元号表記は平成を用いています。

みどりに触れて楽しいガーデニング

海藻おしばづくり

1 ハーブ講座
●講師 ハーブ研究家 永田ヒロ子
5月18日㈯午後2時〜4時
池上会館
2 キッチンガーデン講座
●講師 園芸家 深町貴子
6月8日㈯午前10時〜正午
消費者生活センター
◇1 2 ともに◇

5月26日㈰①午前10時〜11時30分②
午後2時〜3時30分
先着各40名
問合先へ電話
大森 海苔のふるさと館
☎︎5471－0333
5471－0347

200円
抽選で各100名
問合先へ往復はがき
（記入例参照。1
2 の別も明記。複数名分記入可）
。電子
申請も可。15月7日 25月28日必着
環境対策課環境推進担当
（〒144－8621大田区役所）
☎︎5744－1365
5744－1532

外国人おもてなし講座

馬込文士の足跡をたずねて
「文士とスポーツ選手との交流」
区内在住・在勤・在学の方
5月19日㈰①午前10時〜正午②午後2
時〜4時
山王草堂記念館
抽選で各18名
問合先へ往復はがきかFAX
（記入例参
照。2名まで記名可。5月7日必着
龍子記念館
（〒143－0024中央4－2－1）
☎︎ 3772－0680

ーツ
スポ 都市
健康
宣言

東京2020オリンピック・パラリンピッ
クに向けて、外国の文化を理解し、おも
てなし方法を学んでみませんか。
区内在住・在勤・在学の方
5月26日㈰＝米国編、6月9日㈰＝中
国 編、6月23日 ㈰ ＝ 韓 国 編、7月7日 ㈰
＝インド編、7月21日㈰＝ドイツ編
※いずれも午後1時30分〜3時30分
大森まちづくり推進施設5階
先着各30名
問合先へ電話かFAXかはがきかEメー
ル
（記入例参照。希望日も明記）5月13日
必着

おおたde
おおた

スポーツ

（一財）国際都市おおた協会
（〒143－0023山王2－3－7）
☎︎6410－7981
6410－7982
mail@ota-goca.or.jp

子育て講座
「子育ての困りごと解決します！
！」
区内在住・在勤のおおむね1歳から小
学3年生までのお子さんの保護者、子育
て支援者
5月27日㈪午前10時〜11時45分
アプリコ
先着30名。保育有り（1歳以上の未就
学児。先着20名。1人500円）
4月22日から問合先へ電話かFAX
（記
入例参照）
キッズな大森
☎︎5753－1153
3763－0199

6月1日㈯午前10時〜正午
大田区社会福祉センター
先着90名
当日会場へ
（手話通訳有り）
おおた成年後見センター
☎︎3736－2022
3736－5590

予約制就職面接会
求人企業6〜7社との面接会
おおむね55歳以上の方
5月23日㈭午後1時30分〜3時30分
大田区社会福祉センター
先着40名
5月9〜22日に大田区いきいきしごと
ステーションへ来所
☎︎5713－3600
5713－3602

初めてのパパママ子育て教室
ベビーマッサージと参加家族の交流

大規模改修を終え、7月1日㈪から利用を再開します。7月利用分の
一般抽選申込はうぐいすネットにて5月15日から31日まで可能です。
大田スタジアム ☎3799－5820
3799－5782

※（公財）大田区体育協会は５月１日から「（公財）大田区スポーツ協会」に名称が変わります。

5471－8789

各種目の開催日など詳細は問合先HPをご覧ください。
※個人種目の用具は各自でご用意ください
先着各50名
所定の申込書
（問合先で配布。問合先HPからも出力可）を当日会場へ

