
　災害時に自力で避難することが
困難な方の名簿を民生委員や自治
会・町会などに提供し、災害時には
安否確認や避難支援、平常時には
見守り活動などに役立てます。登
録希望の方はお問い合わせください。

▶対象　要介護3～5の65歳以上の
方、障害者手帳をお持ちで避難行
動に支援が必要な方など
※区外在住の方、施設などに入所中の方は対象外
▶問合先
高齢福祉課高齢者支援担当 ☎5744－1430　■FAX5744－1522
障害福祉課障害者支援担当 ☎5744－1251　■FAX5744－1555
福祉管理課調整担当 ☎5744－1721　■FAX5744－1520

避難行動要支援者名簿に登録を！

ト ピ ッ ク ス
●世帯数・・・397,774世帯
●総人口・・・732,105人　
　　　　　 日本人人口・・・708,095人（男・・・351,521人　女・・・356,574人）
　　　　　 外国人人口・・・24,010人（男・・・11,416人　女・・・12,594人）
●面積・・・61.86km2

4月21日号 インタビュー（食育を支えるひと）特集

区の世帯と人口

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-
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。

1～15日…

16～30日…

手話言語の利用促進などに関する
取り組み
ユニークおおた バーチャルミュージアム

シティーニュースおおた11ch 4月

●放送 ケーブルテレビのJ:COMチャンネル 大田とiTSCOM
　　　　で毎日放送！YouTubeでも発信しています。 ▲YouTube

今月の区報は

令和3年3月1日現在

4月11日号 特集 自転車盗難の防止

▶対象　区内在住の65歳以上で、医師から運動制限を受けていない方
▶問合先　高齢福祉課高齢者支援担当（〒144－8621大田区役所）
☎5744－1624 ■FAX5744－1522

●やぐちの元気アップ教室
▶日時　木曜（月1回）
　　　　①午前10時～10時30分
　　　　②午前10時45分～11時15分
　　　　（初回開催日は4月22日）
▶会場　矢口区民センター
▶定員　抽選で①②各10名　
　　　　※時間帯の指定はできません
▶申込方法　問合先へ往復はがき（記入例参照）。4月15日必着

▶申込方法　申込先へ12往復はがき（記入例参照。生年月日も明記）3～6電話。1人1会
場まで。4月15日必着

体を動かして心も体も元気！

シニアのための運動教室

●音楽にのせてフィットネス（前期・4～9月）　椅子に座りながら体を動かします。

3日㈯…

5日㈪…

龍子記念館名作展
「川端龍子の院展時代　
画壇の新巨星として」
（龍子記念館、午前9時～午後4時30
分、入館は午後4時まで。ギャラリー
トークは要事前申し込み）
※7月4日㈰まで
熊谷恒子記念館　休館
（～16日㈮　※展示替えのため）

月のガイド令和3年

川端龍子《使徒所行讃》大正15（1926）年

大田文化の森田大大 文田田 化文化文 のの化 森森の森田大大田大大大大 文田田文田田田文化文化文化文化文文化のの化のの化化の森森の森森の森森森森
催し案内催し催催 案案し 内内案内催催し催催し催催催 案案し案案しし案内内案内内案案内内内

大田文化の森
催し案内

全て事前申込制です。
詳しくはHPをご覧ください！

https://www.bunmori-unkyo.jp/
大田文化の森イベント 検索

　大田区における新型コロナウイルス感染
症対策については、区HPをご覧ください。

●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 ■FAX5744－1524
●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）
　※多言語（日・英・中・ハングル）による相談も可
☎0570－550571 ■FAX5388－1396

詳細は
コチラ▶

相
談
窓
口

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ

※10歳以下は保護者同伴。手話通訳希望は申し込み時に
お伝えください
※講座中はマスクの着用をお願いします
▶対象　区内在住・在勤・在学の方（2は2日とも参加で

きる方）
▶申込方法　問合先へ電話かFAX（記入例参照）。4月1日

から受け付け

▶対象　区内在住で視覚に障がいのある方
▶日時　①5月13日～10月14日の木曜
　　　　②5月20日～10月21日の木曜
　　　　※いずれも午後1時30分～3時30分
▶定員　①②各4名（初めての方優先）
▶申込方法　問合先へ電話かFAX（記入例参照。
　　　　　　希望する日程①②のいずれかも明記）

さぽーとぴあへ行こう

初級点字講習会（9日制）の受講生募集

▶会場・問合先　さぽーとぴあ　☎5728－9434 ■FAX5728－9438

UniqueOta Virtual Museum
令和3年2月、「UniqueOta Virtual Museum」がシティプロモーションサイト内にオープン！
区内の博物館・記念館が所蔵する作品の一部を、バーチャル（仮想）美術館としてご紹介しています。
CG技術を活用した美術館内を、自由に巡りながら作品を見ることができます。

ユニークおおた 
バーチャル ミュージアムバーチャル

美術館

奥行きのある展示

室を進むと、両壁

に作品が現れます。

おおたの魅力はSNS・ニュースアプリでも発信中！
詳細は
コチラ

ツイッター 
大田区シティプロモーション
「Unique Ota」
＠Unique_Ota

フェイスブック 
大田区シティプロモーション
「Unique Ota」
＠otacp.uniqueota

SmartNews 
大田区チャンネル

インスタグラム 

Unique Ota
＠unique_ota

詳細は
コチラ

現在は郷土博物館、龍子記念館の

2館の作品を展示しています。

START!

