区報作成時点で元号が改められていないため、元号表記を平成のまま用いています。

せず、中学校を卒業できないと見込まれ
ることにやむを得ない事由があると文部
科学省が認めた③外国籍
●試験日 10月25日
●科目 国語、社会、数学、理科、英語
8月20日〜9月7日（消印有効）に、願
書（問合先で配布）を文部科学省生涯学習
推進課（〒100−8959）
へ書留で郵送
東京都義務教育課 ☎5320−6752

おおた地域力発見倶楽部と
生涯学習ガイドを発行しました
（8〜11月号）
今号から合併・リニューアルしました。
地域のイベントや講座などをお探しの際
にぜひご活用ください。
特別出張所、文化センター、図書館な
どの区施設や、区HP、オーちゃんネッ
トからご覧になれます。
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
5744−1518
☎5744−1204

羽田空港周辺にお住まいの方へ
〜空調機器の取り換え〜
昭和52年4月2日時点に、羽田空港周
辺の航空機騒音対象区域内に所在した住
宅で、防音工事か更新工事により設置し
た空調機器（10年以上経過し、機能が失
われているもの）が対象です（3回目は補
助内容が異なります）。
※改築などを行った場合や、防音工事に
ついてはお問い合わせください。
●工事予定 12月中旬〜平成31年1月
下旬
（申し込み締切9月28日）
※申請多数の場合、次回工事となります
申込書の配布・提出は、大森東・大森西・
入新井・糀谷・羽田特別出張所か問合先
へ。問合先のみ郵送可（〒144−8621大
田区役所）
環境対策課環境調査指導担当
5744−1532
☎5744−1335

建物を新築・改築、名称変更
するときは住居表示の届け出を

●届出方法 「建物その他の工作物新築・
新設届」
などを問合先へ持参
戸籍住民課戸籍住民担当
☎5744−1185
5744−1513

カーブミラーの死角に注意
カーブミラーを確認したのに自転車な
どが突然現れ、ヒヤリとしたことはあり
ませんか？カーブミラーには死角があり
ます。交差点では、必ず目視で安全確認
を行い、慎重に運転しましょう。
都市基盤管理課交通安全対策担当
5744−1527
☎5744−1315

政治家の寄附は NO！
政治家の寄附は
禁止されています。
有権者は求めない、
政治家は贈らない。
「贈らない」
「求めな
い」
「受け取らない」
の「三ない運動」を
進めましょう。
選挙管理委員会事務局庶務・開票担当
5744−1540
☎5744−1462

日㈰①午前10時〜正午②午後1時〜3時
5,000円
抽選で各10名
◇ 〜 いずれも◇
大森ふるさとの浜辺公園
問合先へ往復はがきか FAX か Eメール
（記入例参照。希望日・時間、参加者全
員の氏名、年齢、性別、身長・体重、携
帯電話番号
（ は保護者の番号）も明記。
●申込期限
8月20日 9月10日 8
月分＝8月5日、9月分＝9月2日
大田観光協会
（〒144−0035南蒲田1−20−20）
3734−0203
☎3734−0202
oca2010@o-2.jp

産業プラザ

親子ヨガ体験

区内在住・在勤の保護者と 4 か月から
12 か月までのお子さん
9月19日 ㈬ ① 午 前10時30分 〜11時
30分②午後1時30分〜2時30分
産業プラザ
抽選で各20組
※動きやすい服装で。タオル、ヨガマッ
ト（お持ちの方）
をご持参ください。
問合先へ往復はがき（記入例参照。お
子さんの月齢、希望時間、ヨガマット貸
出希望の有無、在勤者は会社名も明記）
こらぼ大森の休館
か問合先HP で。8月24日消印有効
8月26日は特別清掃のため休館します。
（公財）大田区産業振興協会
5753−6560
☎5753−6616
（〒144−0035南蒲田1−20−20）
3733−6459
☎3733−6477
参加・催し
https://www.pio-ota.net/

大田市場
親子フラワーアレンジメント教室
区内在住の小学3〜6年生とその保護者
8月21日㈫午後1時〜3時
大田市場
1組2,000円
抽選で 10組
往復はがき（記入例参照。参加者全員
の氏名を明記）を大田市場業務課（〒143
−0001東海2−2−1）へ。1組1枚（記入
例参照）
8月15日必着
3790−6544
☎3790−6530

カヌー、シーカヤック体験

届け出後、建物を調査して住居表示番
親子カヌー教室
小中学生と保護者
号を決定し、表示板をお渡しします。住
9月1日㈯・2日㈰①午前10時②午前
居表示番号は、出入り口の位置で決まり
11時③午後1時④午後2時⑤午後3時
ます。集合住宅をお持ちの方も、入居者
1組4,000円
抽選で各5組10名
の住民登録に差し支えることがあるので、
ジュニアカヌー教室
忘れずに届け出てください。また、賃貸
小中学生、高校生
物件などの名称が変更になった場合は、
9月22日㈯・23日㈷①午前10時②午
名称変更の届け出が必要です。
次のいずれかに該当する方
前11時③午後1時④午後2時⑤午後3時
抽選で各5名
①更地に新築した②建て替えた③一部改
シーカヤック・スクール
築した
●届出時期 完成予定日の 2〜4週間前
高校生以上
8月11日㈷・12日㈰、9月15日㈯・16
か、建物登記や住民登録の前

