各区立図書館でさまざまな

4月23日㈪〜5月12日㈯は「こどもの読書週間」です。イベントや展示を実施します。

はねぴょん
は
Ⓒ大田区
Ⓒ大

龍子記念館

洗足池会場

名作展
「ベストセレクション 龍子記念館の逸品」
日 4月28日㈯〜8月26日㈰午前9時〜午後4時30分
（入館は午後4時まで）

※月曜休館（祝日の場合は翌日）

4月29日㈰午前10時〜午後3時
※雨天会場の場合、終了時刻が早まる場合があります。

ゲーム、アスレチック、土手すべり、防災体験、警察・
消防コーナー、模擬店など（催しは会場によって異なります）
会場名

晴天時の会場

雨天時の会場

平和島

平和島公園

大森東小学校

馬込

馬込第三小学校

馬込第三小学校

▲
「草の実」昭和6（1931）年

ギャラリートーク

池上

本門寺公園

大森第四中学校

新井宿

入新井第二小学校・大田文化の森

入新井第二小学校・大田文化の森

多摩川台

多摩川台公園

東調布第一小学校

洗足池

洗足池公園

大森第六中学校

萩中

萩中公園・萩中小学校・出雲中学校

萩中小学校・出雲中学校

六郷

多摩川緑地区民広場

六郷地域力推進センター

矢口

多摩川大橋緑地

多摩川小学校

蒲田西

おなづか小学校

おなづか小学校

5月6日、5月27日、6月24日、7月29日、8月26日㈰。午後1時〜1時30分
●入館料 大人200円、小人100円
※65歳以上の方
（要証明）と5歳以下は無料
会 問 龍子記念館

※小学1〜3年生は、大人と一緒かグループで参加。就学前の幼児は保護者同伴。
雨天時は上履きを持参。
問 地域力推進課青少年担当 ☎5744−1223 FAX 5744−1518

子育て応援します

仕事などで昼間に乳幼児の
保育ができない保護者のために

☎ FAX 3772−0680

歌声フィットネス

前期参加者募集

椅子に座って音楽に合わせて身体を動かします。筋力やお口の機能がアッ
プし認知症予防にも効果的です。 ※タオル、飲み物持参
対 次の全てに該当する方
①区内在住の65歳以上②自力で会場まで通える
③医師から運動制限を受けていない
会場

①認証保育所 月160時間以上の保育を必要とする0歳児〜小学校就学前
のお子さんが利用できます。施設の情報などは区HPでご覧になれます。申し
込み方法や空き状況などは各施設へお問い合わせください。
●利用料の補助制度 住民税額に応じて月額13,000〜40,000円を補助する
制度があります。条件は①保護者と児童が大田区に住民登録②月160時間以
上の利用契約を結んでいる③保育料が納入済み④住民税所得割課税額が
500,000円未満など

②定期利用保育 毎日のほか、預けたい曜日や時間（1日8時間までの利用

開催日 開催初日

申込先

定員

六郷地域力推進センター

水曜日

5月2日

午後1時30分〜
2時30分

☎5744−1624

60

シニアステーション糀谷

木曜日

4月26日

午前10時30分〜
☎6423−7033
11時30分

20

東糀谷老人いこいの家

水曜日

5月9日

午前11時〜正午

☎3741−7970

20

シニアステーション東嶺町

土曜日

4月21日

午後1時30分〜
2時30分

☎3753−3008

20

5月1日

午後2時〜3時

☎3721−1572

20

シニアステーション田園調布 火曜日

が目安）
を柔軟に決められます。詳細は各施設へお問い合わせください。

時間

申 4月16日から各会場の申込先へ電話予約

①②の利用は、保護者と施設との私的契約になります（キッズなルームを
除く）
。利用についての詳細は、各施設へお問い合わせください。

問 高齢福祉課高齢者支援担当

☎5744−1624

FAX 5744−1522

問 ①②＝保育サービス課保育サービス基盤担当

☎5744−1277

FAX 5744−1715

大田区の友好都市パネル展

③家庭福祉員（保育ママ） 区の認定を受けた家庭福祉員(保育ママ)が、
自宅やグループ保育室で生後43日以上〜2歳未満のお子さんを保育します(家
庭福祉員1人につき乳幼児3名以内)。利用は保護者が就労しているか、求職
中であることが条件です。詳細は問合先へお問い合わせください。
問 保育サービス課保育指導担当 ☎5744−1643 FAX 5744−1715

