
▶開園時間　午前9時～午後4時30分（入園は午後4時まで）
※2・3月の休園はありません
▶入園料　大人（16歳以上）100円、子ども（6歳以上）20円　
※5歳以下、65歳以上、身体障害者手帳をお持ちの方などは無料
（要確認書類）
▶問合先　地域基盤整備第一課大森地域基盤整備担当
　☎5764－0643 ■FAX 5764－0633

　新しく開設したHANEDA×PiOの交流空
間。そこに創業者や2代目、3代目の経営者
などが業種や年代に関係なく集うことで、
区内外のさまざまな企業が相互につながり、
関わり合う。そして新たなチャレンジをし
ながら協業することで、区内企業にとって
も活発な交流を創出し、さらに新たな経営
者が生まれるなど、にぎわいのある場所に
なることを期待しています。

大手企業、研究機関、中小企業、団体、起業家など多彩な事業者が国内外から集い、連携による事業の
相乗効果が期待されるHANEDA×PiO。そんなHANEDA×PiOにさまざまな分野の団体から関心が寄せら
れています。国内外で活躍するお二人にそれぞれの立場からHANEDA×PiOへの期待を伺いました。

●入り口で検温を実施しています。37.5℃以上の方はご入園いただ
けません。また、体調不良の方は来園をご遠慮ください
●マスクの着用、入園時に手指の消毒をお願いします
●園内やその周辺での飲食、大声での会話はご遠慮ください
●団体での来園の際は、集団で行動しないなどのご配慮をお願いします

　災害時の緊急情報をはじめ、新型コロナウイルス感染症
に関するお知らせなど、区からの大切な情報を配信してい
ます。ぜひご利用ください！

大田区公式SNSを
ご利用ください！ 友だち登録はコチラ▶

LINE
（＠otacity）

フォローはコチラ▶

Twitter
（＠city_ota）

国内外のプレイヤーが語るHANEDA×PiOへの期待

池上梅園で
春の香りを楽しみませんか
池上梅園で
春の香りを楽しみませんか

来園される方へお願い

日本企業の新たなチャレンジの創出
東京商工会議所大田支部　青年部幹事長　山下和幸さん

　HANEDA×PiOは国際的ハブ空港である
羽田空港に隣接し、都心、地方、海外との
アクセスがよい場所に立地しています。今
後この利点を生かし、また大田区の積極的
なご支援をいただき、スイス企業と区内企
業との積極的な交流が生まれることでしょ
う。HANEDA×PiOが、日本の海外への玄
関口となり、多くのイノベーションを生み
出す場所になることを期待しています。

スイス企業との交流で生まれるイノベーション
在日スイス大使館 商務担当参事官 スイス・ビジネス・ハブ日本代表  クラウディオ・マツケリさん

11日号・21日号は新聞折込か駅広報スタンド、区施設、公衆浴場、セブン-イレブンで配布。
配送サービス（外出困難などの要件有り）も行っています。2月21日号 やってみよう“やさしさ”から生まれる

コミュニケーション  UD特集次号の区報は

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） ※一般発売初日の午後2時から公演前日午後7時まで下記施設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/

大田区民プラザ定期公演（小ホール・全席指定）

チケット予約専用電話

南こうせつ
コンサートツアー2021
～いつも歌があった～

4月24日㈯午後5時開演　全席指定　6,800円　アプリコ大ホール

一般発売日　
2月18日㈭●出演　林家彦いち、

　桃月庵白酒、鈴々舎馬るこ
●ゲスト　古今亭菊之丞
●若手バトル　春風亭一花、三遊亭ぐんま

3月26日㈮午後6時30分開演　2,500円　

下丸子らくご倶楽部

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。
　★新型コロナウイルス感染症防止のため、公演内容が変更になる場合があります　★記載事項のない公演への未就学児の入場はご遠慮願います

