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。

自立支援協議会就労支援部会
公開セミナー
「福祉的就労と
まちづくり・まちおこし」
区内在住・在勤・在学の方
2月5日㈫午後2時30分〜5時
アプリコ
先着110名
問合先へ電話か FAX（記入例参照）
※手話通訳希望は申込時に連絡
さぽーとぴあ
5728−9136
☎5728−9135

高齢者生活支援担い手養成講習
高齢者・認知症に関する知識、コミュ
ニケーション技術などを学びます。受講
後、要支援高齢者に簡単な家事などの援
助を行う「絆サービス（区の介護保険事
業）担い手（謝礼30分500円）」に登録で
きます。
①2月6日㈬・7日㈭②3月11日㈪・12
日㈫
①雪谷特別出張所②大田区社会福祉セ
ンター
先着各20名
おおたボランティアセンターへ電話
3736−5590
☎3736−5555

み物③2月20日㈬＝俳句 ※いずれも午
前10時〜正午
さぽーとぴあ
先着各20名
問合先へ電話か FAX（記入例参照）
上池台障害者福祉会館
☎3728−3111
3726−6677

消費者講演会
「備えあれば憂いなし！
老いじたくのススメ」
漫才や講演を通して、老後の備えにつ
いて考えてみませんか。
区内在住・在勤・在学の方
2月7日㈭午後1時30分〜3時30分
消費者生活センター
先着100名
当日会場へ ※講演のみ手話通訳有り
おおた成年後見センター
3736−5590
☎3736−2022

ミュージアム・トーク
「石を組む・石を積む
−古墳を作る技術−」
2月9日㈯午後2時〜3時
先着20名
当日会場へ
郷土博物館
3777−1283
☎3777−1070

日本赤十字社の講習

北海道ひやま

食・観光フェア

健康生活支援講習「一日介護講座」
着替えや起き上がりの介助、車椅子操作
2月6日㈬午後1時〜5時
救急法「養成講習（2日制）」
急病や出血などけがの手当て、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
2月14日 ㈭・15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
抽選で 25名 40名
1月23日までに問合先HP から申し込み
日本赤十字社東京都支部救護課
☎5273−6746
http://www.tokyo.jrc.or.jp/

災害対策について学び、不安や疑問を
解決するきっかけにしませんか？
2月12日㈫午後2時〜3時30分
消費者生活センター
抽選で 50名
問合先へ往復はがき（記入例参照）
。1
月31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

障がいのある方のための教室

おおたの教育研究発表会

区内在住の障がいのある方とその家族
①2月7日㈭＝絵画②2月18日㈪＝編

北海道檜山管内7町の特産品販売など
2月9日㈯・10日㈰
東急プラザ蒲田、JR蒲田駅西口駅前
広場
文化振興課文化事業担当
5744−1539
☎5744−1226

講演「災害から命を守る
〜大切な命をつなぐために〜」

スーパーアクティブスクール、教育研
究推進校、家庭学習研究推進校教職員の

図 書 館 だより
催し物
（★は要事前申込）

社会福祉協議会の講座
ボランティア入門講座
ボランティアの基礎知識と地域活動の
ヒント
ボランティア活動に関心のある方
2月13日㈬午後2時〜4時
地域福祉権利擁護事業「生活支援員養
成講座」
（2日制）
軽い認知症がある高齢者などの自宅を
訪問する支援員の養成
両日参加可能で、福祉活動に理解のあ
る 64歳以下（平成31年4月1日時点）の方
2月14日㈭午後1時〜4時、15日㈮午
前9時30分〜正午
赤十字幼児安全法ワンポイント講習
子どもの心肺蘇生。お子さんの同伴可
2月16日㈯午前10時〜正午
赤十字災害時高齢者生活支援講習
避難所で生活する高齢者の支援に役立
つ知識や技術の習得
2月20日㈬午後2時〜4時
赤十字「認知症講座」
認知症の正しい理解と危険予防など
3月6日㈬午後2時〜4時
◇ 〜 いずれも◇
大田区社会福祉センター
先着 40名 20名 15名
各25
名
問合先へ電話か FAX（記入例参照）。
のみ Eメールも可 ※申込期限 2月1
日 2月8日 2月21日
おおたボランティアセンター
3736−5590
☎3736−5555
voc@ota-shakyo.jp
おおた成年後見センター
3736−5590
☎3736−2022

