間違い電話が多くなっています。今一度、番号をお確かめの上お問い合わせください。

助します。詳細はお問い合わせください。
次のいずれかに該当する団体
①オーちゃんネットの登録団体
②特定非営利活動法人
③社会福祉法人
●募集期間 6月3日〜7月31日
空家総合相談窓口
5744−1558
☎5744−1348

た工場を認定・表彰します。
区内で生産・加工現場を有し工場認可
されている工場（認可予定を含む）
●募集期限 8月8日午後5時必着
（公財）大田区産業振興協会
☎3733−6294
☎3733−6476
3733−6459
（共通）
https://www.pio-ota.jp/

「成人のつどい」
運営委員の
追加募集
令和2（2020）年1月13日㈷の式典を企
画・運営する新成人を募集します。会議
を平日夜に月1〜3回程度、主に区役所本
庁舎で行い、当日は司会を担当します。
区内在住で、平成11年4月2日〜平成
12年4月1日生まれの方
4名程度
地域力推進課青少年担当へ電話かFAX
5744−1518
☎5744−1223

ものづくり体験入校
6月15日㈯午前10時〜正午
金属加工=5名、板金溶接=10名、広
告美術=5名
6月12日までに問合先へ電話
都立城南職業能力開発センター大田校
3745−6950
☎3744−1013

戦没者追悼式の参列者
都内在住の戦没者遺族
8月15日㈭
①東京都追悼式＝文京シビックホール
②全国追悼式＝日本武道館
6月3〜14日までに問合先へ電話
※遺族団体会員は所属団体に申し込み
東京都福祉保健局計画課
☎5320−4076

中小企業の製品・技術・優工場
詳細は問合先HP をご覧ください。
中小企業新製品・新技術コンクール
区内に事業所があり 1年以上事業実績
のある中小企業が、平成26年7月1日〜
令和元（2019）年6月28日に開発した製
品・技術
●募集期間 6月3〜28日
●賞金 最優秀賞＝30万円、優秀賞＝
10万円、奨励賞・特別賞＝5万円
大田区「優工場」
人やまちに優しく、技術や経営に優れ

内職相談会
区内在住の方
6月25日㈫午前9時30分〜11時30分
ハローワーク大森
（公財）大田区産業振興協会へ電話
3733−6496
☎3733−6109

6月は
「東京都HIV検査・相談月間」
6月1〜7日は
「HIV検査普及週間」
です
HIV感染者は 20〜30歳代が全体の半
数以上を占め、約9割が性的接触による
感染です。感染しても早期に治療すれば
発症を長く抑えられます。早期発見、早
期治療が重要です。
●HIV即日検査を実施します
6月7日㈮午後5時〜6時30分
先着20名
問合先へ電話
感染症対策課感染症対策担当
5744−1524
☎5744−1263

6月は
「食育月間」
です
食料は多くの人が関わり生産・流通さ
れ私たちの元に届きます。日ごろから感
謝の気持ちで無駄なくいただくことを心
がけましょう。
健康づくり課健康づくり担当
5744−1523
☎5744−1683

多言語相談窓口を
ご利用ください
英語・中国語・タガログ語・ネパール
語・ベトナム語での生活相談、区へ提出
する書類の翻訳を行っています。詳細は
問合先HP をご覧ください。
※翻訳は 7月から手数料がかかります
月曜〜金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前10時〜午後５時

令和元（2019）年第2回区議会定例会は、6月13〜24日に開かれる予定です。
今会期の請願、陳情の受け付け締め切りは、6月6日の予定です。傍聴を希望す
る方は、本会議は区役所本庁舎11階の傍聴受付、委員会は10階の議会事務局ま
でお越しください。
手話通訳者希望の方＝7日前までに問合先へ申し込み
FM補聴システム受信機貸し出し希望の方＝前日までに問合先へ申し込み
問 議会事務局 ☎5744−1474 FAX 5744−1541

