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　「地域の課題は自分たちで解決したい」。そんな思いで活動する
方々と区や関係団体がつながることで、地域における新たな支援の
カタチが生まれています。

区と一緒に課題解決に取り組み、専門性の異なる団体との「新たな
つながり」を見つけた方々に地域との連携について伺いました。

発見！発見！
地域のつながり地域のつながり

　日頃から生きづらさやひきこもり
などの生活課題に取り組んでいま
す。今回はこれまで関係を築いてき
た団体と連携し、居場所づくりイベ
ント「動物カフェ」を開催できまし
た。当日は当事者だけでなく、親子
など想定していなかった方々も参加
され、皆さんが交流できうれしく思

いました。また、区と連携しさまざ
まな部署の協力を得られることは事
業を広報する効果が大きく、参画し
てよかったです。これからも地域で
当事者と社会との接点をつくるため
に、福祉や地域活動に関わりが薄い
方に対してもアプローチし、当事者
とのつなぎ役になれたらと思います。

専門家や企業と連携し、地域の中で皆さんを支えたい
〜縁を結ぶひきこもり支援事業〜

居場所づくりイベント「動物カフェ」

企業向けセミナーを開催

映画会イベント

地域の「チカラ」にふれてみませんか？

　区は、地域力を
高めるために区民
活動をさまざまな
カタチでサポート
しています。

　区民活動は、地域のためにする活動です。身近なところでどん
な活動があるか紹介します。当日会場へお越しください！

▶会場　区役所本庁舎３階

あなたに合った
活動を見つけよう

あなたの区民活動も区や区内団体との連携でもっと広がる！

おおた社会
福祉士会

区内の社会福祉士の専門的技能

のレベルアップ、専門職相互の

連携を図ることを目的に活動

　子どもの
虐待防止な

ど

福祉全般を
学ぶ学習会

を

行っていま
す！ 〈〈

詳細はコチラ

　私は仕事・介護・育児を同時に行っ
ていました。介護を理由に離職した
方の中には、事前の知識や相談先
があったら解決できたケースもある
のではないかと考えます。少しでも
多くの方に制度を知ってほしいとい
う思いで活動し、企業向けのアンケー
トやセミナーを行いました。また、区
と連携し、これまでアプローチしにく

かった団体に周知できたので、とも
に課題を解決するパートナーとして
行政書士の方など新たなつながりも
増えました。働きながら介護する方、
日頃全く介護に関係ない方にも、介
護と仕事を両立する方法を伝え「働
きながら介護をしても住みやすい大
田区」を目指します。

いろんな立場の方が分かり合える社会に
〜介護と仕事の両立支援コーディネート事業〜

〈〈
詳細はコチラ

●情報サイト（オーちゃんネット）で情報提供
●活動の広報支援、助成金、スキルアップ講座
●区民が連携・協働を語る場（区民協働推進会議）
地域力を構成する活動団体の代表の皆さんが

集結。区民目線で協働推進の調査研究に取り組
み、区に対する提言も行います。

主
な
取
り
組
み

介護実態調査のアンケートを実施

大田区支援ネットワーク地域の課題を解決し、誰もが心
豊かに暮らせるまちづくりに貢
献することを目的に活動
　毎月セミナーを開催！介護の実際や知識、心構えなどをお伝えします。

〈〈詳細はコチラ

　地域を支えたい
との思いを持つ団
体が連携し、イベン
トを開催！みんなで
支え合える地域を
目指しています。

　　　   他団体とのつながり

　東京商工会議所
大田支部などと連
携し、多くの区内
企業にセミナーを
行えるよう日々活
動しています。

　　　   他団体とのつながり

①区民活動紹介展
②生涯学習のパネル展

１月18日㈪〜 21日㈭
 2 月1日㈪〜 4 日㈭

問合先　地域力推進課区民協働・生涯学習担当　　☎5744－1204　 FAX 5744－1518

地域力・国際都市　おおた
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先着各20名（2部入れ替え制）
問合先へ電話
健康づくり課健康づくり担当

　☎5744－1683　 5744－1523

マンション居住者向け防災講習会
●テーマ　防災で広がる！マンション・
地域のコミュニティ
●講師　久保井千勢（みなとBOUSAI女
子会リーダー）
マンション居住者とマンション防災に