ダンス
バドミントン

小学4年～
中学3年生

硬式テニス
ソフトテニス

会場
区民広場

土曜、午後2時〜4時

大森第八中学校

日曜、午前10時〜正午

矢口東小学校

土曜、午後1時〜3時
土曜、午後1時〜3時

中学生

大森第六中学校

日曜、午後2時〜4時

中学生

六郷中学校

日曜、午前10時〜正午

小学4年～
中学3年生

高畑小学校

土曜、午前10時〜正午

萩中集会所

木曜、午後6時〜9時

大森西区民センター

剣道

小・中学生
※小学1～3年生は 馬込区民センター
保護者同伴
多摩川小学校
洗足池小学校

◆玉入れ競技大会

曜日・時間

蓮沼中学校

卓球

1 古典芸能講座
（能・狂言）
①映画『獅子の座』をめぐって②野村萬
斎の世界
①6月12日㈬②7月10日㈬午後2時〜
3時30分
2 椅子に座ってリフレッシュ体操
ストレッチ・筋トレ・脳トレなど
6月5日、7月3日㈬午後2時〜3時30分
◇1 2 ともに◇
先着 1 40名 2 30名
問合先へ電話か来所
馬込区民センター
☎︎3775－2308
3775－2364

大田スタジアムの利用再開

◆小・中学生スポーツ教室

陸上
（短・中・長距離）

馬込区民センターの講座

5月15日㈬午後1時30分〜4時15分
（卓球は2部制で1人1回）
当日会場へ。開始15分前から受付開始。運動のできる服装と室内シュー
ズをお持ちください ※小学生以下は保護者同伴
大森スポーツセンター
☎5763－1311
5763－1314

（公財）大田区体育協会
（〒143－0016大森北4－16－5） ☎5471－8787

対象

区内在住の障がいのある方
6月2日㈰午後1時30分〜3時
さぽーとぴあ
先着15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

大森スポーツセンターの卓球・バドミントン一般開放

ビーチテニス・ビーチバレー・ビーチサッカーなど
ビーチスポーツの用具の貸し出しも行っています。
5月2日㉁・22日㈬、6月7日㈮・16日㈰・19日㈬、
7月3・10日㈬、8月9日㈮・18日㈰
※いずれも午前10時〜正午、午後1時〜4時
大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場
当日会場へ
スポーツ推進課スポーツ推進担当
☎5744－1441
5744－1539

種目

障がいのある方のための
健康体操教室

元気なうちに考えたい 老いじたく
〜遺言書の活用と成年後見制度〜

ビーチバレー場無料開放 DAY

（公財）大田区体育協会の催し

7か月までのお子さん
（第1子）
と両親
①5月25日②6月1日③6月29日④7月
20日の土曜 ※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①5月7日②5月
13日③6月10日④7月1日受付開始
（午前
10時〜午後6時）
①キッズな大森
☎︎5753－7830
3763－0199
②キッズな六郷
☎︎6715－7830
6428－6901
③キッズな洗足池
☎︎5754－7830
3727－0520
④キッズな蒲田
☎︎5714－1152
5703－0099

金曜、午後6時〜9時
金曜、午後5時30分〜8時30分
土曜、午後5時〜8時

１チーム10名。タイムで競います。詳細は問合先HPをご覧ください。
区内在住・在勤・在学の方
5月26日㈰午前9時〜午後3時
大森スポーツセンター
100円
当日会場へ
（個人でも参加可）

www.sportsota.or.jp

◆区民スポーツ大会
種目

開催日

会場

相撲

5月12日㈰

平和の森公園相撲場

アマチュア
レスリング

5月26日㈰

洗足区民センター

アーチェリー

6月1日㈯

平和の森公園
アーチェリー場

申込先・期限など
詳細は問合先HPを
ご覧ください。
大田区体育協会

バスケットボール 6月29日㈯・30日㈰、 大森
（小学生）
スポーツセンター
7月13日㈯

検索

◆自転車走行会
（ロードサイクリング）

小学3年生以上 ※小学生は保護者同伴
6月2日㈰午前9時ガス橋下広場に集合 ※雨天時は6月9日㈰
●コース ガス橋下広場→東高根森林公園→多摩川水道橋→ガス橋下広場
（約25km）
先着50名
200円
当日集合場所へ
※自転車、昼食、飲料水、雨具は各自用意。大田区サイクリング連盟の
走行証をお持ちの方は持参

◆スポーツ健康都市宣言記念事業
OTAウオーキング～初夏の多摩川べりで爽やかな風にふれて～

5月26日㈰午前8時30分〜9時に西蒲田公園集合
※小雨決行。小学生以下は保護者同伴
●コース 西蒲田公園→多摩川沿い→洗足池
（約9km）
当日集合場所へ

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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