学芸員がこのために書き

起こした解説を見ること

ができます。

解説

「新生活の季節到来！暮らしに寄り添う商店街を活用しよう」特集

※各記事は、取材時点の情報で作成しています

メイキング オブ
勝海舟記念館

　令和元年、大田区・洗足池畔に
オープンした勝海舟記念館。全国
初の勝海舟の記念館が、どのよう
に企画され誕生したのか、その舞
台裏を館長と学芸員が語
ります。

JALで働くスタッフの皆さん

　区臨海部にある羽田空港で働く
航空スタッフの皆さんが、普段どん
なことを考え、感じながら仕事に向
き合っているのかをご紹介します。

東京羽田ヴィッキーズ
　区を拠点に活動する女子プロバ
スケットボールチーム「東京羽田ヴ
ィッキーズ」。3名の選手がチームや
区の魅力などを語ってくれました。

大田区テイクアウト
グルメコレクション

　最近、ますます人気が高まって
いるテイクアウトグルメ。区内に
はテイクアウトできるお店がたく
さん！今日のおうちごはんの参考
にしてみては？

お散歩アプリで
馬込文士村記念館巡り
　「馬込文士村」には、かつて周辺
に住んでいた作家や芸術家ゆかり
の記念館が点在しています。区の
健康サポートアプリ「はねぴょん健
康ポイント」を使って記
念館を散策します。

都内最多の商店街を有する大田区。区内には、暮らしに寄り添う魅力が詰まった
商店街がたくさんあります。そこで、4月から大田区で新生活を始める皆さんに向
けて、商店街のさまざまな活用法をご紹介します！

4月1日公開 !

おおたの魅力を発信中！
見る 知る 楽しむ

歴史と文化を知る 街めぐり・散策 食で楽しむおおた 直撃インタビュー！

エントランスロビー 展示室外観

館内MAP

 詳細は二次元バーコードからご覧ください！

大田区シティプロモーションサイトでは、区内のおすすめのスポットやおいしいお店、
区内で働く・頑張る方々など、大田区にしかない魅力を発信中！ここでは、その一部をご紹介します。

拡大ボタンから

は、高精細画質

で作品を隅々ま

で鑑賞できます。

拡大

イベント名 日時 定員 申込締切
（必着）

1ヨガ講座（4月） 4月23日㈮
午後6時～6時45分

抽選で
10名

4月14日

2ダンス講座
　ダンスでエクササイズ（2日制）

5月14日、6月11日㈮
午後6時～6時45分 4月28日

3ヨガ講座（5月） 5月28日㈮
午後6時～6時45分 5月19日

会場 曜日 初回開催日 時間 定員（抽選） 申込先

1シニアステ－ション
　羽田 月 4月26日 午前10時30分～

　　   11時30分 15名
シニアステ－ション羽田

（〒144－0043羽田1－18－13
羽田地域力推進センタ－2階）

2六郷
　地域力推進センタ－ 水 4月28日 午後1時30分～

　　   2時30分 20名 高齢福祉課高齢者支援担当
（〒144－8621大田区役所）

3シニアステ－ション
　田園調布 火 4月27日 午後2時～3時

10名

シニアステ－ション田園調布
（☎3721－1572）

4東糀谷
　老人いこいの家 水 4月28日 午前11時～正午 東糀谷老人いこいの家

（☎3741－7970）
5シニアステ－ション
　東嶺町 土 5月1日 午後1時30分～

　　   2時30分 12名 シニアステ－ション東嶺町
（☎3753－3008）

6シニアステ－ション
　糀谷 木 5月6日 午前10時30分～

　　　11時30分 10名 シニアステ－ション糀谷
（☎6423－7033）

イベント名 日時 対象・定員 申込締切
（必着）

1「バンドネオンの魅力」レクチャーコンサート
　～北村 聡・中山育美～

6月5日㈯
午後2時～3時30分

小学生以上
抽選で80名 5月17日

22人が奏でるヴァイオリン　
　デュオ・プリマ～礒 絵里子・神谷未穂～

6月27日㈰
午後2時開演

小学生以上
抽選で116名 6月4日

3誰でも簡単リフレッシュ体操
4月～令和4年3月の第1火曜
午前10時～11時45分
（1月は第2火曜）

抽選で各20名
毎月20日
※翌月分を
抽選

4おはなしのへや
4月～令和4年3月の第1木曜
午後３時～3時30分
（4・1月は第3木曜）

小学生以下の
お子さんと保護者
抽選で各16名

5森で言葉を楽しみましょう
4月～令和4年3月の第3水曜
午前10時～11時45分
（5月は第2水曜）

抽選で各50名 毎月末日
※翌月分を
抽選

6森のこだま 4月～令和4年3月の第4水曜
午前10時～11時30分 抽選で各40名

▶会場・問合先　大田文化の森運営協議会（〒143－0024中央2－10－1大田文化の森4階）
　☎3772－0770 3772－0704

▶費用 1500円（小学生は無料）21,000円3300円5200円
▶申込方法　問合先へ往復はがき（記入例参照。1枚1講座）。問合先HPからも申し込み可。
　　　　　　同伴者121名42名まで記名可　
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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。