関心のある方
2月6日㈯午後2時～4時
産業プラザ
先着160名
問合先へ電話。電子申請

も可。1月22日締め切り
防災危機管理課防災危機管理担当

　☎5744－1611
　 5744－1519

再就職をめざす
女性のための職業訓練

Word・Excel基礎科（5日制）
結婚・出産・育児・介護などで退職し

た、次の全てを満たす方
①ハローワークで求職登録している
②全日程参加できる
③修了後ハローワークの職業相談を受け
られる
2月8日㈪～12日㈮午前10時～午後3
時
産業プラザ　
抽選で10名
1月4～15日に所定の申込	

書（問合先HPかハローワー
クで入手可）を問合先へ郵
送か持参　※保育有り
東京都産業労働局能力開発課

　☎5320－4807

エセナおおた20周年記念
シンポジウム

　エセナおおたの軌跡と＃MeToo・イ
クボス・ジェンダー平等について考えま

おおもり園の優先度評価
　軽費老人ホームB型施設。身体状況や
住宅状況などを考慮し、年2回（1月・7月）
の優先度評価を行います。評価有効期間
は、申し込みから半年です。入所希望の
方は、お申し込みください。詳細はお問
い合わせいただくか区HPをご覧くださ
い。
●募集期間　1月4～22日（必着）
問合先へ入所申込書（お住まいの地域

を担当する地域包括支援センター、地域
福祉課、問合先で配布）を郵送か持参
介護保険課介護サービス担当

　☎5744－1258　 5744－1551

おおた健康プラン推進会議
1月20日㈬午後1時30分～3時
区役所本庁舎2階
先着3名
当日会場へ
健康医療政策課経営計画担当

　☎5744－1682　 5744－1523

公共職業訓練4月入校生
　3DCAD・CAM科、広告美術科、調
理科、板金溶接科、施設警備科ほか
1月6日～2月5日に必要書類をハロー

ワークへ持参。詳細はお問い合わせくだ
さい
都立城南職業能力開発センター大田校

※令和3年4月に「羽田旭町10－11」に移
転を予定
　☎3744－1013　 3745－6950

「こどもSOSの家」
事業協力員説明会

　協力員の活動内容や関係機関の子ども
の見守り活動などについて説明します。
協力員登録者、協力員登録に興味のあ

る方（自治会・町会、青少対、PTAなど
に加入されている方）

①2月9日㈫午後2時～3時30分＝
消費者生活センター②2月24日㈬午後2
時～3時30分＝入新井集会室
先着各50名（①②同内容）
問合先へ電話かFAX（記入例参照）か

来所
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

マイナンバーカード申請書の送付
　令和3年1～4月に、地方公共団体情報
システム機構からマイナンバーカードの
申請書が順次発送されます。
マイナンバーカード未申請の方
大田区マイナンバーコールセンター

　☎0570－03－3370
　 050－3737－9318

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選挙担当

　☎5744－1462　 5744－1540

こらぼ大森の休館
1月31日㈰　※全館清掃のため

　☎5753－6616　 5753－6560

区内障がい者施設の
自主生産品販売

1月9日㈯・10日㈰午前11時～午後5
時
マチノマ大森1階（大森西3－1－38）
志茂田福祉センター

　☎3734－0763　 3734－0797

健康体操
「みんなで明るく楽しく健やかに」
　生活学校の合同研修会（健康体操）の一
般参加者を募集します。
区内在住・在勤・在学の方
1月15日㈮午後1時30分～3時30分
①本会場＝池上文化センター②サテラ

イト会場（本会場の様子をWeb会議シス
テムで中継）＝消費者生活センター
抽選で①40名②30名
問合先へ往復はがき（記入例参照。希

望会場も明記）。1月7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

学校給食展
「心とからだを育てる学校給食」
1月25日㈪～29日㈮午前9時～午後4

時30分（29日は午後2時30分まで）
区役所本庁舎3階
学務課保健給食係

　☎5744－1431　 5744－1536

ひきこもり・生きづらさ茶話処
どころ

1月30日㈯午後1時30分～4時
区役所本庁舎2階

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

福　祉

傍　聴

閲覧・募集期間　12月22日～ 1月12日

閲覧・募集期間　12月22日～ 1月12日

おおた高齢者施策推進プラン（素案）

▶閲覧場所　問合先、地域福祉課、区政情報コーナー、特別出張所、図書館、
老人いこいの家、地域包括支援センター、シニアステーション、区HP
▶意見の提出方法　問合先へ郵送、FAX、電子申請サービス
素案の説明方法　
※感染症拡大防止の観点から、説明動画の配信を行います
▶配信期間　12月22日～ 1月12日
▶問合先 介護保険課計画担当　☎5744－1732　■FAX5744－1551
 高齢福祉課高齢者支援担当　☎5744－1430　■FAX5744－1522