オンライン先行発売日　2月13日㈯正午
一般発売日　2月18日㈭

一般発売日　2月18日㈭
●出演　MALTA（Sax）、福田重男（Pf）、
吉田豊（Bs）、ジーン重村（Drs）
3月18日㈭
午後6時30分開演　2,500円
遅割（午後7時30分から）1,500円
※当日に残席がある場合のみ

下丸子JAZZ倶楽部　
MALTA ジャズ・カルテット
～春のスタートはMALTAと共に～

●出演　南こうせつ

デビューから現在までに至る
名曲の数々をユーモアたっぷり
なトークとともにお贈りします。

すい  きん  くつ

池上梅園では、2月から3月に
かけて30種あまりの梅の花が咲
き誇ります。特に丘陵斜面に咲く
紅梅はとても華やかです。雪吊り、
水琴窟などの風情も楽しめます。

つ

▶問合先　産業振興課産業交流担当　☎5744－1641 ■FAX 6549－9436

ハ　　ネ ダ ピ オ

あなたの大切な自転車を守ろう！ 短い時間でも
必ず施錠！

鍵を2個付け
「ツーロック！」 はねぴょん

Ⓒ大田区
地域力・国際都市　おおた
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問合先　産業振興課産業交流担当　☎5744－1641   ■FAX 6549－9436

●所在地：羽田空港1－1－4
(京浜急行電鉄空港線・
東京モノレール「天空橋駅」直結)

●駐車場：190台(平置き)
●駐輪場：620台
(コミュニティサイクル
ポート有り)

羽田イノベーションシティ

HANEDA×PiOってどんなところ？
　羽田イノベーションシティのゾーンK1・2階に位置する区の事業のための空間で、令和2年7
月に開業しました。多様な企業や人々が交流する「交流空間ゾーン」やテナント企業が入居する
「テナントゾーン」からなるイノベーション拠点です。日本の玄関口である羽田空港近くの立地特性を生かすことで、国内外の人々、研究・技術などが集まり、
活発な交流が生まれる空間をつくり、新産業の創造・発信や区内企業への波及を目指しています。
　また、各ゾーン利用者の活動を支援し、区内企業との橋渡しをするために(公財)大田区産業振興協会もここに窓口を設けています。

ここで何ができる？
　区民の暮らしを充実させるためにさまざ
まな情報を集め、社会課題を解決する取り
組みを羽田から発信します。そのために、
ここでは多様な人々や機関の交流、新たな
事業の創出や実証実験などを支援します。

国内外のプレイヤーが語るHANEDA×PiOへの期待４面へ

イノベーションは羽田から
あなたが輝くフィールドがここにある

　地域課題の解決に向けてロボットなどの先端産業を活用し、公民連携でまちづく
りを進めている羽田イノベーションシティに、ヒト・モノ・情報の交流を活性化さ
せる場として「HANEDA×PiO」を整備しました。
　ここでは区内企業はもちろん、このまちに集うさまざまなプレイヤーをつなぎな
がら、「新産業創造・発信拠点」の形成に向けて取り組みを進めています。

　地域課題の解決に向けてロボットなどの先端産業を活用し、公民連携でまちづく
りを進めている羽田イノベーションシティに、ヒト・モノ・情報の交流を活性化さ
せる場として「HANEDA×PiO」を整備しました。
　ここでは区内企業はもちろん、このまちに集うさまざまなプレイヤーをつなぎな
がら、「新産業創造・発信拠点」の形成に向けて取り組みを進めています。

ハ ネ ダ ピ オ

HANEDA×PiO内「交流空間」

羽田イノベーションシティ

ACCESS

HANEDA×PiOから生ま
れる

 イノベーションにご期待
ください！ HANEDA×PiOを

もっと知りたい▶

※HANEDA×PiOの「PiO」とはPlatform for Innovation in Ota Cityの略称



特別区民税・都民税の申告は郵送で！

受付期間　2月16日～3月15日
　新型コロナウイルス感染拡大防止のために、申告書は郵送でご提出ください。申
告が必要な可能性がある方や前年に申告した方には、2月12日に住民税の申告書を
郵送します。

