
使用後の花火＝可燃ごみ　未使用の花火＝ごみ出し不可
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募集パンフレットは図書館・文化センター・特別出張所などで配布しています。
■問文化振興課文化事業担当（〒144－8621大田区役所）　☎5744－1226　■FAX5744－1539

おと   だま

大田区文化祭
出品・出場者
募集

㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷

書道展
10月17日㈯・18日㈰
午前10時～午後5時　アプリコ
未発表の作品を軸装。作品の裏面上
下に住所、氏名を書いた紙を貼る。
作品のサイズについてはお問い合わ
せください。対象は16歳以上。1人
1点
■申 大田区書道連盟(〒144－0051西
蒲田5－15－5原方☎3735－5279)
へ封書(2面記入例参照。参加人数も
明記。84円切手を貼った返信用封
筒（定形）に〒住所・氏名を記入し同
封)。8月26日必着

こと・尺八の集い
10月18日㈰
午前10時45分～午後6時
大田文化の森
①区内の琴・尺八演奏団体。1団
体13分以内
■申 大田区三曲協会(〒144－0055仲
六郷1－24－9－302古賀方☎5711
－5854)へはがき(2面記入例参照。
演奏曲目、団体名、代表者名も明記)。
8月22日必着

合唱祭
10月18日㈰
午前11時～午後6時30分　アプリコ
区内のアマチュア合唱団体。1団体
8分以内(入退場時間を含む)。出場

料有り。
■申 大田区民合唱連盟(〒145－0065
東雪谷5－16－4榊原方☎3729－
5519)に申込用紙を請求。8月17日
必着

絵画・写真展
10月23日㈮～25日㈰
午前10時～午後5時(25日は午後4
時まで)　池上会館
テーマは自由。未発表のもの。①絵
画＝洋画・日本画・墨絵などのいず
れかで20号以下。1人1点②写真＝
2L以上、ワイド四つ切り・A3・A3
ノビ以下。デジタル・自宅プリント可。
1人2点以内。抽選で各50点
■申 問合先へ往復はがき(2面記入例参
照。作品の種類、
サイズ、題名、
写真は撮影場所
も明記)。9月4
日必着

動画上映の集い
10月24日㈯・25日㈰
午前10時～午後5時　池上会館
テーマは自由。未発表のもの。1人1
作品(4分30秒以内)。記録メディア
はDVDのみ
■申 大田区動画連盟(〒146－0094東
矢口2－4－1－609向井方☎375
8－9847)に申込用紙を請求。8月
10日必着

詩吟剣詩舞大会
10月25日㈰
午前10時～午後6時　大田文化の森
絶句1題、和歌1首の吟、俳句1題の
いずれか1人1作品
■申 大田区詩吟舞道連盟(〒144－0052
蒲田5－29－8－308中野方☎5711－
1870)

短歌大会
11月3日㈷
午前10時～午後4時　池上会館
未発表作品。1人2首。B5判原稿用
紙に楷書で、新仮名か旧仮名遣いの
指定を明記
■申 大田区短歌連盟事務局(〒144－
0031東蒲田2－23－6安田方☎57
10－9319)へ「原稿在中」と朱書きし
た封書(2面記入例参照)。9月1日必着

華道展
11月7日㈯・8日㈰
午前10時～午後5時　大田区民プラザ
1人1瓶。
■申 大田区華道茶道文化協会(〒143－
0025南馬込2－28－13井口方☎377
2－0098)へ往復はがき(2面記入例
参照。流派も明記)。9月18日必着

郷土芸能大会
11月15日㈰
午後1時30分～4時30分　

大田区民プラザ
①区内郷土芸能・伝統芸能の団体・
クラブ(小学生以上)②大田区で活躍
されている方々の都道府県の伝統芸
能や諸外国の民族芸能
■申大田区郷土芸能保存会(〒143－
0016大森北3－1－1田中方☎3761
－6059)へ封書(団体名、代表者の
氏名・〒住所・電話番号、演題、所
要時間、団体の紹介を明記)。10月
20日必着

洋舞サークルフェスティバル
11月21日㈯
午後1時30分～ 7時　アプリコ
フラダンス、ジュニアダンス(ストリー
ト、モダン)、シニアダンス(ジャズ、
ベリー、バレエ)。社会教育関係団体
であること(要相談)。出場料有り。
■申 8月31日までに大田区洋舞サーク
ル連盟(☎090－6499－0906福本 
■EM yobu.renmei@gmail.com)へ
電話かEメール

吹奏楽祭
12月6日㈰
午前11時～午後7時　アプリコ
区内のアマチュア合奏団体。1団体
15分以内
■申 大田区吹奏楽連盟(〒146－0093
矢口3－28－8－111小西方☎5741
－1018)に申込用紙を請求。9月23
日必着
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大田区民プラザ定期公演（小ホール、全席指定）

アプリコ＆プラザ●催し物案内

●大田区民プラザ ☎3750－1611  ●アプリコ ☎5744－1600　●大田文化の森 ☎3772－0700
●（公財）大田区文化振興協会　☎3750－1611　■FAX3750－1150

☎3750－1555（午前10時～午後7時） ※発売初日の午後2時から公演前日午後7時まで下記問合先でもチケットをお求めいただけます

チケットはHPからもお求めいただけます
オンラインは一部対象外の公演を除き5％相当割引（別途手数料有り） https://www.ota-bunka.or.jp/

詳細は情報誌「Art Menu」をご覧ください。
特別出張所や図書館、文化センターなど区内の主な施設や駅で配布しています。
★特記事項のない公演への未就学児の入場はご遠慮願います。