おおた障がい施策推進プラン（素案）

▶閲覧場所　問合先、地域福祉課、区政情報コーナー、さぽーとぴあ、特別
出張所、図書館、区HP
▶意見の提出方法　問合先へ郵送、FAX、電子申請サービス
素案の説明方法　
※感染症拡大防止の観点から、説明動画の配信を行います
▶配信期間　12月22日～ 1月12日
▶問合先　障害福祉課障害者支援担当　☎5744－1700　■FAX5744－1592

 ご意見を募集します

閲覧・募集期間　1月12日～ 2月10日

住民基本台帳事務に関する特定個人情報保護評価書（再評価案）

▶閲覧場所　問合先、区政情報コーナー、特別出張所、区HP
▶意見の提出方法　問合先へ郵送、FAX、持参、電子申請サービス
▶問合先　戸籍住民課戸籍住民担当　☎5744－1185　■FAX5744－1513

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

　お支払いについて、窓口と電話でご相談をお受けします。

▶会場　区役所本庁舎4階

▶日時　夜間：1月14・28日、2月18・25日㈭午後8時まで
　　　　※2月18日は特別区民税・都民税のみ

土曜：1月16日、2月20日㈯午前9時～午後5時（国保は納付相談のみ受け付け）
※1月16日は特別区民税・都民税のみ

特別区民税・都民税と国民健康保険料

▶問合先

・整理大森  ☎5744－1200　・整理調布  ☎5744－1201
・整理蒲田  ☎5744－1202　・整理区外  ☎5744－1203　

●特別区民税・都民税について＝納税課　■FAX5744－1517（共通）
　収納推進担当　☎5744－1205（令和2年度分のみ）

●国民健康保険料（納付方法）について＝国保年金課
　国保料収納担当　☎5744－1697　■FAX5744－1516

夜間・土曜納付相談

　ブラジルオリンピックチームの事前キャ
ンプなどで活動する高校生ボランティア
を再度募集します。現在約50名が登録中！
大会を身近に感じる貴重な機会として、
興味がある方はぜひご応募ください。

東京2020オリンピック・パラリンピック

 おおた高校生
 ボランティア募集

〜一生に一度の思い出を〜

▶対象　区内在住・在学の15～17歳の方　※令和3年4月1日時点
▶募集期間　4月20日まで
▶活動場所　大田区総合体育館、大森スポーツセンターなど
▶活動日　令和3年7月～9月の希望する1～2日程度
▶活動内容	・荷物運びや床磨き、ボール拾い
	 ・選手の誘導や公開練習時の受付対応　など
▶申込方法　問合先へ登録申請書（問合先で配布）を郵送か持参
▶問合先	 スポーツ推進課東京オリンピック・パラリンピック推進担当
	 ☎5744－1189　 5744－1539

▲
詳細はコチラ

※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
暮 ら

し の ❶
❷
❸
❹
❺
❻

催しなどの名称
〒住所
氏名（ふりがな）
年齢（学年）
電話番号
その他必要事項

大田区報　令和 2（2020）年 12月 21日号2 対象		 日時		 会場		 費用		 定員		 申込方法		 問合先		 Eメールアドレス		HP＝ホームページ



●講師　浅井えり子（ソウルオリンピック出場）
　ご希望の方は教室後、大森スポーツセンターに移動し、施設
内に新設されたランニングステーションの見学と「平和の森公
園・大森ふるさとの浜辺公園ランニングコース」を浅井講師と
走るプログラムにもご参加いただけます。
▶対象　16歳以上の方
▶日時	 1月30日㈯　
	 大田スタジアムランニング教室＝午前10時～正午
	 ランニングステーション見学とランニングコース体験＝午後2時～3時30分
▶会場　大田スタジアム、大森スポーツセンター
▶費用　1,000円（当日払い）
▶定員　先着30名
▶申込方法　問合先へ電話（午前9時～午後7時受け付け）
▶問合先　大田スタジアム　☎3799－5820　 3799－5782

