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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

　令和3年第2回区議会定例会は、6月11日㈮～22日㈫に開かれる予定です。今会期
の請願、陳情の受け付け締め切りは、6月3日の予定です。傍聴を希望する方は、本会
議は区役所本庁舎11階の傍聴受付、委員会は10階の議会事務局までお越しください。
※せきや発熱の症状があるなど、体調が優れない方は傍聴をご遠慮ください
●手話通訳を希望する方＝7日前までに問合先へ申し込み
●FM補聴システム受信機の貸し出しを希望する方＝前日までに問合先へ申し込み
▶問合先　議会事務局庶務調査担当 ☎5744－1474　■FAX5744－1541

期日前投票
　投票日当日、仕事・旅行・入院・出産などで投票所
へ行けない見込みの方は、期日前投票ができます。
▶日時・会場
●区役所本庁舎
6月26日㈯～7月3日㈯午前8時30分～午後8時
●特別出張所
6月27日㈰～7月3日㈯午前8時30分～午後8時
※投票の方法など詳細は、6月16日に発行する「区報選挙特集号」や区HPでお知
らせします

▶問合先　選挙管理委員会事務局選挙担当　☎5744－1464 ■FAX 5744－1540

大田区議会定例会の開催

東京都議会議員選挙

投票日時　7月4日㈰午前7時～午後8時

みんなの一票を大切に！

産業プラザ　
1回7,700円
問合先へ電話
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6144　 3733－6459

大田区「優工場」
　人やまちに優しく、技術や
経営に優れた工場を認定・表
彰します。
区内で生産・加工現場を

有し工場認可されている工場
（認可予定を含む）
申込書（問合先に請求かHPから出力）

を郵送か持参。7月30日午後5時必着
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6476　 3733－6459

6月1日は
人権擁護委員の日です

　人権擁護委員は、いじめやハラスメン
トなどの人権問題に対する相談や救済、
人権の大切さを伝える啓発活動を行って
います。活動の詳細についてはお問い合
わせください。
人権・男女平等推進課人権・同和対策

担当
　☎5744－1148　 5744－1556

東京2020大会開催に伴う
区施設の利用休止

　ブラジル代表の事前キャンプやコミュ
ニティライブサイトなどのため以下の施
設が休館となりますのでご注意ください。
◆ゆいっつ
6月14日㈪～8月18日㈬

◆大田区総合体育館
6月29日㈫～8月29日㈰　

※弓道場は除く
◆大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場
6月30日㈬～8月9日㉁

◆大森スポーツセンター
7月5日㈪～8月10日㈫

◆大田スタジアム　

7月5日㈪～8月10日㈫
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

休館のお知らせ
◆アプリコ
6月13日㈰　※電力点検のため

　☎5744－1600　 5744－1599
◆山王草堂記念館
7月1日㈭・2日㈮

※一部資料入れ替えのため
龍子記念館　☎ 3772－0680

住まいの衛生パネル展
　ハチ、ネズミ、蚊などの防除方法や換
気・結露対策による衛生的な室内環境づ
くりを紹介します。
6月4日㈮正午～18日㈮午後3時
六郷文化センター
生活衛生課環境衛生担当

　☎5764－0694　 5764－0711

中央新幹線　第一首都圏トンネル
（北品川工区）の工事に係る説明会
　詳細は区HPをご覧くださ
い。
6月8日㈫午後2時
JR東海中央新幹線東京工事

事務所
　☎6847－3701
都市計画課公共交通・臨海部担当
　☎5744－1303　 5744－1530

郷土博物館の催し
1ミュージアムトーク「おおたモノ語り
（後編）」
　新しい常設展示の見どころ、展示品を
おおたのモノ語りとして紹介します。
6月12日㈯

①午前10時～正午
＝地中に刻まれた歴史（考古）
②午後2時～4時＝農漁村の風景（民俗）
先着各30名

2博物館講座「大森厳正寺と水止舞」
　民俗芸能研究の第一人者である神田

より子先生（敬和学園大学名誉教授）に
よる講演を行います。
7月3日㈯午後2時～4時30分
先着30名

◇12ともに◇
問合先へ電話。6月1日から受け付け
郷土博物館

　☎3777－1070　 3777－1283

ふる浜「ビーチヨガ」
6月20日㈰午前10時～11時、

午後4時30分～5時30分
7月4日㈰、8月21日㈯午後4時
30分～5時30分
大森ふるさとの浜辺公園
先着各30名
当日会場へ
スポーツ推進課スポーツ推進担当

