時〜11時30分
先着15組
電話で。保育有り
（未就学児先着15名）

口から始める健康講座
誤えん性肺炎予防の話と軽い体操
65歳以上の方
8月23日㈭午後2時30分〜4時
羽田老人いこいの家
当日会場へ

精神保健福祉講座（3日制）
「統合失調症ってどんな病気？」
精神科医の講義、本人・家族の話など
統合失調症と診断された方の家族
9月6・13・20日 の 木 曜、 午 後1時
30分 〜4時 ※9月6・13日 は、 家 族
以外も参加可
先着30名
電話で

健 康 便り
眼科
（緑内障等）
検診
緑内障は初期の自覚症状がほぼないた
め、検診での早期発見が大切です。
区内在住の45・50・55・60・65歳の
方※平成30年度の誕生日における年齢
500円 ※次のいずれかを受給中の方

で通える方 ※上履きを必ず持参
8月28日 〜11月27日 の 第4火 曜、 午
後1時30分〜2時30分
嶺町文化センター
先着60名
8月6日から高齢福祉課高齢者支援担
当へ電話で
5744−1522
☎ 5744−1624

は免除①生活保護（生活保護受給証明書を
提出）②中国残留邦人等支援給付（本人確
認証を提示し、写しを提出）
●受診期限 12月31日
実施医療機関へ申し込み
※各機関で予定数に達し次第終了
健康づくり課成人保健担当
5744−1523
☎ 5744−1265

ストップ！
乳幼児の家庭内事故

自殺総合対策パネル展

乳幼児事故予防パネル・グッズ展示
9月12〜14日 ※14日は午前11時まで
区役所本庁舎1階
健康づくり課健康づくり推進担当
5744−1523
☎ 5744−1683

区内では年間に約100人の方が自殺で
亡くなっています。自殺の現状や対策、
遺族の方の声などを紹介します。
8月15日㈬午後3時〜20日㈪午前11時
区役所本庁舎1階
健康医療政策課健康政策担当
5744−1523
☎ 5744−1728

親子食育教室
「レストランシェフキッズ」

食品衛生街頭相談とパネル展

小学3〜6年生のお子さんと保護者
9月29日㈯午前10時〜午後0時30分
東京誠心調理師専門学校
1組1,500円
抽選で 30組60名
往復はがき（2面記入例参照。お子さ
んの氏名・学年も明記）
。健康づくり課
栄養担当へ（〒144−8621大田区役所）。
8月31日必着
5744−1523
☎ 5744−1683

●食品衛生街頭相談所
食品衛生・栄養相談、血圧測定など
8月23日㈭午前10時〜午後3時
●食品衛生パネル展示
8月24〜26日
区役所本庁舎1階
当日会場へ
生活衛生課食品衛生担当
5764−0711
☎ 5764−0697

認知症予防室内ウオーク

在宅難病の方への訪問診療

区内在住の 65歳以上で、医師などか
ら運動を制限されていない、会場へ自力

地域の主治医、専門医、看護師が訪問

危険ドラッグは
絶対に使わないで！
合法ドラッグや脱法ハーブと呼ばれる
ものは、大麻や麻薬、覚せい剤と同じ成
分が含まれており、大変危険な薬物です。
絶対に
「持たない・買わない・もらわない・
使わない」でください。
防災危機管理課生活安全担当
5744−1519
☎ 5744−1634

難病講演会
「脊髄小脳変性症・
多系統萎縮症について」
脊髄小脳変性症・多系統萎縮症の方と
そのご家族や関係者の方
●講師 都立神経病院 院長 磯﨑英治
9月29日㈯午後1時30分〜3時30分
さぽーとぴあ
先着100名
8月1日から健康づくり課健康づくり
推進担当へ電話か FAX
（2面記入例参照）
。
5744−1523
☎ 5744−1683

掲載の催しは区の主催ではありません。ご自身の責任で参加してください。

◆アナログカードゲームで遊ぼう

月20・27日、午後7時40分〜8時40

1304−0679

小中学生対象。8月5・19日、午後1時

分（45歳以上の初心者）
、武蔵新田駅

◆ユーゲント室内合奏団定期演奏会

〜4時、北蒲広場で。先着30名。当日

近くの会場で。先着各5名。電話で

8月26日㈰午後2時30分開演、大田

会場へ☎050−6872−9782山本

若林☎080−5050−1816

区民プラザで。先着500名。当日会

◆ペアダンス体験会

◆新蒲田ファミリーバンド演奏会

場へ☎090−8845−4595板垣

視覚障がい者と地域の方。8月6・13

0歳から入場可。8月19日㈰午後1時

◆アプリコシンフォニーオーケスト

日、午前10時〜正午、さぽーとぴあ

30分から、大田区民プラザで。当日

ラ定期演奏会

で。電話で 各300円 宍戸☎3757

会場へ☎090−3434−4571浅沼

9月2日㈰午後2時開演、アプリコで。

−7288

◆60・70代からのやさしい英会話

抽選で 500名。申し込みの詳細はア

◆浴衣で風呂敷花器づくり＆トロピ

体験会

プリコシンフォニーオーケストラHP

カル生け花
（夏休み子ども企画）

8月22日、9月5日、 午 後2時30分 〜

参照。8月17日締切☎080−6765−

8月8日㈬午後1時30分〜4時、大田文

4時、エセナおおたで。先着各10名。

2342

化の森で。先着20名。電話で

し診療と療養の相談・指導を行います。
希望する方は主治医へご相談ください。
難病医療費などの対象疾病にり患して
いる方で、次の全てに該当する方
①寝たきりなどにより受診が困難②患者
や家族が訪問診療を希望している
大森医師会 ☎ 3772−2402
田園調布医師会 ☎ 3728−6671
蒲田医師会 ☎ 3732−8711