スポーツ
健康都

市
宣言 スポーツ

おおたde
スポーツ
おおた

◆1月の個人開放

◆当日でも参加できるスポーツ教室

▶

新型コロナウイルス
感染症対策の

ガイドラインはコチラ

▶費用　
1利用区分（2時間30分）300円　
※バスケットは1時間で入れ替え
▶定員　
種目ごとに異なります（先着順）
▶申込方法　
問合先へ電話。利用日の前日午前9時から受け付け　※中学生以下は保護者同伴

▶費用　1回800円
▶申込方法　当日会場へ（先着順、開始30分前から受け付け）

▶会場・問合先　大田区総合体育館（〒144－0031東蒲田1－11－1）
　☎5480－6688　 5703－1105　http://www.ota.esforta.jp/
　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。
◆定期スポーツ教室

大田区総合体育館のスポーツ教室など

▶費用　①②⑦⑧全10回8,000円③～⑥全9回7,200円⑨⑩全8回6,400円
▶申込方法　問合先へ往復はがき（記入例参照。教室番号と教室名も明記）か来館。
問合先HPから申込可。1月4日から受け付け

教室番号・教室名 対象 実施時間 開催日程

月
①ベビーフィットリトミック 2か月～12か月 午前9時～10時 1月18日～

3月29日㈪②キッズ空手50 4歳～小学1年生 午後4時～4時50分

火
③よちよち親子体操 1歳 午前9時～10時 1月12日～

3月23日㈫④リンパストレッチ

高校生以上

午後2時～3時

水
⑤ベリーダンス 午前11時～正午 1月13日～

3月17日㈬⑥チアダンス入門 午後7時～8時

木
⑦ヨーガ 午後1時30分～2時30分 1月7日～

3月25日㈭⑧カキラ(姿勢美容エクササイズ) 午後3時～4時

金
⑨グループセンタジー 午前11時～正午 1月22日～

3月19日㈮⑩美容骨盤エクササイズ 午後7時～8時

教室名 対象 実施時間 開催日程
木 アロマストレッチ45 高校生以上 午前10時30分～11時15分 1月7日～3月25日㈭

大田スタジアムランニング教室～ゆっくり走れば速くなる～

ビーチバレー場無料開放DAY

ゆいっつ（大田区青少年交流センター）スポーツ教室など

（公財）大田区スポーツ協会の催しなど

　メインコートを無料開放！ふわふわの真っ白な砂の上でビーチスポーツを楽し
みませんか？ビーチスポーツの体験もできます。
▶日時　1月8日㈮・17日㈰・29日㈮、2月12日㈮・21日㈰、3月2日㈫・12日㈮・
21日㈰　※いずれも午前10時～正午、午後1時～4時
▶会場　大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場
▶申込方法　当日会場へ
▶問合先　スポーツ推進課スポーツ推進担当　☎5744－1441　 5744－1539

▶会場・問合先　ゆいっつ（大田区青少年交流センター）
（〒143－0006平和島4－2－15）　☎6424－5101　 6424－5120

▶申込方法　問合先へ電話か来館。①～③1月11日④2月1日締め切り

▶問合先　（公財）大田区スポーツ協会（〒143－0016大森北4－16－5）	
　☎5471－8787　 5471－8789　https://www.sportsota.or.jp/	
　詳細は問合先HPをご覧ください。

◆スポーツバイキング
　バドミントン、姿育体操（子ども向け）、カキラ体操（大人向け）、グラウンド・
ゴルフ、ボッチャなどが体験できます。
▶対象　小学生以上（小学1・2年生は保護者同伴）
▶日時　2月11日㈷午前9時30分～午後3時45分　※午前9時から受け付け
▶会場　ゆいっつ（大田区青少年交流センター）、平和島公園野球場
▶定員　先着120名
▶申込方法　
問合先へ電話かFAX（記入例参照。学校名、学年も明記）。1月29日締め切り
※マスク着用。飲み物、運動靴、上履き、靴袋、タオルを持参。雨天時はプログ
ラム変更有り

◆健康体操教室「ヨガ教室2〜3月」
　①③かんたんヨガ（初心者向け）②リフレッシュヨガ
▶対象　高校生以上の方
▶日時　①②2月12・25日、3月12・25日①午前9時30分～10時30分②午前10
時45分～11時45分
③2月4・18日、3月4・18日午前10時～11時
▶会場　①②田園調布せせらぎ館③多摩川台公園古墳展示室
▶費用　2,800円（初回に一括払い）
▶定員　抽選で①②各15名③12名
▶申込方法　問合先へはがき（記入例参照。①②③の別も明記、①②の重複は不可）。
1月13日締め切り