　詳細は区HPをご覧ください。

1給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直しなど
　「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除・公的年金等控除制度の見直
しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替えることとされます。この改正と併せて、
基礎控除に所得制限が導入され、扶養親族など
の所得金額要件についても見直されます。

2ひとり親控除の新設・
　寡婦（寡夫）控除の見直し
　婚姻歴の有無を問わず適用される「ひとり親控
除」を新設し、現行の寡婦（寡夫）控除とともに見
直し・再編が行われました。

▲
詳細はコチラ

▶問合先　
課税課課税担当　
■FAX 5744－1515（共通）
大森地区　☎5744－1194
調布地区　☎5744－1195
蒲田地区　☎5744－1196

令和3年度からの個人住民税の主な改正点

国民健康保険に加入している方へ
1結核・精神通院医療給付金受給者証の
交付
　結核・精神通院医療の受給者に、「結
核医療給付金受給者証」「国保受給者証
（精神通院）」を交付します。指定の医療
機関に提示すると、対象医療費の自己負
担金が不要になります。都外で受診した
場合は、領収書を添えて申請先へ申請す
ると対象医療費の自己負担分が支給され
ます。
次のいずれかに該当する方

①結核医療費受給者で、住民税が非課税
（19歳以下は世帯主が非課税）
②自立支援医療費（精神通院）受給者で、
同一世帯の国民健康保険加入者全員の住
民税が非課税
※住民税未申告の方は、国保受給者証の
発行ができません。必ず住民税の申告を
済ませてから申請してください
●申請先
結核＝感染症対策課感染症対策担当
　☎5744－1263　 5744－1524
精神通院＝
地域福祉課障害者地域支援担当
大森　☎5764－0696　 5764－0659
調布　☎3726－4139　 3726－5070
蒲田　☎5713－1383　 5713－1509
糀谷　☎3741－6682　 6423－8838
2療養費の給付
　医療費の全額を支払った場合、保険で
認められた部分を支給します。申請方法
などはお問い合わせください。申請から
支給まで3か月程度かかります。また、
診療日の翌日から2年を経過すると時効
となり支給できません。
次のいずれかに該当する方

①急病など、やむを得ない理由で医療機
関に保険証を提示できなかった
②国外で診療を受けた（治療目的で渡航
した場合を除く）
③医師の指示で治療用装具を購入した
④医師が治療上必要と認めたマッサー
ジ・はり・きゅうの施術を受けた
⑤骨折・脱臼・打撲・捻挫（骨折・脱臼
は応急手当ての場合を除き、あらかじめ
医師の同意が必要）で接骨院・整骨院の
施術を受けた
⑥輸血のための生血の費用を負担した
⑦臍

さい

帯
たい

血
けつ

や内臓移植などの搬送費を負担
した
⑧負傷・疾病などで移動困難かつ緊急そ
のほかやむを得ない理由で適切な保険診
療を受けるために移送された

◇12ともに◇
国保年金課国保給付係

　☎5744－1211　 5744－1516

軽自動車をお持ちの方へ
　4月1日現在、バイク、軽四輪車（660cc
以下）、フォークリフトなどの小型特殊
自動車を所有している方は、軽自動車税
（種別割）がかかります。新規登録、廃車、
所有者の変更は速やかに届け出てくださ
い。手続き先は車種により異なりますの
でお問い合わせください。

※インターネットオークションで原付バ
イクやミニカーを購入する場合の大田区
の標識登録手続きには、旧所有者の廃車
申告受付書と譲渡証明書、新所有者の印
鑑が必要です。購入時の領収書などでは
登録できません
◆軽自動車グリーン化特例（軽課）延長
　4月1日以降に購入する自家用乗用車
（登録車・軽自動車）は、適用対象が電気
自動車などに限定されます。
※法改正により、今後変更になる場合が
あります
課税課課税担当