長野県東御市

秋田県美郷町

宮城県東松島市

北国街道「海野宿」や湯
の丸高原レンゲツツジ
の紹介

初夏を彩るラベンダー
や湧水群を紹介

市の概要、東日本大震
災の記憶をたどります

巨ん太とぷるる

美郷のミズモ

イートとイ〜ナ

子どもを犯罪から守るため、
児童用防犯ブザーを配付します。

児童用防犯ブザーの配付

対 大田区立以外の学校に通う区内在住の小学1年生
申 所定の申請書
（問合先で配付。区HPから出力可）と通学して

いる学校の在学証明を問合先へ郵送か持参
問 学務課学校運営係
（〒144−8623大田区教育委員会事務局）
☎5744−1427 FAX 5744−1536

日 4月17日㈫〜26日㈭

ヴェルディ作曲 オペラ
「椿姫」
イタリア・オペラの傑作として人気の高いオペラ
「椿姫」。全3幕4場を原語上演します
（字幕付き）。
●出演 ヴィオレッタ：工藤志州、アルフレード：
青栁素晴、ジェルモン：成田博之 他
指揮：佐々木克仁、演出：山田大輔、合唱指揮：
藤原規生 ※音楽はエレクトーン2台と打楽器で
の演奏となります
（オーケストラピット利用）

平原綾香
●企画 Oﬃce MAMA.
●制作 MSエンタテインメント・プ
ランニング
●後援 ユニバーサルミュージック
EMI Records

ⒸYoshimichi Eguchi

9月14日㈮午後3時30分開演
アプリコ大ホール
全席指定 6,800円
（オンライン割引はございません）

（オンライン価格S席4,270円 A席3,320円）

発売日 4月11日㈬

発売日 4月11日㈬
（午前10時〜午後8時）

チケットはHPからもお求めいただけます

☎3750−1555
http://www.ota-bunka.or.jp/

※HPからの購入は5％相当割引（一部、対象外の公演有り）。別途手数料有り。

FAX 5744−1539

大田区民プラザ定期公演（小ホール、全席自由）

下丸子JAZZ倶楽部
下丸子らくご倶楽部
15th Anniversary CONCERT TOUR 2018
『NORA スペシャル サルサ ユニット』 『彦いち・志ら乃 ゲスト：三三』
〜 Dear Music 〜

7月29日㈰午後3時開演 アプリコ大ホール
全席指定 S席4,500円 A席3,500円

チケット予約専用電話

☎5744−1226

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。

アプリコ＆プラザ●催し物案内
《大田区民ホール・アプリコ開館20周年記念事業》
アプリコみんなの音楽祭

会 区役所本庁舎1階

問 文化振興課文化事業担当

●出 演 NORA
（ヴォー
カル）
、スティーブ・サッ
クス
（サックス）
、相川 等
（トロンボーン／コーラ
ス）
、斎藤タカヤ
（ピアノ
／コーラス）
、澁谷和利
（ベース）
、伊波 淑
（パー
カッション）
、鈴木喜鏤
（ド
ラム／コーラス）
好評
4月19日㈭午後7時開演
発売中
2,500円（オンライン価格2,370円）
残席がある場合は2,800円で当日販売します。

●出演 林家彦いち、立川志ら乃
●ゲスト 柳家三三
●若手バトル らく兵、林家つる子

4月27日㈮
午後6時30分開演 2,000円

好評
発売中
（オンライン価格1,900円）
残席がある場合は2,300円で当日販売します。

※発売初日の午後3時から公演前日午後8時まで下記問合先でもチケットをお求めいただけます。

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

1 日号は自治会・町会を通じて、11・21 日号は新聞折込でお届けしています。駅の広報スタンド、公衆浴場、区の施設などでも配布しています。
4 大田区報 平成 30 年 4 月 11 日号

