおおた
5764−0604
☎3766−4586

ユネスコ大田地域遺産
写真展・講演会
◆写真展
2月2日㈯〜6日㈬午前9時〜午後5時
（6日は午後3時まで）
区役所本庁舎1階
◆講演会「勝海舟について」
2月2日㈯午後2時〜4時
区役所本庁舎2階
抽選で 80名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電
子申請も可。1月25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）
5744−1518
☎5744−1443

エコフェスタワンダーランド
in大森
〜地域から考える地球の未来〜
子どもに環境への関心を持ってもらう
ためのイベントです。
2月3日㈰午前10時〜午後3時30分
大森第五小学校
当日会場へ
※マイバッグ・上履き持参
環境計画課計画推進・温暖化対策担当
5744−1532
☎5744−1362

犬のしつけ方教室（座学）
犬の年齢ごとの特徴、犬とのコミュニ
ケーション術、高齢犬へのケアについて、
モデル犬を用いた講演
※犬の同伴は不可
2月3日㈰午後2時〜3時30分
消費者生活センター
先着70名程度
当日会場へ
生活衛生課環境衛生担当
5764−0711
☎5764−0670

大森 海苔のふるさと館
開館10周年
記念企画展

大田の漁業青年たちの挑戦
−昭和の海苔研究ことはじめ−
日 1月22日㈫〜4月14日㈰午前9時〜午後5時
海苔づくり研究の様子を記録した刊行物・写真
を展示。昭和期の漁業青年たちの研究・活動や、
元海苔生産者の保存資料・記録について理解を深
める機会とします。
関連事業

「大森の伝統を学ぶ海苔つけ体験」

公共職業訓練4月入校生

対 小学3年生以上

エ ン ジ ニ ア 養 成 科、 金 型 加 工 科、
3DCAD・CAM科、広告美術科、調理科、
板金溶接科、施設警備科
対象

1月30日㈬〜2月5日㈫
◇ 〜 いずれも◇
池上会館
※時間は午前9時〜午後6時30分（最終日
は午後1時まで。 は 1時30分まで）
教育総務部指導課
☎5744−1435
5744−1665

日時、日程

定 先着30名
会 問 大森 海苔のふるさと館

会場

費用

定員

日 2月17日㈰午前10時〜正午

申 問合先へ電話

☎5471−0333

申込方法、申込先

FAX 5471−0347

問合先

HP＝ホームページ