さぽーとぴあ へ行こう
①6月12日
②7月10日

アフターヌーンヨガ

7月9日㈫午後1時30分〜2時30分

伝承あそび

7月13日㈯午前10時30分〜11時30分

日本のお手玉

夏のクールなハーブティーブレンド 7月20日㈯午前10時30分〜11時30分
誰でもできる茶道体験

7月27日㈯午後2時〜3時30分

演歌で踊るダンス講座

8月9日㈮、9月13日㈮
午後6時〜6時45分

抽選で各15名（

は全日程参加できる方）

6月26日
7月3日
7月24日

対 区内在住・在勤・在学の方
（10歳以下のお子さんは保護者同伴） 費
定

500円

抽選で20名

申 問合先へ電話かFAX
（記入例参照） ※手話通訳希望は申し込み時にお伝えください
問 さぽーとぴあ

☎5728−9434

FAX 5728−9438

絶滅のおそれのある渡り鳥、コアジサ
熱中症にならないためには水分補給と
シの子育てを観察します。
6月15日㈯・23日㈰午前10時〜正午
暑さを避けることが大切です。ひとり暮
東京都森ヶ崎水再生センター
らしの高齢者宅には民生委員や地域包括
100円
抽選で各50名
支援センター職員が呼び掛けを行います。
どころ
●涼み処でひとやすみ
問合先へ往復はがき（記入例参照。参
9月30日 ま で 特 別 出 張 所、 文 化 セ ン
加希望日も明記）。6月7日必着
環境対策課環境推進担当
ター、老人いこいの家などを涼み処とし
て開放しています。ぜひご利用ください。 （〒144−8621大田区役所）
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1532
☎5744−1365
5744−1522
☎5744−1250

緑の講演会
〜花を知ることの大切さ〜

健康に関する専門家の
無料派遣
区内で介護予防の活動をしている団体
の活動場所で、専門家による健康講話や
体力測定、技術的指導など健康増進のア
ドバイスを無料で行います。
区内で介護予防の活動をしている団体
地域包括支援センターに来所か電話
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1407

休館のお知らせ
◆アプリコ
6月9日㈰・24日㈪ ※電力点検など
のため
5744−1599
☎5744−1600
◆山王草堂記念館
7月4日㈭ ※殺虫消毒のため
☎ 3772−0680
◆洗足区民センター
6月26日㈬ ※排水管清掃のため
3727−1462
☎3727−1461

膝痛や腰痛に効果的な運動で、予防や
痛みの改善を目指しましょう。
区内在住の 65歳以上で医師から運動
制限を受けていない方
6月〜令和2（2020）年3月の第2水曜、
午後1時30分〜2時30分
ライフコミュニティ西馬込
先着各回60名（飲み物、タオル持参）

大田文化の森
大 田文化
大田
大田文
田文
田
文化の森
文化
催し案内
催し
催
催し案
し案内
し案
イベント名
入門 楽しい紙芝居の
演じ方
（全2回）

申込締切

①6月28日㈮②7月26日㈮
午後6時〜6時45分

ヨガ講座

コアジサシ観察会

熱中症に気をつけましょう！

革でつくろう！
Myコインケース

開催日時

当日会場へ
高齢福祉課高齢者支援担当
☎5744−1624
5744−1522

膝痛・腰痛ストップ体操教室

大田区議会定例会の開催

イベント名

mics おおた
（一財）国際都市おおた協会
6410−7982
☎6410−7981
https://www.ota-goca.or.jp/

イニシャルフラワー
バッグをつくろう

身近な花を知ることの大切さを楽しく
学びます。栽培相談も行います。
●講師 矢澤秀成（草花育種家）
6月25日㈫午後1時〜4時
アプリコ
先着170名
当日会場へ
環境対策課環境推進担当
5744−1532
☎5744−1365

エセナフォーラム2019
◆講演会「マンガ家 里中満智子が伝え
る あした輝く女性たちへ」
6月30日㈰午後1時〜3時
先着120名
6月1日から問合先へ FAX か Eメール
（記入例参照）。※保育（1歳以上の未就学
児先着15名、1人500円）希望は、お子
さんの名前、年齢も明記。6月20日必着
◆地域団体企画講座・展示
防災、子育て支援、食育など。詳細は
お問い合わせください。 ※保育有り（要
事前申し込み。6月20日必着）
6月30日㈰①午前10時30分から②午
後3時30分から
エセナおおた
5764−0604
☎3766−4586
escena@escenaota.jp

大森東福祉園まつり
〜この街に生きる〜
7月7日㈰午前9時30分〜午後2時30分
大森東福祉園
3766−5761
☎3766−5760

区報掲載イベント以外にも
たくさんの催しを行っています。
詳しくはHPをご覧ください！
https://www.bunmori-unkyo.jp/
大田文化の森イベント

日時、対象、定員
7月7・14日㈰午後1時〜4時
18歳以上
抽選で 20名

検索

申込締切
6月14日必着

7月13日㈯①午前10時〜午後0時30分②午後1
時30分〜4時
小学5年生以上
抽選で各16名

6月28日必着

7月30日㈫午後2時〜4時30分
高校生までの親子（小学生以上は 1人参加可）
抽選で 30組

7月12日必着

8月23日㈮午前9時30分〜午後4時、24日㈯午
みんなで作ろう！
前9時30分〜11時30分
飛ばして遊ぼう！
抽選で①小学1〜3年生＝10名②小学4年〜
クラフト飛行機
（全2回）
中学生＝15名

500円 ①800円
②1,000円
問合先へ往復はがき（記入例参照。1枚1講座。
からも申込可

8月6日必着

は希望回も明記）
。問合先HP

大田文化の森運営協議会 〒143−0024中央2−10−1
（4階）
☎3772−0770
3772−0704

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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