　☎5744－1192　 5744－1515

障害年金を受給している方へ
児童扶養手当の算出方法が

変わります
　児童扶養手当法の一部改正
により、3月分から手当額が
障害年金の子の加算部分の金
額を上回る場合、その差額を
手当として受給できるように
なります。詳細や必要書類はお問い合わ
せいただくか区HPをご覧ください。既
に児童扶養手当受給資格者として認定を
受けている方は、申請不要です。
子育て支援課児童育成係

　☎5744－1274　 5744－1525

在宅で医療を受けたい方のために
　往診などに関する相談をお受けします。
区内在住の方とその家族

●在宅医療相談窓口専用ダイヤル
　☎5744－1632（午前9時～正午。土・
日曜、休日、年末年始を除く）
※お住まいの地区ごとに相談受け付け日
が異なります
大森地区＝火曜、第2・4金曜
田園調布地区＝月・木曜
蒲田地区＝水曜、第1・3・5金曜
健康医療政策課地域医療政策担当

　☎5744－1264　 5744－1523

難病患者支援ガイドブック
を作成しました

　難病と診断された方が区
内で利用できる、主な公的
サービスなどを分かりやす
く一冊にまとめました。区

HPからもご覧いただけます。
●配布場所
問合先、地域福祉課、地域健康課
健康づくり課健康づくり担当

　☎5744－1683　 5744－1523

大田区青少年問題協議会
3月15日㈪午後2時～4時
区役所本庁舎11階
先着5名
問合先へ電話。3月5日締め切り
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

建築リフォーム
区内在住の方
第2・4火曜（休日を除く）、午後1時30

分～4時30分
※3月は実施しません
区役所本庁舎1階
当日会場へ
産業振興課産業振興担当

　☎5744－1363　 5744－1528
（2月17日から 6424－8233に変更に
なります）

生涯学習ボランティア
　これまでの経験によって
培った知識や技術を地域に役
立ててみたいと考えている
方・団体の登録制度です。要
件などは区HPをご覧ください。

問合先へ申請書（問合先で配布。区
HPからも出力可）を持参
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1443　 5744－1518

大田区一般廃棄物処理基本計画
中間見直し報告書（素案）に

関するご意見
　詳細は区HPをご覧ください。
●閲覧・募集期間　
2月22日まで
●閲覧場所
区HP、問合先、区政情報コー
ナー、清掃事務所・事業所、特別出張所
●意見の提出方法
問合先へ郵送、FAX、持参など
清掃事業課清掃リサイクル担当

　☎5744－1628　 5744－1550

大田区子ども・子育て会議委員
　会議に出席して、子育て施
策などに関する意見を述べて
いただきます。
次のいずれかに該当する方

①区内在住で、幼稚園、保育所、
学童保育を利用している
②上記①を利用した経験のある18歳未
満のお子さんがいる保護者か子育てに関
心がある
●募集人数　選考で2名
問合先へ申込書（区HPから出力可）、

作文（課題「地域での子育て支援について
あなたが思うこと」を400～800字程度）
を郵送かEメール。3月5日必着
子育て支援課経営計画担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1272　 5744－1525

kodomokaigi-iin@city.ota.tokyo.jp

23区合同説明会・
技術職採用フォーラムの
PR動画を配信します

特別区職員採用試験・選考
の受験希望者
●動画内容
①各区・組合紹介＝パンフ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

HPからもご覧いただけます。
●配布場所
問合先、地域福祉課、地域健康課
健康づくり課健康づくり担当

　☎5744－1683 5744－1523

問合先へ申請書（問合先で配布。区
HPからも出力可）を持参
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1443　 5744－1518

大田区一般廃棄物処理基本計画
中間見直し報告書（素案）に

関するご意見

※費用が記入されて
　いない催しなどは
　原則無料です

はがきなどで
申し込む場合
の記入例

情報箱
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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
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をご覧ください。

