
※事前申込制。詳細はお問い合わせいた
だくか問合先HPをご覧くだ
さい

龍子記念館
　☎ 3772－0680

ステイホームで気づいた
パートナーとの関係～ココロの
モヤモヤの原因を知る～

　大切な人と安心して暮らすためのより
よい関係の在り方を学びます。
区内在住・在勤・在学の女性
12月22日㈫午後1時30分～3時30分
抽選で30名
問合先へFAX（記入例参照。保育（1歳

以上の未就学児7名。1名500円）希望は
お子さんの名前、年齢も明
記）。電子申請も可。12月14
日必着

エセナおおた
　☎ 3766－4586　 5764－0604

大森 海苔のふるさと館
海苔つけ体験

　昔から受け継がれる方法で乾
ほ

し海苔づ
くり体験をします。
1月10・24日㈰、2月23日㈷午前10

時～正午
先着各10名
問合先へ電話。12月11日午前9時か

ら受け付け
大森 海苔のふるさと館

　☎ 5471－0333　 5471－0347

中途失聴・難聴者の理解のために
区内在住・在勤・在学の中途失聴・難

聴者とその家族・関係者、聴覚障がい者
の福祉に関心を持つ方
①1月11日㈷＝講演会「中途失聴・難

聴者の体験談」
②2月8・22日㈪＝要約筆記体験（2日制）
※いずれも午後2時～4時
先着①35名②20名
問合先へ往復はがきかFAXかEメール

（記入例参照）
さぽーとぴあ

(〒143－0024中央4－30－11)
　☎ 5728－9355　 6303－7171

ota@tokyo-shuwacenter.or.jp

防災講習会
　整理収納コンサルタントが防災・減災
にもつながる家庭で取り入れやすい片付
け・整理収納術を分かりやすく説明しま
す。
●講師　澁

しぶ

川
かわ

真
ま

希
き

（（一社）親・子の片づけ

教育研究所代表理事）
1月16日㈯午後2時～4時
池上会館
先着170名
問合先へ電話かFAX（記入

例参照）。電 子申請も可。1月
12日必着
防災危機管理課防災危機管理担当

　☎ 5744－1611　 5744－1519

自然観察会「池のみち」
洗足池 冬のバードウオッチング
　冬の洗足池に集まる野鳥を観察し、カ
モやカモメの仲間の識別方法やその生態
について学びます。
1月17日㈰午前10時～正午
洗足池公園（千束特別出張所集合）
抽選で15名
問合先へ往復はがき（記入

