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。

②後見などの申し立て中か検討中
③任意後見受任者か受任の準備をしている
①入門コース＝3月2日㈯②実務コース
＝3月9日㈯
※いずれも午後1時30分〜4時30分
大田区社会福祉センター
1,000円
（実務コースのみ）
先着各15名
おおた成年後見センターへ電話
3736−5590
☎3736−2022

育有り（1歳以上の未就学児。先着20名。
1人500円）
。2月12日受付開始
子ども家庭支援センター
☎5753−1153
3763−0199

賞した料理を作りながら、地球温暖化防
先着20名
問合先へ電話
止、食品ロス削減、ごみ減量の工夫を学ぶ。
郷土博物館
区内在住・在勤・在学の中学生以上の方
☎3777−1070
3777−1283
3月16日㈯午前10時〜午後1時
佐伯栄養専門学校
（蒲田5−45−5）
工場で見つけた
抽選で 40名
材料×ドライフラワーの
問合先へ往復はがき（記入例参照。性
アレンジワ
クショップ
アレンジワークショップ
別も明記）
。電子申請も可。2月22日必着
町工場で生まれた作品展示・販売も、
環境計画課計画推進・温暖化対策担当
同時開催します。
（〒144−8621大田区役所）
3月9日㈯①午前10時〜正午②午後1
5744−1532
☎5744−1362
防災講習会
時〜3時
〜地域防災力の向上のために〜
龍子記念館の催し
久ヶ原遺跡出土の壺形土器
くりらぼ多摩川（矢口1−21−6）
●地域の活動事例発表
ミニサイズ（15×11cm）1,500円、通
記念館講座「川端龍子 俳句と絵画制
中途失聴・難聴者向け
＝東六郷一丁目町会
常サイズ
（22×15cm）
2,500円
作」
手話講習会（20日制）
●講演「女性視点から
先着各8名
3月16日㈯午後2時〜3時30分
大田文化の森
抽選で 250名
手話で簡単な会話ができるようになる
の防災対策」
＝講師
※小学2年生以下は保護者同伴
（公財）市民防災研究所
問合先へ Eメール（記入例参照。希望
ことを目標とします。
区内在住・在勤・在学の中途失聴・難
理事 池上三喜子
時間・サイズも明記。参加者全員分記入）
区内在住の方
（一社）大田観光協会
聴者とその家族
3月2日㈯午後3時〜4時30分
3734−0203
4月〜平成32（2020）年3月の第2・4
☎3734−0202
池上会館
先着300名
cre.lab@o-2.jp
木曜、午後1時30分〜3時30分
問合先へ電話か FAX（記入例参照）。2
教材費実費
先着20名
おおた区民大学
問合先へ往復はがき（記入例参照。身
月22日必着
防災危機管理課普及担当
はじめの一歩〜私なりのセカンドライ
体障害者手帳の有無も明記）
。3月11日
5744−1519
☎5744−1611
フ・生涯学習を語ろう〜
必着
3月10日㈰午後1時30分〜4時
さぽーとぴあ
大田区青少年表彰式
池上会館
（〒143−0024中央4−30−11）
西国三十三所を巡る龍子 昭和33
（1958）
年
〜はばたけ！！未来へ〜
上野動物園元園長が語る「知るって楽
馬込文士の足跡散策会「徳富蘇峰と大
6303−7171
☎5728−9355
オープニングパフォーマンス、表彰式、 しい。学ぶって楽しい」〜動物たちと触
森山王の偉人たち」
手話通訳養成課程
3月17日㈰午後2時〜4時
受賞者スピーチ
れ合う歓びと驚きの日々〜
3月3日㈰午後1時30分〜4時
3月17日㈰午後1時30分〜3時30分
山王草堂記念館集合、大森駅解散
区内在住・在勤・在学で、手話講習
大田区民プラザ
消費者生活センター
抽選で 15名
会上級課程修了予定か同等の技術があり、
先着500名
当日会場へ
※保育有り（1歳以上の未就学児6名）
手話通訳者を目指す方
地域力推進課青少年担当
ともに◇
4〜12月の全30回
◇
5744−1518
区内在住・在勤・在学の方
☎5744−1223
昼の部（金曜）＝午後1時30分〜3時30分
抽選で 50名 70名
夜の部（木曜）＝午後6時30分〜8時30分
介護就職セミナー
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電
教材費実費
子申請も可。2月25日必着
区内の介護職場のやりがい・魅力紹介
選考で昼の部・夜の部各15名
資格の有無にかかわらず、介護の仕事
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
●選考方法・日程 読み取りと面接、3
に興味があり高齢者の支援をしたい方
（〒144−8621大田区役所）
月9日㈯
大森駅前文士村レリーフの解説
3月6日㈬午後2時〜4時
5744−1518
問合先へ往復はがき（記入例参照。昼
☎5744−1443
◇
池上会館
先着30名
ともに◇
夜の別も明記）。2月25日必着
環境にやさしいお料理教室
問合先へ申請書（区HP から出力可）を
問合先へ FAX か往復はがき（記入例参
さぽーとぴあ
〜フライパンひとつでできる！
郵送か FAX。2月27日必着
照。FAX申込は FAX番号も明記。 は 2 （〒143−0024中央4−30−11）
簡単でエコなパエリア〜
介護保険課介護サービス担当
6303−7171
名まで記名可）
☎5728−9355
5744−1551
●申込期限
3月4日 2月25日必着
☎5744−1655
龍子記念館
大田区公式Twitterで
子育て講座
（〒143−0024中央4−2−1）
毎日情報発信中！
「パパ・ママが元気になる！
☎ 3772−0680