　☎5744－1441　 5744－1539

パパママいっしょに
わくわくタイム

区内在住・在勤・在学の夫
婦と1歳以上の未就学児
7月17・24日㈯午前10時

～正午　

抽選で15組
問合先へFAX（記入例参照。参加者全

員の名前、年齢も明記）。電子申請も可。
7月7日必着　

エセナおおた
　☎3766－4586　 5764－0604

汎用旋盤・フライス盤
初級講座（3日制）

区内在住・在勤で金属加工
や機械工業に従事し、汎用旋
盤・フライス盤の技術を必要
とする方
8月28日、9月4・11日 ㈯

午前9時15分～午後4時30分
都立城南職業能力開発センター大田校
4,000円　
抽選で10名（汎用旋盤5名・フライス

盤5名。どちらか選択）
応募用紙を（一社）大田工業連合会（☎

3737－0797　 3737－0799）へ連
絡して入手しFAX。HPからも申し込み
可。7月15日必着
産業振興課工業振興担当

　☎5744－1376　 6424－8233

※134動きやすい服装2申し込み時にアレルギー確認有り5汚れてもいい服装、
水彩絵の具セット持参
※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中学生以上で、

妊娠中でない方5小学1年生以上）
▶費用 2500円5300円
▶申込方法　問合先へ電話かFAX（記入例参照）
▶会場・問合先　さぽーとぴあ　☎ 5728－9434 5728－9438

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

イベント名 開催日時 対象・定員 申込締切
（必着）

1昼下がりの七夕Jazz live
　～nyans club～

7月7日㈬
午後1時30分開演

中学生以上
抽選で110名 6月18日

2フルートとギター　魅惑のデュオ
　～保坂真弓・河野智美～

7月21日㈬
午後2時開演

小学生以上
抽選で110名 7月2日

3人物デッサンの基本
　クロッキーを描こう！

7月25日㈰
午後1時30分～5時

小学4年生以上
抽選で14名 7月7日

4講演会
　“「冨嶽三十六景」と川端龍子”展
　鑑賞ガイド

8月1日㈰
午後1時30分～3時 抽選で35名 7月16日

5親子で楽しむ
　リトミックコンサート

8月21日㈯
①午前11時～正午
②午後2時～3時

3～9歳のお子さん
と保護者
抽選で各50名

8月6日

▶費用 121,000円3500円51組1,000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。12同伴者1名5保護者1名につき子ども2名まで記名可。
参加希望時間①か②を明記

▶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

イベント名 日時 定員 申込期間
（必着）

1ヨガ講座（6月） 6月25日㈮　
午後6時～6時45分 抽選で10名

6月1～16日
2アロマ講座～心と体をゆるめる
　セルフアロマケア～

6月26日㈯
午前10時30分～11時30分 抽選で8名

3ストレッチ講座 7月10日㈯
午後2時～3時

抽選で10名

6月1～30日

4ヨガ講座（7月） 7月30日㈮
午後6時～6時45分

6月1日～
7月19日

5絵画講座～光の世界を描
えが
こう～ 8月7日㈯

午前10時～正午
6月1日～
7月28日

さぽーとぴあへ行こう

▲
詳細はコチラ

産業プラザ　
1回7,700円
問合先へ電話
（公財）大田区産業振興協会
☎3733－6144　 3733－6459

7月5日㈪～8月10日㈫
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

休館のお知らせ
◆アプリコ

より子先生（敬和学園大学名誉教授）に
よる講演を行います。
7月3日㈯午後2時～4時30分
先着30名

◇12ともに◇
問合先へ電話。6月1日から受け付け
郷土博物館

抽選で15組
問合先へFAX（記入例参照。参加者全

員の名前、年齢も明記）。電子申請も可。
7月7日必着　
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☎3766－4586 5764－0604

汎用旋盤・フライス盤

3大田区報　令和 3年 6月 1日号

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。詳細はお問い合わせいただくか、区HPをご覧ください。

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