例参照）。電子申請も可。1月
6日必着
環境対策課環境推進担当

(〒144－8621大田区役所)
　☎ 5744－1365　 5744－1532

講座「川
かわ

端
ばたりゅう

龍子
し

／
青龍展に見る龍子の交流」

　日本画家・川端龍子の交友関係を解説
します。
1月23日㈯午後2時～3時30分
大田文化の森
抽選で150名
問合先へ往復はがきかFAX（記入例参

照）。1月9日必着
※1通につき2名まで申し込み可
龍子記念館

（〒143－0024中央4－2－1「第2回記
念館講座」係）
　☎ 3772－0680

子ども科学教室
1電子楽器を作ろう
　ICの基礎を学びながら、電子楽器を作
ります。
1月23日㈯午前10時～正午

2電波をキャッチしてラジオを聴こう
　ICの基礎を学びながら、ラジオを作り
ます。
2月6日㈯午前10時～正午

3暗やみで光るキーホルダー
　光の最新科学技術を学びながら、暗や
みの中で光るキーホルダーを作ります。
2月27日㈯午前10時～正午

◇1 ～3いずれも◇
区内在住の小学5年～中学2年生
池上会館
抽選で各10名
問合先へ往復はがき（記入例参照。学

校名、保護者氏名も明記）。1 12月18日
231月12日必着
科学教育センター

（〒146－0082池上1－33－8池上小学
校内）
　☎ 3753－3510　 3753－3511

3大田区報　令和 2（2020）年 12月 11日号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

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。

区営自転車等駐車場（駐輪場）の
4月からの定期利用者募集

　現在、利用中・補欠・新規に利用を希望する方、いずれも申し込みが必要です。
下表のほか先着受付のものもあります。詳細は募集パンフレット（申請書）か区
HPをご覧ください。
▶利用期間
令和3年4月1日～4年3月31日
▶利用者の決定
　募集台数を超える応募があった場合は、抽選となります。その場合、次のい
ずれかに該当する方を優先します。
①身体に障がいがあり、日常生活で自転車などの利用が欠かせない方（申請書に、
身体障害者手帳の氏名・障がい名が確認できるページの写しか、医師により自
転車などの利用の必要性が明記された3か月以内に発行の診断書の原本を添付）
②区内在住で駐輪場の最寄り駅から優先距離以上離れた場所に居住している方
▶申請書の配布場所・申込先
　駐輪場（申し込みは管理人室のある駐輪場のみ）、問合先、都市基盤管理課交
通安全・自転車総合計画担当　※申請書は区HPからも出力可
▶申込方法
　申込先へ申請書を郵送か持参。1月31日消印有効　※申請書は1人1枚、駐輪
場1か所。結果通知は2月下旬頃に郵送します
▶問合先
地域基盤整備各課自転車対策担当
大森　☎ 5764－0630　 5764－0633
調布　☎ 6450－0700　 5764－0633
蒲田・糀谷　☎ 5713－2004　 5713－2009

https://www.lib.city.ota.tokyo.jp/
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◆移転に伴う休館のお知らせ
　詳細はHPをご覧
ください。

※カウンターでの事前予約資料の受け取り、資料の返却、「かしだしカード」の新
規登録・更新手続きができます。館内資料の貸し出し・閲覧はできません

図書館 休館期間 問合先

池上
1月15日㈮～20日㈬ 一部開館※ ☎3752－3341

3752－97491月21日㈭～3月下旬 完全休館　 

●申し込みが必要な自転車等駐車場（駐輪場）

駐輪場名 所在地
優先
距離

（ｍ以上）

利用料金（円） 問合先

自転車 原付
地域基盤整備
各課自転車
対策担当

大森駅山王小前 山王1－26先

800

年額 3,000 4,000

大森
大森駅東口　◆ 大森北1－1・12先

月額

1,000 1,400
1,800 2,000

大森駅西口　◆ 山王2－8 1,200
西馬込駅前　○◆ 西馬込2－20

600

1,500 1,800
西馬込駅前第二　◆ 西馬込2－18 1,400
北千束駅前 北千束2－15先

年額 3,000

調布

長原駅交番横 上池台1－7先

洗足池駅前　◆ 東雪谷1－1・27先
南千束2－1先

石川台駅一の橋 東雪谷2－11先

雪が谷大塚駅前　◆ 南雪谷2－17先・
雪谷大塚町8・9先

多摩川台公園下 田園調布1－56
沼部駅前 田園調布本町28
鵜の木駅前 鵜の木2－4
鵜の木駅前交番横 鵜の木1－16
大岡山駅前地下　◎◆ 北千束3－27先

月額
2,000

3,000
石川台駅前　◎◆ 東雪谷2－24
石川台駅線路脇 東雪谷2－4･6先

1,700 3,000
田園調布駅南 田園調布2－62
蒲田呑川右岸　◆ 蒲田5－3･4･5･6先

1,000
年額 3,000

蒲田・
糀谷　

蒲田あやめ橋 蒲田5－27先
京急蒲田呑川緑道　◆ 蒲田4－2・3・9先 800
蒲田駅東口　◆ 蒲田5－12先

1,000
月額

1,000 2,000
蒲田交差東口　◆ 蒲田5－3先 1,200
蒲田駅西口　◆ 西蒲田8－1先 1,000 2,000
蒲田駅西口御園　◆ 西蒲田7－70先 1,200
蓮沼（抽選は原付・
自動二輪車のみ）　◆ 西蒲田7－38先 600 3,000

※蓮沼の自動二輪車は、募集台数：15台、利用料金：月額6,000円です。直接、
蒲田駅西蒲田公園の管理室（☎ 3737－3432）で手続きをしてください

●表中の「原付」は、原動機付自転車（白ナンバーの50cc以下に限る）を表します
●利用料金が年額の駐輪場は、表記の金額を一括で納めます
●利用料金が複数記載してある駐輪場は、駐輪場所により金額が異なります
●◆印の駐輪場は抽選時に駐輪場所を指定します
●○◎印の駐輪場は地下構造。安全確保のため夜間は閉鎖します（○印＝午前0
時30分～5時30分、◎印＝午前1時～5時）

表
の
見
方

川端龍子《爆弾散
さん

華
げ

》1945年

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

昭和27年　青龍展に訪れた
川合玉堂（左）と龍子（右）
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▲ 
詳細はコチラ