子育てのコツ！」

1歳〜小学3年生の保護者、子育て支
援者 ※講座へのお子さんの同伴は不可
3月9日㈯午前10時〜11時45分
入新井集会室
先着60名
問合先へ電話か FAX（記入例参照）。保

遺跡めぐり
「学芸員と歩く、
久ヶ原遺跡ツアー」

エコレシピコンクールで最優秀賞を受

図 書 館 だより
Ⓒ大田区

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

蒲田駅前図書館は、館内殺虫消毒のため、休館日を3月22日㈮から3月11日㈪に変更します。
☎3736−0131 FAX 3736−1094
対象・定員

こう だ あや

アカウント名：＠city̲ota

3月の休館日変更のお知らせ

催し物（★は要事前申込）
ははきぎほうせい

3月21日㈷午後1時〜4時
郷土博物館、久ヶ原遺跡とその周辺
※移動中の交通費がかかります

催しや季節のお知らせ、区政情報
などをつぶやきます。
緊急時には防災情報を
発信します。

日時

大人のための朗読会 帚木蓬生『ひかるさくら』、幸田文『花見だんご』
ほか

高校生以上

先着40名

2月16日㈯午後2時〜3時30分

外国語でお話し会
（アメリカ）★

小学生以上

先着30名

2月23日㈯午前10時〜11時30分

大人のための朗読会 ★

中学生以上

先着40名

3月2日㈯午後2時〜3時30分

帚木蓬生『ひかるさくら』、太宰治
『舌切雀』
ほか

会場・問合先図書館
浜竹

☎3741−1185

大森南
☎3744−8411
3744−8421

やさしい日本語多読 ★

日本語を母語としない方、日本語
に興味のある方 先着20名

3月2日㈯午後2時〜4時

安部龍太郎講演会
「新しい戦国史観」★

区内在住・在勤の方

3月10日㈰午前10時〜11時30分

下丸子

バリアフリー映画会
「武士の家計簿」★ 字幕と副音声がついた映画

どなたでも 先着25名

3月10日㈰午後1時30分〜4時

大田

春休み子ども映画会

小学生以下※

3月16日㈯午後2時〜3時

大森東

バリアフリー映画会
「舟を編む」★

字幕と副音声がついた映画

DVD上映会 東日本大震災からの復興
「被災地の水産加工業 経営者たちの戦いの記録」★
馬込文士村資料展
「追悼特集雑誌コレクション」

※未就学児は保護者同伴

★印

＝

抽選で 40名

先着20名

☎3758−3051
☎3763−9681

どなたでも

先着60名

3月21日㈷午後1時30分〜4時

消費者生活センター
蒲田駅前 ☎3736−0131

どなたでも

先着70名

3月23日㈯午後2時〜3時40分

入新井集会室
入新井 ☎3763−3633

中学生以上

問合先へ電話か来館（

☎3759−2454

FAX も可、

3月23日㈯〜26日㈫午前10時〜午後5時

馬込

☎3775−5401

2月25日締切）

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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