
　体が弱かった幼少
期を過ごした塩原（栃
木県）を描いた作品。
初めての木版画。

「塩原は私を非常に可
か

愛
わい

がつて呉
く

れました、
（中略）板画の第一歩
に此

こ

の塩原を選びま
したのは、私として
頗
すこぶ

る意義ある事と存
ぜられます」※1

　入新井町に転居後、初めて描いた大田区
域の作品。スケッチ段階では雪は降ってお
らず、制作過程
で雪景色に変更
されました。
「私はやはり静か
な、しみじみとし
た世界が良い。
雪もそんな感じ
のものは心を惹

ひ

く」※2

　富士に桜をあしらった日本らしい構
図は海外輸出を意識したもの。

「見る風景が版画
に見えるように
なって来た」※3

と 語 っ た 巴 水 は
何 度 も 富 士 を ス
ケ ッ チ し て 最 善
の 場 所 を 探 り ま
した。

川
かわ

瀬
せ

巴
は

水
すい

　約40年にわたる画業生活の大半を大田区内で過ごし、旅から旅へと全国を歩き、古
き良き日本の風景を描き続けた新版画の第一人者、川瀬巴水（本名は川瀬文

ぶ ん じ ろ う
治郎）。

　区内を描いた「馬込の月」など、国内外で高い評価を受けてきた風景版画はどのような
心情から生み出されたのでしょうか。郷土博物館での特別展に先駆けて、数多くの作品
の一部を巴水の言葉とともにご紹介します。

　前後期の展示では、作品やスケッチブックに加えて川瀬巴水自筆
の日記を初公開。国内では希少な観光ポスターや展示目録・愛用品
などのほか、カラー映画「版画に生きる  川瀬巴水」も上映します。

「川瀬巴水ー版画で旅する日本の風景ー」

出典：※1 渡邊庄三郎『川瀬巴水　創作板画解説』　　※2 川瀬巴水「巴水芸談」『浮世絵と版画』第1巻第2号　　※3 楢
ならさきむねしげ

崎宗重「川瀬巴水 版画とその生涯」渡
わた

邊
なべ

規
ただす

編『川瀬巴水木版画集』

K A W A S E  H A S U I

大正7（1918）年秋
塩
しおばら

原 しほがま1
昭和3（1928）年作

千束池    「東京二十景」2

昭和12（1937）年6月
西伊豆  木

きしょう

負3

　 戦 後、最 後 に 描 い た 東 京 の 姿 は 池 上
本門寺。変わらない姿に安

あん

堵
ど

し、筆をとっ
たのかもしれま せ ん 。

池上本門寺之塔4
昭和29（1954）年作

馬込の月「東京二十景」昭和5（1930）年作

関連した催しも
予定しています。

詳細はコチラ

観   覧   無   料 日時 午前9時〜午後5時（月曜休館。8月9日、9月20日は開館）

7月11日 ㈰
まで

7月17日 ㈯
〜8月15日 ㈰

8月19日 ㈭
〜9月20日 ㈷

プレ展示 前期 後期
旅先の風景
（約 30点）

東京の風景と人物・静物画
（約 200点）

旅先の風景（約 200点）

東京市芝
しば

区
く

露
ろ

月
げつ

町
ちょう

（現・港区新橋）に出生。

明治16（1883）年

版
はんもと

元・渡
わたなべ

邊庄
しょうざぶろう

三郎の下で、処女作「塩原 おかね路」
「塩原 畑

はた

下
お

り」「塩原 しほがま」を出版。

大正7（1918）年

東京府荏
え

原
ばらぐん

郡入
いり

新
あらい

井町
ちょう

（現・大田区中央）に転居。

昭和2（1927）年

空襲が激しくなり、栃木県塩原福
ふくわた

渡へ疎開。
疎開中も再三上京。

昭和19（1944）年

胃
い

癌
がん

のため逝
せい

去
きょ

。

昭和32（1957）年

日本画家・鏑
かぶらき

木清
きよかた

方に入門。
後に「巴水」の名を与えられる。

明治43（1910）年

関東大震災後、日本各地を巡る人生で最長の旅に
出る。

大正12（1923）年

東京府荏原郡馬
まごめ

込町
ちょう

（現・大田区南馬込）に転居。

昭和5（1930）年

東京に戻り、大田区上
かみいけがみ

池上町
ちょう

（現・大田区上池台）
の渡邊庄三郎の別宅を借りる。

昭和23（1948）年

0歳

35歳

44歳

61歳

74歳

27歳

40歳

47歳

65歳

問合先　郷土博物館　☎3777－1070　 FAX 3777－1283

郷土博物館特別展

地域力・国際都市　おおた
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洗足区民センター指定管理者
　詳細は6月23日公開の区HPをご覧く
ださい。
●指定期間
令和4年4月1日～9年3月31日
●申請受付期間　8月16～20日
雪谷特別出張所