◆区民スポーツ大会

◆区民スポーツ大会　硬式テニス（シングルス）
▶対象　区内在住・在勤の方（小中学生、高校生を除く）
▶日程　3月7日㈰～5月2日㈰
▶会場　平和の森公園庭球場ほか　
▶定員　一般男女＝先着350名、年齢別男女＝先着150名
▶申込方法　事務局（久保 3731－4686）へ申込用紙（1月11日までにFAXで請
求）に希望種目（一般男、一般女、50歳以上男、50歳以上女、60歳以上男）、〒住所、
氏名を明記し、FAX。1月18日必着

（公財）大田区スポーツ協会が移転します
　2月2日㈫から（公財）大田区スポーツ協会は、大森スポーツセンター内へ
移転します。
●新住所　大森本町2－2－5（大森スポーツセンター1階）
●連絡先　☎5471－8787　 5471－8789　
	 ※変更なし。2月2日はつながりません

種目 日程 会場
ボッチャ 2月14日㈰

大森スポーツセンター
ソフティテニス（ダブルス） 2月21日㈰
軟式野球 3月20日から 多摩川緑地野球場

教室番号・教室名 対象 開催日程 実施時間 定員
（先着） 費用

①らくらくリフレッシュ
体操

おおむね
50歳以上

1月12日～
3月30日の火曜 午前10時～11時 20名 500円

②こども体操教室
3歳～4歳

1月13日～
3月17日の水曜

午後2時～2時50分

15名
1,000円

5歳～6歳 午後3時～3時50分

③はじめての太極拳 18歳以上 午後1時30分～
2時30分 500円

④親子でピザを作ろう 小学生と
その保護者 2月6日㈯ 午前10時～午後1時 5組 1,000円

種目 開催日程 実施時間
午前 午後1 午後2 夜間

バドミントン 1月13日㈬
○ ○ ○ ○

卓球 1月20日㈬
バスケットボール 1月18日㈪ - - - ○

申込先・期限など
詳細は問合先HPを
ご覧ください

大田区スポーツ協会 検索

初心者の方
も安心！

出前講座「親子で遊ぼう！」
おおむね1～3歳未満のお子さんと保

護者
2月19日㈮午前10時～11時30分
大森スポーツセンター
先着15組
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。

1月18日から受け付け
キッズな大森

　☎5753－1153　 3763－0199

す。
区内在住・在勤・在学の方
2月11日㈷午後1時30分～4時
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。1月31日必着

エセナおおた
　☎3766－4586　 5764－0604

▲
詳細はコチラ

1警察を名乗る人物から「キャッシュカード
が悪用されているので確認に行く」と電話
2ニセ警察官が実際家に来て、キャッシュ
カードにはさみで切り込みを入れ持ち去る
3持ち去ったキャッシュカードで預貯金が
不正に引き出される　
※ICチップ・磁気部分があればATMで使えます

キャッシュカード
切り込み

この手口は
 詐欺です！

　少しでもおかしいと思ったら
ご相談ください！
▶問合先
大森警察署　☎3762－0110
田園調布警察署　☎3722－0110
蒲田警察署　☎3731－0110
池上警察署　☎3755－0110
東京空港警察署　☎5757－0110
防災危機管理課生活安全担当
☎5744－1634　 5744－1519

※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
暮 ら

し の ❶
❷
❸
❹
❺
❻

催しなどの名称
〒住所
氏名（ふりがな）
年齢（学年）
電話番号
その他必要事項
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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



◆出生、死亡、婚姻など戸籍の届け出
12月29日～１月3日は区役所本庁舎宿直室（☎ 5744－1112）でお預かりします。

◆うぐいすネット　12月抽選の申込締切日にご注意ください
　［4月分集会施設、2月分公園施設の抽選申し込みの締め切り］12月28日
　［抽選結果確認期間］1月4～7日　［システム休止期間］12月29日～1月3日
▶問合先　地域力推進課区民施設担当　☎ 5744－1229  5744－1518 