相
談
窓
口

☎5320－4592
☎5744－1360
■FAX5744－1524

東京都発熱相談センター（24時間対応）

大田区相談センター（平日午前9時～午後5時）

症状がある・感染が疑われる方／新型コロナ受診相談窓口

 ☎0570－550571
■FAX5388－1396

東京都新型コロナコールセンター
（午前9時～午後10時／土・日曜、休日も対応）
※多言語（日・英・中・ハングル）による相談も可

感染への不安のある方

みんなで取り組もう感染対策
●マスクをはずしての会話はやめよう　●体調が悪いときは外出をやめよう　●換気のために空気を入れ替えよう

詳細はコチラ▶

レットやHPだけではつかめない23区・
3組合の概要や特色、魅力、求める人材
などの説明
②技術職職員紹介＝技術職職員による仕
事の魅力や醍

だい

醐
ご

味
み

などを紹介
●配信期間　7月30日まで
●視聴方法
問合先HPからご視聴いただけます
特別区人事委員会事務局任用課

　☎5210－9787

糀谷中学校　夜間学級
　詳細はお問い合わせください。
都内在住か在勤で、義務教育未修了の

15歳以上の方
※義務教育修了者でも諸事情により中学
校で十分に学べなかった方は、入級が可
能な場合があります
●授業
月～金曜、午後5時30分～8時55分
糀谷中学校夜間学級（午後2時以降）

　☎3741－4340　 3744－2668

産業経済部執務室の一時移転
●移転期間
2月15日㈪から当面の間
●移転先　
南蒲田1－20－20（産業プラザ4階）
産業振興課産業振興担当

　☎5744－1363　 5744－1528
（2月17日から 6424－8233に変更に
なります。電話番号の変更はありません）

アプリコの休館
2月28日㈰

※電力点検のため
　☎5744－1600　 5744－1599

花文様アーティスト
小宮里江子作品展

　ボールペンで花文様を描いた作品を多
数発表されている小宮里江子さんの作品
展を開催します。
2月19日㈮～3月28日㈰午前9時～午

後7時
羽田図書館

　☎3745－3221　 3745－3229

熊谷恒子記念館
地域連携プログラム

「葉書に描く　日本画の世界」
　熊谷恒子の書とともに、日本画の魅力
を紹介します。
2月23日㈷～3月28日㈰午前9時～午

後4時30分（入館は午後4時まで）
●休館日　月曜
●入館料　100円（子ども50円）
※65歳以上（要証明）と5歳以下は無料

熊谷恒子記念館
　☎ 3773－0123

親族向け成年後見講座
次のいずれかに該当する親族など

①法定後見の申立て中か検討中
②自らが成年後見人などになることを検
討中
3月6日㈯午前9時30分～午後0時30分
大田区社会福祉センター
先着12名
問合先へ電話
おおた成年後見センター

　☎3736－2022　 3736－5590

JALリモート工場見学と
そらエコ教室

（オンライン開催）

　工場の見学や現役パイロッ
トのお話から、地球温暖化対
策について学びます。
小学4年生～高校生
3月13日㈯午後3時～4時10分

抽選で200名
電子申請。2月28日締め切り
環境計画課計画推進・温暖化対策担当

　☎5744－1625　 5744－1532

馬込文士の足跡をたずねて散策会
「尾﨑士郎と宇野千代を慕った

馬込文士たち」
　山王会館資料室や文士村レリーフ、文
士の旧居跡などを訪ねます。
3月14日㈰午後2時～4時

※雨天決行・内容の変更有り
尾﨑士郎記念館集合（山王会館解散）
抽選で10名
問合先へ往復はがきかFAX（記入例参

照）。3月2日必着　
※1通につき1名まで
龍子記念館

（〒143－0024中央4－2－1「馬込文士
の足跡」係）
　☎ 3772－0680

情報を賢く使う
～インターネットの使い方講座～
　インターネットの基礎知識
を理解し、スマートフォンを
使ってのビデオ会議・イン
ターネットショッピングなど
のデモンストレーション体験
をします。
区内在住・在勤・在学の方
3月18日㈭午後2時30分～4時30分
産業プラザ