　☎3729－5117　 3729－1826

登録しませんか？
子育てすくすくネット

　児童館・おおたっ子ひろばなどを中心
に、子どもと家庭を地域で見守り、応援
する取り組みです。詳細は利用を希望す
る児童館にお問い合わせください。
子育て支援課こどもサポート担当

　☎5744－1609　 5744－1525

大田区生涯学習ボランティア
　これまでの経験によって培った知識や
技術を地域に役立ててみたいと考えてい
る方・団体向けの、生涯学習に関するボ
ランティア登録制度です。個人登録、団
体登録があります。要件などは区HPを
ご覧ください。
問合先へ申請書（問合先で配布。区HP

からも出力可）を持参
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1443　 5744－1518

旧大森第六小学校の
卒業記念制作作品

　こらぼ大森の解体に伴い、現在残され
ている旧大森第六小学校時の卒業記念制
作作品を撤去します。解体前に作品撮影
や見学が可能です。
7月1日㈭～10月1日㈮
問合先へ電話
こらぼ大森

　☎5753－6616　 5753－6560

こども入浴デー
　区内在住の小学生以下は第1日曜に区
内の公衆浴場を無料で利用できます。当
日、番台に年齢を伝えてください。
産業振興課商業振興担当

　☎5744－1373　 6424－8233

東京2020大会に伴う交通規制
　競技会場周辺では、通行規制エリアや
う回エリアが設けられます。そのほかの
交通規制については区HPをご覧ください。
7月19日㈪～9月5日㈰

※8月10～23日を除く
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

認知症検診が受けられます
　対象者に認知症検診案内パンフレッ
ト、受診券などを送付します。検診を希
望する方は同封したチェックリストでセ
ルフチェックを行い、受診できます。
区内在住で70・75歳の方（令和4年3

月31日時点）
7月1日㈭～令和4年2月28日㈪
認知症検診実施医療機関（パンフレッ

トか区HPで確認）へ電話。6月25日から
受け付け
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎5744－1268　 5744－1522

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・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6か月です。詳細はお問い
合わせいただくか区HPをご覧ください。
次の全てに該当する方

①区内在住の60歳以上で収入が基準内
である②家庭環境、住宅などの理由によ
り居宅において生活することが困難③独
立して日常生活を営むことができ自炊が
可能④保証人を立てることができる
7月5～16日に問合先へ申込書（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
介護保険課介護保険担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1258　 5744－1551

ねたきり高齢者訪問歯科支援
歯科医療機関への通院が困難な65歳

以上の方
問合先か地域包括支援センターへ電話
地域福祉課高齢者地域支援担当

　大森　☎5764－0658　 5764－0659
　調布　☎3726－6031　 3726－5070
　蒲田　☎5713－1508　 5713－1509
　糀谷　☎3741－6525　 6423－8838

6月は「東京都HIV検査・相談月間」
　エイズ（後天性免疫不全症候群)は、感
染予防とともに検査を受けて早期発見・
治療することが重要です。感染が心配さ
れる機会から60日以上たってから検査
を受けてください。　※なお東京都では
祝日を除く毎日検査を行っています

第2水曜、午前9時～10時受け付け
※10～12月は会場工事のため中止
蒲田地域庁舎
先着20名
問合先へ電話
感染症対策課感染症対策担当

　☎5744－1263　 5744－1524

こまめな水分補給などで
熱中症を予防しましょう

　屋内にいるときでも、室温が28℃を
超えないように、適切にエアコン・扇風
機などを使いましょう。特に車の中は、
急激に温度が上昇するため、わずかな時
間でも危険です。マスクを装着している
と喉の渇きを感じにくい場合もあり、よ
りこまめな水分補給が大切です。
健康医療政策課健康政策担当

　☎5744－1728　 5744－1523

空港臨海部
グランドビジョン専門部会
6月29日㈫午前10時から
区役所本庁舎5階
先着8名
当日会場へ
都市計画課公共交通・臨海部担当

　☎5744－1303　 5744－1530

空家等対策審議会
7月1日㈭午後2時～4時
消費者生活センター
先着10名
当日会場へ
建築調整課空家対策担当

　☎5744－1301　 5744－1558

大田区移動等円滑化推進協議会
7月7日㈬午前10時30分～正午
消費者生活センター
先着10名
当日会場へ
都市計画課計画調整担当

　☎5744－1333　 5744－1530

グリーンプランおおた推進会議
7月12日㈪午後6時～8時
区役所本庁舎2階
先着10名
当日会場へ
都市計画課計画調整担当

　☎5744－1333　 5744－1530

おおた健康プラン推進会議
7月27日㈫午後1時30分～3時
蒲田地域庁舎
先着3名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。