●内科、小児科の急病　▶日時　12月29日～1月3日、午前9時～午後9時30分
▶会場・問合先　大森医師会診療所　 ☎ 3772－2402

田園調布医師会診療所　☎ 3728－6671　
蒲田医師会診療所　☎ 3732－0191　※電話予約制

●こども救急室臨時開設　▶日時　1月2・3日、午前9時～午後5時
▶会場・問合先　東邦大学医療センター大森病院3号館　☎ 3762－4151
●その他の医療機関案内（24時間受付）　
▶問合先　東京都医療機関案内サービス「ひまわり」　☎ 5272－0303

施設・業務名 休みの期間
下欄以外の施設と業務 12月29日～１月3日

暮
ら
し

区役所本庁舎１階戸籍住民窓口（土日窓口を含む）、大田区マイナ
ンバーカードセンター

12月29日～1月3日地域包括支援センター、老人いこいの家、さぽーとぴあ
保育園、児童館（おおたっ子ひろば、こどもの家、フレンドリー含
む）、放課後ひろば、子ども家庭支援センター、わかばの家、教育セ
ンター（教育相談）、中高生ひろば羽田
放射性物質測定室(消費者生活センター内） 12月29日～1月5日
清掃事務所（大森・調布・蒲田）、多摩川清掃事業所　
※年末年始の資源とごみの収集については、区報12月11日号、区ＨＰ、自治会・
町会回覧などでご確認ください

12月31日～1月3日

臨海斎場　
※柩

ひつぎ
保管施設は無休。ただし12月31日午後5時～1

月2日は入出庫できません

葬儀施設 12月31日 午後2時
～1月3日 午後2時

火葬施設 1月1～3日
平和の森会館 1月1・2日

教
養
・
余
暇

以下の公園と緑地内有料施設など
多摩川緑地、多摩川六郷橋緑地、多摩川ガス橋緑地、多摩川丸子橋
緑地、多摩川大師橋緑地、多摩川田園調布南・鵜の木緑地、池上梅
園、平和の森公園（フィールドアスレチックなど）

12月28日～1月4日

龍子記念館 、龍子公園、熊谷恒子記念館、勝海舟記念館
多摩川田園調布緑地 12月28日～1月5日
平和島公園プール、東調布公園プール
萩中公園プール（施設工事のため3月19日まで休場） 12月28日～1月6日

池上会館
12月29 ～31日大森ふるさとの浜辺公園(浜辺エリア)、大森東水辺スポーツ広場

（多目的スポーツ広場）
大森スポーツセンター、大田スタジアム

12月29日～1月3日

図書館（1月4日は午前10時から開館）　※洗足池図書館は工事のため休館中
郷土博物館　※設備改修工事のため3月末まで休館。この間、見学はできませ
んが、職員は事務室で勤務しています。12月29日～1月3日は事務室もお休み
森ケ崎公園
※1月1日午前5時～正午は開園（庭球場・サッカー場・フットサル場を除く）
以下の公園内有料施設など
大森ふるさとの浜辺公園、大森東水辺スポーツ広場、平和島公園、
平和の森公園（庭球場）、本門寺公園、昭和島運動場、下丸子公園、
本羽田公園、萩中公園、東糀谷防災公園多目的室、東調布公園、昭
和島二丁目公園、水神公園多目的室
交通公園、萩中公園内ガラクタ公園、田園調布せせらぎ公園（休憩室）
大田区民プラザ、アプリコ、大田文化の森
羽田空港天空橋船着場
尾﨑士郎記念館、山王草堂記念館
micsおおた（多言語相談窓口）、こらぼ大森、ゆいっつ（大田区青少
年交流センター）、エセナおおた、大森 海苔のふるさと館
多摩川台公園（古墳展示室） 12月29日～1月4日
大田区総合体育館 12月30日～1月3日

駐
車
場

多摩川緑地駐車場、多摩川六郷橋緑地駐車場、多摩川ガス橋緑地駐車場 12月28日～１月4日
区役所本庁舎地下駐車場、下丸子公園駐車場、本羽田公園駐車場、
平和の森公園駐車場、森ケ崎公園駐車場、昭和島二丁目公園駐車場 12月29日～１月3日

区営アロマ地下駐車場　※12月31日は午後9時で閉鎖 1月1～3日
上記以外の区営駐車場 無休

駐
輪
場

区役所本庁舎地下駐輪場 12月29日～１月3日
アロマ地下自転車等駐車場、蒲田駅西蒲田公園自転車等駐車場、日
本工学院地下自転車等駐車場、糀谷駅前地下自転車等駐車場
※右記期間以外も夜間は閉鎖しています