チケット予約専用電話

伴奏／石川美羽、名鏡由梨 ※ライブ配信（有料）有り。
詳細はHPをご覧ください 8月13日㈭午後2時開演 

大人1,000円、中学生以下500円　※4歳以上入場可

下丸子らくご倶楽部
特別企画夏休みこどもらくご会！

2台のピアノによるア・ラ・カルトなピアノ協奏曲の世界 PART.Ⅰ

9月20日㈰午後2時開演
アプリコ小ホール
全席指定　一般2,000円、
　　　　　中学生以下500円 8月21日㈮午後7時開演

アプリコ大ホール　全席指定　1,000円発売日  7月22日㈬
山崎バニラ山崎バニラ

荒由香里荒由香里 　池内堯　池内堯 五味田恵理子五味田恵理子 本山麻優子本山麻優子

©山田雅子©山田雅子

古今亭菊之丞古今亭菊之丞 桃月庵白酒桃月庵白酒林家彦いち林家彦いち

アプリコお昼のピアノガラコンサート in SUMMER

好評
発売中

好評
発売中

㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷

松竹蒲田撮影所時代の作品を中心に上映。カツ
ベンの魅力満載のキネマ+エンターテイメント！！

山崎バニラとこども弁士の活弁大絵巻
in蒲田映画祭●出演

●出演●出演 ●出演

こども弁士ワークショップ参加者募集中！

8 大田区報　令和 2（2020）年 7月 21日号

区の世帯と人口（令和２年６月１日現在）
●世帯数…401,766世帯　●総人口…738,525人／日本人人口…713,239人（男…354,230人　
女…359,009人）外国人人口…25,286人（男…11,973人　女…13,313人）　●面積…60.83㎢

次号の区報は 8 月1日号

献血へのご協力をお願いします。全国の献血ルーム・巡回している献血バスで、本人確認ができるものをお持ちください。

はねぴょん
Ⓒ大田区

5753-7830
ナ ヤ ミ ゼ ロ

㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷
㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷

区役所本庁舎1階会 当日会場へ申
健康づくり課健康づくり推進担当　☎5744－1683　　 5744－1523問 FAX
5月29日㈮午後3時～6月2日㈫ 午後4時日

ぴったりサービス 検索

■問健康医療政策課地域医療政策担当　　☎5744－1264  　   5744－1523FAX

▶
詳しくは
コチラ

（月～金曜）午前9時～午後6時
（土曜）午前9時30分～午後6時

お気軽に
相談を

7月は「愛の血液助け合い運動」月間です

水分補給・衣類の調整・エアコンの活用などで、
熱中症を予防しましょう。室内や車の中でも要注意。

はねぴょん
Ⓒ大田区

　おもちゃ花火で遊ぶときは、子どもには大人が付き添い、思わぬ
けがや火事に注意しましょう。遊んだ後は、必ず水に浸して火種が
完全に消えていることを確認し可燃ごみとして出してください。未
使用の花火は発火の恐れがあるため、ごみとして出せま
せん。火気がなく湿気の少ない冷暗所で保管し、次の機
会に使用してください。

清掃事業課許可指導係
　☎5744－1629　 5744－1550
　大森清掃事務所　☎3774－3811　 3775－6028
　調布清掃事務所　☎3721－7216　 3722－3478
　蒲田清掃事務所　☎3732－5545　 3739－4889

　大田区における新型
コロナウイルス感染症対
策については、区HPに
最新情報を掲載してい
ます。公共施設の休止・
再開状況や区主催事業
の中止・延期などの情
報も随時更新していま
す。ご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

▲
詳細は
コチラ

　新型コロナウイルス感染症に伴
い、区報1日・11日号を発行休止
にしておりましたが、8月から通常
どおりの発行を再開します(毎月1
日・11日・21日に発行)。なお、
「区民のひろば」掲載申し込みの
受付は8月1日から再開します。詳
細は8月1日号をご覧ください。

　大田区における新型コロナウイルス
感染症対策については、区HPに最新情
報を掲載しています。公共施設の休止・
再開状況や区主催事業の中止・延期な
どの情報も随時更新して
います。ご確認ください。

相談窓口
●症状がある・感染が疑われる方／新型コロナ受診相談窓口
●大田区相談センター
　☎5744－1360　■FAX5744－1524
　（平日午前9時～午後5時）
●東京都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
　※土・日曜、休日は終日
　☎5320－4592（平日（夜間）午後5時～翌午前9時）
●感染への不安のある方
●大田区保健所 感染症対策課
　☎5744－1729　 ■FAX5744－1524
　（平日午前8時30分～午後5時）
●東京都新型コロナコールセンター
　※多言語（日・英・中・韓）による相談も可
　☎0570－550571　■FAX5388－1396
　（平日午前9時～午後10時）　※土・日曜、休日も受付

相談窓口
●症状がある・感染が疑われる方／新型コロナ受診相談窓口
●大田区相談センター
　☎5744－1360　■FAX5744－1524
　（平日午前9時～午後5時）
●東京都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
　※土・日曜、休日は終日
　☎5320－4592（平日（夜間）午後5時～翌午前9時）
●感染への不安のある方
●大田区保健所 感染症対策課
　☎5744－1729　 ■FAX5744－1524
　（平日午前8時30分～午後5時）
●東京都新型コロナコールセンター　※多言語（日・英・中・
韓）による相談も可
　☎0570－550571　■FAX5388－1396
（平日午前9時～午後10時）　※土・日曜、休日も受付

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

詳細はコチラ▶

　新型コロナウイルス感染症に伴い、区
報1日・11日号を発行休止にしておりま
したが、8月から通常どおりの発行を再
開します(毎月1日・11日・21日に発
行)。なお、「区民のひろば」掲載申し込
みの受付は8月1日から再開します。詳
細は8月1日号をご覧ください。

はねぴょん健康ポイント特集