抽選で30名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電

子申請も可。2月25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）
　☎5744－1443　 5744－1518

和暦から学ぶ
～自然のいとなみを感じて暮らす～
　自然の流れを実感しながら、暮らしを
見直すきっかけを和暦から学びます。
小学5年生以上
3月20日㈷午後1時～2時30分
先着12名
問合先へ電話。2月12日午前10時か

ら受け付け
平和の森公園みどりの縁側

　☎ 6450－0123（月曜休室）

春休み子ども手話教室
　オンライン（Z

ズ ー ム

oom）
で開催します。
※受講時のパソコン操
作やインターネット環
境など接続に関する
ことは各自で設定を
お願いします
区内在住・在学の5～12歳の方

※未就学児は保護者同伴
3月26日㈮午後2時～4時
先着25名
問合先へEメール（記入例参照）
さぽーとぴあ

　☎5728－9355　 6303－7171
ota@tokyo-shuwacenter.or.jp

シニアの健康維持のために
　マスク着用、タオル・飲み物持参
1体力測定会　体力測定と介護予防のアドバイス、体操など
▶日時・会場　①3月8日㈪＝大田文化の森②3月9日㈫＝六郷地域力推進センター
※いずれも午後1時45分～3時45分
2認知症予防講座　認知テストや認知症予防の講義、体操など
▶日時・会場　①3月22日㈪＝六郷地域力推進センター②3月23日㈫＝池上会館
※いずれも午後2時～3時30分

◇12ともに◇
▶対象　区内在住の65歳以上で医師などに運動を制限されてい
ない方
▶定員　抽選で各会場20名
▶申込方法　問合先へ往復はがき（記入例参照。希望会場も明
記）。2月25日必着
▶問合先 高齢福祉課高齢者支援担当（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1624　 5744－1522

過去の様子「大森駅前文士村レリーフ」にて

▲
詳細はコチラ

▲
申し込みは
コチラ

高頭信子「山笑うころ」

レットやHPだけではつかめない23区・
3組合の概要や特色、魅力、求める人材
などの説明
②技術職職員紹介＝技術職職員による仕
事の魅力や醍

だい

醐
ご

味
み

などを紹介
●配信期間　7月30日まで
●視聴方法

熊谷恒子記念館
地域連携プログラム

「葉書に描く　日本画の世界」
熊谷恒子の書とともに、日本画の魅力

を紹介します。
2月23日㈷～3月28日㈰午前9時～午

抽選で200名
電子申請。2月28日締め切り
環境計画課計画推進・温暖化対策担当

　☎5744－1625 5744－1532

馬込文士の足跡をたずねて散策会
「尾﨑士郎と宇野千代を慕った

馬込文士たち」

抽選で30名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電

子申請も可。2月25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）
　☎5744－1443 5744－1518
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新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。催しなどにご参加の際は、マスク着用などの感染症対策にご協力をお願いします。

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



▶開園時間　午前9時～午後4時30分（入園は午後4時まで）　
※2・3月の休園はありません
▶入園料　大人（16歳以上）100円、子ども（6歳以上）20円　
※5歳以下、65歳以上、身体障害者手帳をお持ちの方などは無料
（要確認書類）
▶問合先　地域基盤整備第一課大森地域基盤整備担当
　☎5764－0643　■FAX 5764－0633

　新しく開設したHANEDA×PiOの交流空
間。そこに創業者や2代目、3代目の経営者
などが業種や年代に関係なく集うことで、
区内外のさまざまな企業が相互につながり、
関わり合う。そして新たなチャレンジをし
ながら協業することで、区内企業にとって
も活発な交流を創出し、さらに新たな経営
者が生まれるなど、にぎわいのある場所に
なることを期待しています。

　大手企業、研究機関、中小企業、団体、起業家など多彩な事業者が国内外から集い、連携による事業の
相乗効果が期待されるHANEDA×PiO。そんなHANEDA×PiOにさまざまな分野の団体から関心が寄せら
れています。国内外で活躍するお二人にそれぞれの立場からHANEDA×PiOへの期待を伺いました。