12月31日正午
～1月3日

上記以外の区営自転車等駐車場
※夜間閉鎖する自転車等駐車場があります。12月31日正午～ 1月3日は管理室
がお休みとなる自転車等駐車場があります

無休

▶問合先　総務課総務担当　☎ 5744－1142 5744－1505        

区役所窓口など、区の施設と業務は下表のとおり
お休みします。

急
病
の
と
き
は

▶日程　3月6日㈯・7日㈰
費用や応募方法など詳細は問合先HPをご覧ください。

▶問合先　伊豆高原学園（静岡県伊東市八幡野1154－3）
☎0557－48－7815　http://www.izukougengakuen.jp/

に泊まるバスツアーに泊まるバスツアー

に泊まるバスツアーに泊まるバスツアー

▶問合先　地域力推進課区民施設担当  ☎5744－1229 5744－1518

いずこうげん
森のようちえん

伊豆高原学園に泊まる
　親子で自然あそびや磯あそび、アウトドア
クッキングでは春野菜料理に挑戦！

田園調布せせらぎ館開館記念事業！

▶問合先　田園調布特別出張所　☎3721－4261 3721－1386  

年末年始の窓口案内

 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ　

★症状がある・感染が疑われる方／
新型コロナ受診相談窓口
・東京都発熱相談センター
 （24時間対応）
☎5320－4592

・大田区相談センター
 （平日午前9時～午後5時）
☎5744－1360   5744－1524

●相談窓口
★感染への不安のある方

・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）
☎0570－550571

5388－1396
※多言語（日・英・中・ハン
グル）による相談も可

〈〈
詳細は
コチラ

●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

　12月29日〜1月3日は、東京都発熱相談センター、東京
都新型コロナコールセンターで受け付けます。

みんなで取り組もう
感染対策

　地域活動や文化活動の場にはもちろん、田園調布せせらぎ公園の自
然を感じながらゆっくりとくつろぐことができます。ぜひご利用ください！

▶︎開館日　1月16日㈯
▶︎開館時間　午前9時～午後10時　※窓口受付は午後7時まで
▶︎休館日　第2木曜、年末年始
▶︎主な機能　集会室、休憩スペー
ス、図書サービスコーナー、授乳室、
カフェなど

　費用や申込方法など詳細は問合先HPをご覧ください。
▶問合先　休養村とうぶ（長野県東御市和6733－1）

☎0268－63－0261　http://recreationvillage-tobu.com/

▶日程　2月5日㈮～7日㈰ ▶日程　2月26日㈮・27日㈯

▶日程　3月19日㈮・20日㈷
▶日程　②2月19日㈮～21日㈰
③3月5日㈮～7日㈰

①菅平高原スキーツアー ④信州雛
ひな
巡りと栃木蔵の街

⑤パワースポット水澤観音と
北八ヶ岳ロープウェイ

②③湯の丸高原スキーツアー

詳細はコチラ

▶日程　①1月16日㈯～31日㈰　※16日は午後3時から
②1月17日㈰～31日㈰午前10時～午後6時

▶会場　田園調布せせらぎ館

①田園調布
グリーンフェスタ
自治会・町会とグ

リーンフェスタ出展
団体の活動紹介の
パネル展

②絵本作家 葉祥明
「やすらぎの世界展」
　田園調布にゆかり
のある絵本作家の絵
画展

③建築家 隈研吾
講演会
　子どもたちへのメッ
セージなどを後日動
画配信。詳細は区HP
をご覧ください。
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次号の区報は 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、セブンｰイレブ
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。1 月1日号 新しい生活スタイルで

新しい年も元気に！特集

区内で働きたい方へ向けた求人サイト。アルバイト情報も掲載しています。

はねぴょん
Ⓒ大田区

「児童虐待防止」パネル展

㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷
㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷

1月9日㈭～1月14日㈫ 正午日 区役所本庁舎1階会
子ども家庭支援センター相談調整担当　☎6410－8551　　 3763－0199問 FAX

ぴったりサービス 検索

おしごとナビ大田区

申込期
限

2月15日
■問東京都聖火ランナー選考事務局
　☎6277－2459

詳細はコチラ▶

矢口区民センター温水プール 12月29日～1月5日