保育サービスアドバイザーの
保 育 施 設 に つ い て の 情 報 提 供 と、 ●児童館会場
子育てに関する相談をお受けします。
（各先着12組、要事前申込）
対 妊娠中の方、乳幼児の保護者
開催日
場所
電話番号
日 会 右表のとおり
9月20日㈭ 大森中児童館 ☎3761−7749
●児童館 午前9時〜午後0時50分。
10月23日㈫ 洗足池児童館 ☎3729−7113
1組30分程度。
●その他の会場（当日直接会場へ）
●馬 込 文 化 セ ン タ ー 午 前9時〜11
開催日
場所
時30分
●その他 午前9時30分〜11時30分、
9月5日㈬
馬込特別出張所
午後1時〜4時
9月11日㈫
キッズな大森
申 児童館会場のみ、1か月前から来館
蒲田保育専門学校
9月13日㈭
か電話で。
ふぞく糀谷駅前保育園
※電話は午前9時から午後2時がつな
9月26日㈬
嶺町特別出張所
がりやすく、おすすめです。
10月5日㈮
馬込文化センター
問 保育サービス課保育利用支援担当
10月11日㈭
糀谷・羽田地域庁舎
☎5744−1617 FAX 5744−1715
10月30日㈫

大田文化の森

成年後見相談会
成年後見制度の利用を考えている方や
遺言相続・多重債務などでお悩みの方
9月1日㈯午前10時〜午後4時
大田社会福祉センター
先着36名
おおた成年後見センターへ電話で
3736−5590
☎3736−2022

分譲マンション
管理セミナー・相談会
セミナー「管理会社とのつきあい方」
先着90名
当日会場へ

分譲マンション相談会
抽選で 4組
問合先へはがきか FAX（記入例参照）
。
8月23日必着
ともに◇
◇
分譲マンションの居住者、管理組合役
員、購入予定者
9月9日㈰ 午後1時〜3時 午後3時
〜4時
消費者生活センター
建築調整課住宅担当
（〒144−8621大田区役所）
5744−1612
☎5744−1343

区民公開講座
「笑う門には福来る」
●講師 三遊亭小遊三
9月20日㈭午後2時〜3時
アプリコ
先着1,000名
当日会場へ
蒲田医師会 ☎3732−8711

高齢者との交通安全集会
警察官の講話、交通安全映画の上映、
大学生による落語口演などを行います。
日程

場所

8月2日㈭

仲池上老人いこいの家

8月7日㈫

馬込区民センター

8月13日㈪

東糀谷老人いこいの家

8月14日㈫

萩中集会所

8月21日㈫

新井宿老人いこいの家

8月22日㈬

シニアステーション糀谷

8月24日㈮

シニアステーション東嶺町

8月31日㈮

シニアステーション田園調布

9月5日㈬

こらぼ大森

9月6日㈭

洗足区民センター

9月7日㈮

大森東老人いこいの家

9月10日㈪

東蒲田老人いこいの家

9月11日㈫

仲六郷老人いこいの家

9月13日㈭

池上老人いこいの家

●時間 午後2時〜4時
当日会場へ
都市基盤管理課交通安全対策担当
5744−1527
☎5744−1315

大田文化の森 催し案内
詳細はお問い合わせください。 http://www.bunmori-unkyo.jp/
大田文化の森運営協議会 〒143−0024中央2−10−1
（4階）
☎3772−0770
3772−0704
森の映画鑑賞会
「ナイトミュージアム」
8月23日㈭午後2時30分〜4時30分。 抽選で 250名 8月14日必着
森の映画鑑賞会
「超高速！参勤交代」
8月23日㈭午後6時30分から。 抽選で 250名
（中学生以下保護者同伴） 8月14日必着
歌ひろばパートⅠ〜みんなで歌って元気に〜
9月12日㈬午後1時30分〜4時。 抽選で 200名 300円 8月27日必着
革でつくろう！Myスマホケース
9月17・24日の月曜、午後1時〜4時 18歳以上の方。自分のスマホに合ったクリ
アケース持参 1,000円 抽選で各15名 8月31日必着
小さなお箏の文化箏講座
（初心者対象、全4回）
10月3・17日、11月14・28日の水曜、午前10時45分〜11時45分 18歳以上の方
1,000円
（レンタル料込み） 抽選で 10名 9月19日必着
入門 楽しい紙芝居の演じ方
（全2回）
10月7・14日の日曜、午後1時30分〜4時 18歳以上の方 500円 抽選で 20名 9
月21日必着
アロマ体験 香りの世界に触れてみましょう〜スプレー持ち帰り付き〜
10月21日㈰午後2時〜4時 高校生以上の方 1,000円 抽選で 30名 10月1日必着
ワンコインコンサート ヴァイオリン名曲集
10月23日㈫午後2時から 500円 抽選で 250名
（未就学児不可） 9月28日必着
※保育有り
（6 か月以上の未就学児、1人500円、定員5名）
みんなで遊ぼう・昔遊び
9月9日㈰午後1時30分〜3時30分 先着40名
（未就学児は保護者同伴） 当日会場へ
◇ 〜 いずれも◇
問合先へ往復はがき（記入例参照、区報で見た旨も明記。1枚1講座。
同
伴者1名記名可。 リクエスト2曲記入可、 希望日、 保育希望の場合はお子様
の氏名・年齢や月齢も明記）。問合先HP でも申込可。
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