●入り口で検温を実施しています。37.5℃以上の方はご入園いただ
けません。また、体調不良の方は来園をご遠慮ください
●マスクの着用、入園時に手指の消毒をお願いします
●園内やその周辺での飲食、大声での会話はご遠慮ください
●団体での来園の際は、集団で行動しないなどのご配慮をお願いします

　災害時の緊急情報をはじめ、新型コロナウイルス感染症
に関するお知らせなど、区からの大切な情報を配信してい
ます。ぜひご利用ください！

大田区公式SNSを
ご利用ください！ 友だち登録はコチラ▶

LINE
（＠otacity）

フォローはコチラ▶

Twitter
（＠city_ota）

国内外のプレイヤーが語るHANEDA×PiOへの期待

池上梅園で
春の香りを楽しみませんか
池上梅園で
春の香りを楽しみませんか

来園される方へお願い

日本企業の新たなチャレンジの創出
東京商工会議所大田支部　青年部幹事長　山下和幸さん

　HANEDA×PiOは国際的ハブ空港である
羽田空港に隣接し、都心、地方、海外との
アクセスがよい場所に立地しています。今
後この利点を生かし、また大田区の積極的
なご支援をいただき、スイス企業と区内企
業との積極的な交流が生まれることでしょ
う。HANEDA×PiOが、日本の海外への玄
関口となり、多くのイノベーションを生み
出す場所になることを期待しています。

スイス企業との交流で生まれるイノベーション
在日スイス大使館 商務担当参事官 スイス・ビジネス・ハブ 日本代表  クラウディオ・マツケリさん

11日号・21日号は新聞折込か駅広報スタンド、区施設、公衆浴場、セブン-イレブンで配布。
配送サービス（外出困難などの要件有り）も行っています。2月21日号 やってみよう“やさしさ”から生まれる

コミュニケーション  UD特集次号の区報は

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） ※一般発売初日の午後2時から公演前日午後7時まで下記施設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/

大田区民プラザ定期公演（小ホール・全席指定）

チケット予約専用電話

南こうせつ
コンサートツアー2021
～いつも歌があった～

4月24日㈯午後5時開演　全席指定　6,800円　アプリコ大ホール

一般発売日　
2月18日㈭●出演　林家彦いち、

　桃月庵白酒、鈴々舎馬るこ
●ゲスト　古今亭菊之丞
●若手バトル　春風亭一花、三遊亭ぐんま

3月26日㈮午後6時30分開演　2,500円　

下丸子らくご倶楽部

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。
　★新型コロナウイルス感染症防止のため、公演内容が変更になる場合があります　★記載事項のない公演への未就学児の入場はご遠慮願います

オンライン先行発売日　2月13日㈯正午
一般発売日　2月18日㈭

一般発売日　2月18日㈭
●出演　MALTA（Sax）、福田重男（Pf）、
吉田豊（Bs）、ジーン重村（Drs）
3月18日㈭
午後6時30分開演　2,500円
遅割（午後7時30分から）1,500円
※当日に残席がある場合のみ

下丸子JAZZ倶楽部　
MALTA ジャズ・カルテット
～春のスタートはMALTAと共に～

●出演　南こうせつ

　デビューから現在までに至る
名曲の数々をユーモアたっぷり
なトークとともにお贈りします。

すい  きん  くつ

　池上梅園では、2月から3月に
かけて30種あまりの梅の花が咲
き誇ります。特に丘陵斜面に咲く
紅梅はとても華やかです。雪吊り、
水琴窟などの風情も楽しめます。

つ

▶問合先　産業振興課産業交流担当　☎5744－1641　■FAX 6549－9436

ハ　　ネ　　ダ　　ピ　　オ

あなたの大切な自転車を守ろう！ 短い時間でも
必ず施錠！

鍵を2個付け
「ツーロック！」 はねぴょん

Ⓒ大田区
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