
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

新型コロナウイルス感染予防のための大田区スポーツイベントガイドラインはコチラ�▶

▶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。
◆定期スポーツ教室のワンコイン体験

▶費用　1回500円
▶申込方法　問合先へ来館　※事前予約制（先着順）

◆5月の個人開放
▶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

大田区総合体育館のスポーツ教室など

教室番号・教室名 対象 開催日程 時間

月
①かんたんピラティス

高校生以上 5月10・17日
正午～午後1時

②フラダンス 午後3時～4時

火
③よちよち親子体操 1歳

5月11・18日
午前9時～10時

④親子フィット＆ダンス 就園児（年少～年長） 午後4時～5時

水
⑤親子で体操名人 2～3歳

5月12・19日
午前9時～10時

⑥ベリーダンス 高校生以上 午前11時～正午

木
⑦キッズチアダンス50 4歳～小学1年生

5月13・20日
午後4時40分～5時30分

⑧ジュニアチアダンス 小学生 午後6時～7時

金
⑨キッズビート体操50 4歳～小学1年生

5月14・21日
午後4時～4時50分

⑩ジュニアビート運動塾 小学生 午後5時20分～6時20分

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 5月12日㈬
○ ○ ○

○卓球 5月19日㈬

バスケットボール 5月17日㈪ - - -

ジャイアンツメソッド野球教室
▶対象　①小学1・2年生と保護者②小学3・4年生
▶日時　5月29日㈯①午前10時～正午②午後2時～4時
▶費用　1,000円（当日払い）
▶定員　先着①25組50名②50名
▶申込方法　問合先へ電話（午前9時～午後7時受け付け）
▶会場・問合先　大田スタジアム　☎3799－5820　 3799－5782

（公財）大田区スポーツ協会の催しなど
▶問合先　（公財）大田区スポーツ協会（〒143－0011大森本町2－2－5（大森ス
ポーツセンター内））�
　☎5471－8787　 5471－8789　https://www.sportsota.or.jp/

◆区民スポーツ大会
種目 日程 会場

玉入れ競技 5月16日㈰ 大森スポーツセンター健康体育室

アーチェリー 6月5日㈯ 平和の森公園アーチェリー場

居合斬道
6月6日㈰

大田区民プラザ体育室

自転車走行会 ガス橋から東高根森林公園

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

「第8期大田区男女共同推進
	プラン」を策定しました

　問合先、エセナおおた、区政情報コー
ナーで閲覧できます。詳細は区HPをご
覧ください。
人権・男女平等推進課男女平等推進担当

　☎5744－1610　 5744－1556

消費者生活センター集会室などの
利用休止

9月29日㈬～10月4日㈪午後4時30分
※生活展のため
　☎3736－7711　 3737－2936

東京国際音楽祭2021
　青少年やプロ音楽家たちによる音楽イ
ベントを行います。申し込み方法など詳
細は東京国際音楽祭公式HPをご覧くだ
さい。
5月1日㈯～3日㈷
観光課観光振興担当

　☎5744－1322
　 5744－1323

しょうぶ湯
5月5日㈷
区内の公衆浴場　
470円　※小学生以下は無料
産業振興課商業振興担当

　☎5744－1373　 6424－8233

ひきこもり・生きづらさ茶話処
どころ

　参加者同士やスタッフとの語り合い、
相談ができます。
5月19日㈬午後1時30分～4時

※事前予約制
蒲田地域庁舎
先着20名
問合先へ電話
健康づくり課健康づくり担当

　☎5744－1683　 5744－1523

障がいのある方のための
パソコン教室

区内在住の障がいのある方とその家族
5月23日㈰午後2時～4時

さぽーとぴあ
先着10名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
上池台障害者福祉会館

　☎3728－3111　 3726－6677

海苔を学ぶ
1企画展「海辺の風物を描く－大田区所
蔵の資料から－」
　海苔養殖や海辺を描いた版画（複製）な
どを展示します。
7月18日㈰まで、午前9時～午後5時

（6・7月は午後7時まで）
2海苔でお絵かき「海藻おしばづくり」
5月23日㈰①午前

10時～11時30分②
午後2時～3時30分
先着各16名
問合先へ電話
◇1�2ともに◇
大森�海苔のふ

るさと館
　☎5471－0333　 5471－0347

働き続けるあなたのための
家事のワンオペ脱出術

　家事研究家から、家族が快適に暮らす
ための家事分担のコツを学びます。
区内在住・在勤で就労中の女性
5月29日㈯午前10時～正午
抽選で20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人500円）希望は
お子さんの名前、年齢も明
記）電子申請も可。5月18日
必着

エセナおおた
　☎3766－4586　 5764－0604

シニアオープンカレッジ
「スマホ講座」（2日制）

区内在住・在勤のスマートフォンをお
持ちでない60歳以上の方で、両日参加
できる方
5月31日㈪、6月1日㈫午後1時30分

～2時30分
ゆうゆうくらぶ洗足
先着15名

問合先へ電話か来所。5月6日から受
け付け
洗足区民センター

　☎3727－1461　 3727－1462

熊谷恒子記念館の催し
1料紙と書〜墨の流れ、時の流れ〜
　書家・熊谷恒子の書とともに、巧みな
装飾技法による料紙を紹介します。
4月17日㈯～5月23日㈰午前9時～午

後4時30分（入館は午後4時まで）
●休館日　月曜　
※5月3日は開館。5月6日は休館

2期間限定！春の庭園公開
　通常はお入りいただけない庭園を、期
間限定で開放します。

5月2日㈰～5日㈷午前9時～午後4時
30分（入館は午後4時まで）

◇1�2ともに◇
●入館料　100円（子ども50円）

※65歳以上（要証明）と5歳以下は無料
熊谷恒子記念館

　☎ 3773－0123

初めてのパパママ子育て教室
　参加家族の交流と①②ベビーマッサー
ジ③事故予防教室
①②生後7か月まで③1歳6か月までの

お子さん（第1子）と両親
①5月22日㈯＝キッズな大森

②6月5日㈯＝キッズな六郷
③5月29日㈯＝キッズな洗足池
※いずれも午前10時30分～11時30分
先着各10組（1組1回のみ）
問合先へ電話か来所。①5月6日②5月

17日③5月10日から受け付け（午前10時
～午後6時）
①キッズな大森

　☎5753－7830　 3763－0199
　②キッズな六郷
　☎6715－7830　 6428－6901
　③キッズな洗足池
　☎5754－7830　 3727－0520

出前講座「親子で遊ぼう！」
おおむね1～2歳のお子さんと保護者
①5月18日㈫＝矢口区民センター

②6月1日㈫＝萩中集会所
※いずれも午前10時～11時30分
先着各15組
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。�

②は5月6日から受け付け
キッズな大森

　☎5753－1153　 3763－0199

初めての日本画講座（春）
「五彩の墨絵」（5日制）

5月21・27日、6月4・11・18日、
午後2時～4時
大田文化の森
5,000円
抽選で20名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。�

5月6日必着
龍子記念館

（〒143－0024中央4－2－1）
　☎ 3772－0680
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※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
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し の ❶
❷
❸
❹
❺
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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