子育て中で就職を検討している女性
（お子さんの同伴可） 先着10名

1月20・27日㈰午後2時〜3時30分

洗足池

☎3726−0401

1月26日㈯午前10時30分〜11時40分

大森西

☎3763−1191

大森東

☎3763−9681

中学生以上

先着30名

2月4日㈪午後1時〜3時

高校生以上

先着30名

2月16日㈯午後2時〜3時30分

区内16の図書館では館
ごとにさまざまなイベント
を開催しています。区報、
大 田 区・図 書 館HP、図 書
館内の掲示でご案内。ぜひ
探してみてください。

先着40名

先着35名
先着60名

会場・問合先図書館

☎3744−8411

大人のための朗読会

「面白い！」が
きっと見つかる
図書館のイベント

大田区保健所のゲートキーパー基礎
（初級）講座の修了者
2月27日㈬午後1時30分〜4時
消費者生活センター
先着80名
問合先へ電話か FAX（記入例参照）
健康医療政策課健康政策担当
5744−1523
☎5744−1728

大森南

小学生以下※

図書館だより番外編

ゲートキーパー応用講座
「相手に寄り添って
相談を受けるために」

1月19日㈯午後2時〜3時

児童映画会「ドナルド・ダック」ほか

＝

肢体に障がいのあるコスモス青年学級
生と区民が協力し、開催します。
2月24日㈰午後1時開演
池上会館
先着150名
当日会場へ
さぽーとぴあ
5728−9136
☎5728−9135

☎3759−2454

高校生以上

★印

コスモスふれあいコンサート

下丸子

講座「生誕225年記念 渡邉崋山の桃源の世界」★

※未就学児は保護者同伴

レクリエーションや野外活動をとおし
て楽しくリーダーシップを身に付けます。
区内在住・在学の中学・高校生
2月24日、3月2・16・23〜24・27日、
午前10時〜午後3時
※3月23〜24日は宿泊講習
ふれあいはすぬま ほか
2,300円
（宿泊参加者のみ）
先着で中学・高校生各24名
2月15日までに地域力推進課青少年担
当へ電話か FAX（記入例参照）
。区HP か
らも申込可
5744−1518
☎5744−1223

1月18日㈮午前11時〜正午

小学3年生以上

日経新聞の読み方・日経電子版の使い方講座 ★

ティーンズぱわーあっぷセミナー
（冬期）

日時

講演会「盲導犬と視覚障がい者」★

時代小説・文芸作品ほか ★

親子ふれあい遊びと参加家族の交流
4 か月〜1歳の誕生日までのお子さん
（第1子）と両親
①2月23日㈯②3月2日㈯ ※いずれ
も午前10時〜正午
先着各10組程度（1組1回のみ）
問合先へ電話か来所。①2月4日②2月
12日受付開始（午前10時〜午後6時）
①キッズな洗足池
3727−0520
☎5754−7830
②キッズな蒲田
5703−0099
☎5714−1152

蒲田駅前図書館は、変電室保守点検のため、休館日を2月21日㈭から2月25日㈪に変更します。
☎3736−0131 FAX 3736−1094
対象・定員

子育て中の女性へ・就職セミナー ★

初めてのパパママ子育て教室

2月の休館日変更のお知らせ

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

Ⓒ大田区

研究成果発表と分科会（①算数・数学科
の指導方法②主体的・対話的で深い学び
の実現③学校教育全体における指導④個
に応じた指導⑤家庭学習の推進）
区内在住の方
2月13日㈬午後2時から
池上会館
先着400名
1月24日までに問合先へ電話か FAX
（記入例参照。希望分科会も明記）
※区立学校の保護者は学校へ申し込み
教育総務部指導課
5744−1665
☎5744−1435

問合先へ電話か来館（ 1月12日受付開始）

水曜は全館で「おはなし会」
ボランティアの皆さんの絵
本の読み聞かせや紙芝居の上
演に「おもしろかったね！」と
子どもたちの満面の笑みが見
られます。このほか、赤ちゃ
んおはなし会、工作会や映画
会、図書館探検など、館ごと
に趣向を凝らしてお子さん向
けの催しを開催しています。

ヘンゼルとグレーテル

夏休みなどの特別なおはなし会で演劇を上演
する館も。毎回大盛況！

好奇心のとびらをひらく
図書館の世界
大人の方を対象に、ブックトーク、
朗読会、ビブリオバトルなど図書
館ならではのものから、大人のた
めの紙芝居、寄席、体操までさま
ざまなイベントを開催。講座・講演
会のテーマも、地域の歴史、多文
ブックトークは本との出会いの場。本に精
化共生、ビジネス、アロマ、認知 通したスタッフがテーマに沿ってさまざま
症予防など、多岐にわたります。
なジャンルの本を紹介します。

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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