費 ＝参加費など

申 ＝申込先か問合先

※費用の記載がないものは原則無料

●掲載申し込み＝催し名、サークル名、日時、場所、講師名、費用、問合
先の氏名・〒住所・電話番号を明記し、
〒144−8621大田区役所広聴広報
課「区民のひろば」係へ
●締切＝掲載月2か月前の15日必着
●開催日や申込締切日が1〜9日までのものは開催前月の1日号、10日以降
のものは開催月1日号に掲載します。●掲載できないもの①営利目的や売名
目的、講師が主催する教室と認められるもの②政治・宗教関係③同一の人
物か団体で、前回の掲載から6か月経過していない催しなど●紙面の都合
ですべてを掲載できない場合があります。

電話で 栗栖（くりす）☎070−3849

◆ワルツとタンゴ 1曲楽しむ会

−2941
（平日午後4時まで）

9月2・9・16・23・30日、午後3時30

◆ウクレレ無料体験

◆小・中学生ものづくり体験教室

分〜4時30分（ワルツ）、午後5時30

◆中国語会話学習会体験教室（入門

日までに電話で

8月15・17・22・24・25・26日、午

8月23日㈭午前10時〜午後4時、日

分〜6時30分（タンゴ）、雪谷文化セ

クラス）

3737−7446（土・日曜、祝日を除く）

後2時30分〜4時30分、大田文化の

本工学院専門学校で。先着500名。

ンターで。先着各10名。電話で

各

9月5・12日、午後6時30分〜8時30

森で。先着各4名。電話で

当日会場へ☎3732−1367日本工学

1,000円

佐 々 木 ☎090−5501−

分、消費者生活センターで。当日会

070−4410−2318

院専門学校・岩田

8120

場へ☎3727−5212西田

◆ハワイアンフラ無料体験

◆笑いヨガ・シナプソロジー

◆花月をしましょう！（裏千家）

◆一般者向け和太鼓講習会

①8月18日、9月1日、午前10時〜11

8月26日 ㈰ 午 前10時 〜11時、 大 田

9月3日㈪午前10時から、新蒲田の

上履きか足袋持参。10歳以上。9月

時（年長〜小学生）
、午前11時〜正午

文 化 の 森 で。 先 着20名。 前 日 ま で

会 場 で。 電 話 で

17日㈷午前10時30分〜正午、蒲田

円

500

中谷☎090−8306−4113

松尾☎

（3歳以上の子どもとその保護者）②8

平成30年

に電話で

500円

月のガイド

3日㈮… 大蒲田祭
（〜5日㈰、蒲田東口商店街、正午〜午後5時
30分）
15日㈬… 大田区平和都市宣言記念事業「花火の祭典」
（西六郷四丁目地先、午後6時〜8時10分）
19日㈰… こらぼ大森夏まつり
（午前10時30分〜午後3時）
26日㈰… 池上まつり
（池上会館、池上小学校周辺、
午前9時30分〜午後4時）
31日㈮… シティーホールフライディコンサート
（区役所本庁舎、午後0時15分〜 0時45分）

遠 藤 ☎080−

3,000円

駅近くの会場で。先着30名。8月31

3733−1158

広 報 番 組
8月の主な内容
（予定）
ハンドボール ブラジル対日本 国際親善試合の様子
東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、ブラジル
ハンドボールチームと大田区との交流を紹介します。

まちあるき新井宿 山王コース
OTAKARA発見隊「萩中公園」

●放送 J:COM大田とiTSCOMのチャンネルで毎日放送
しています。放送時間はいずれも14分間です。詳細な
放送時間は番組予定表をご覧ください。

バックナンバーは
YouTube
「大田区チャンネル」
で
問 広聴広報課広報担当

☎5744−1132 FAX 5744−1503

今月の区報は

森☎

8月11日号 特集 地域で守る子どもの安全
8月21日号 特集 休養村とうぶを利用しませんか？

大田区太鼓連盟☎

サークル会員募集
今年度は申し込みを10月１
日から受け付けます。締め切
りは、11月30日 必 着 で す。
平 成31年３月21日号にまと
めて掲載します。

区の世帯と人口

平成30年7月1日現在

● 世帯数 ・・・390,735世帯
● 総人口 ・・・728,803人
（男 ・・・351,366人 女 ・・・353,887人 ）
日本人人口 ・・・705,253人
外国人人口 ・・・23,550人（男 ・・・11,154人 女 ・・・12,396人 ）
● 面積 ・・・60.83km2

マイナンバーカードに関するお知らせ
マイナンバーカードのお問い合わせや各種ご予約は、
区HPや以下をご覧ください。
●大田区マイナンバーコールセンター ※8月1日から受付時間を変更しました。

☎0570−03−3370（平日午前9時から午後5時）
●大田区マイナンバーカードセンター カードの申請や受け取
り、各種相談ができる施設が大森にオープン！
受付時間 午前9時〜午後6時30分（土・日曜は午後4時30分まで）
※原則第三土曜と翌日曜のみ休業。そのほかはお問い合わせください。
場所 山王2−3−7
（JR大森駅西口徒歩1分）
問 戸籍住民課戸籍住民担当

☎5744−1185

FAX 5744−1513

●お詫びと訂正
7月1日号4面掲載の「平成30年3月31日現在の区の財政状況をお知らせします」のうち、
「出資による権利」
の項目に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。正しくは、数量13件、金額9億4,784万円です。
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