7月26日締め切り
健康医療政策課健康政策担当

　☎5744－1682　 5744－1523

大田区青少年問題協議会
7月27日㈫午後2時～4時
区役所本庁舎11階
先着5名
問合先へ電話。7月13日締め切り
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

大田区子ども・子育て会議
7月29日㈭午後6時30分～8時30分
区役所本庁舎2階
先着10名程度
当日会場へ　※保育、手話通訳希望は

7月12日までに問合先へ電話
子育て支援課経営計画担当

　☎5744－1272　 5744－1525

保育サービスアドバイザー
　ご家庭の事情に合った保育施設や子育
て支援サービスの情報提供、育児相談を
行います。
出産の予定がある方、乳幼児の保護者
月～金曜、午前8時30分～午後4時
問合先へ電話
保育サービス課保育利用

支援担当
　☎5744－1617
　 5744－1715

公共職業訓練10月入校生
6月28日～8月6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

　☎3744－1013　 3745－6950

「大田区くらしのガイド」広告
　主に大田区に転入された方へ配布しま
す。11月発行、37,000部程度。本文中
指定ページ（A4サイズ、5ページ分、カ
ラー）に掲載します。広告料、掲載基準
などの詳細は区HPをご覧ください。
※予定数を超えた場合は抽選を行います
問合先へ申込書（区HPから出力）を

FAXか郵送か持参。7月31日必着
広聴広報課広報担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1132　 5744－1503

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

お知らせ

募　集

相　談
傍　聴

健　康

福　祉

夜間納付相談　特別区民税・都民税と国民健康保険料
　お支払いについて、窓口と電話でご相談をお受けします。
▶日時� 7月8・29日、8月12・26日㈭午後7時まで
� ※�7月29日は特別区民税・都民税のみ
� ※�国保の加入・脱退、保険証の再交付申請も受け付けています（本人確認書類と証明

書などが必要）
▶会場　区役所本庁舎4階
▶問合先 ●特別区民税・都民税について＝納税課

　収納推進担当　☎5744－1205（令和3年度分のみ） 5744－1517
（共通）・整理大森�☎5744－1200　・整理調布�☎5744－1201

・整理蒲田�☎5744－1202　・整理区外�☎5744－1203
●国民健康保険について＝国保年金課
・国保料収納担当（納付方法）　☎5744－1697
・国保資格係（手続き）　☎5744－1210
※国保資格係の夜間・日曜の電話対応は行っていません

5744－1516
（共通）

危険です！「ながら運転」
　区では、「ながら運転」禁止等道路交通法関係法令の遵

じゅん

守
しゅ

を条例で定めて
います。区内で発生している交通事故全体に占める自転車関与率は49.8％�
(令和3年4月末時点)です。

●自転車に乗るときはスマートフォンなどを
　使用しない

●雨天時にやむを得ず自転車に乗るときは、
　レインコートを着用する

▶問合先　都市基盤管理課交通安全・自転車総合計画担当
　☎5744－1315　 5744－1527

気をつけよう

大田区報　令和 3年 6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

情報箱
暮 ら

し の 記入例
❶催しなどの名称
❷〒住所
❸氏名（ふりがな）

❹年齢（学年）
❺電話番号
❻その他
　必要事項

※費用が記入されていない催しなどは原則無料です



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�▶

（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/

◆夏休み子ども体育塾(3日制)
～ポイントをつかんで運動を得意にしよう！～
　跳び箱・ボール投げ・かけっこなど体を動かす基本動作を楽しく学びます。
▶対象　①小学1・2年生②小学3～6年生
▶日時　8月3日㈫～5日㈭①午後1時～2時②午後2時30分～3時30分
▶会場　池雪小学校
▶費用　1,000円
▶定員　先着各30名
▶申込方法　問合先へ電話かFAX(記入例参照。学校名
も明記)。7月20日締め切り

◆区民スポーツ大会
種目 日程 会場

ソフトテニス(小学生) 8月22日㈰
多摩川六郷橋緑地庭球場ソフトテニス(一般) 9月12日㈰

ソフトテニス(中学生) 10月10・17日㈰
ダンススポーツ 8月29日㈰

大森スポーツセンター
ソフティテニス（ダブルス） 9月5日㈰

ソフトボール 9月5日㈰～10月3日㈰ 多摩川ガス橋緑地野球場
バスケットボール(一般・シニア) 9月6日㈪～10月26日㈫

大森スポーツセンター

卓球（小・中学生、高校生） 9月11日㈯
卓球（一般） 9月12日㈰

少林寺拳法演武大会 9月19日㈰
バドミントン（中学生） 9月25日㈯
バドミントン（一般） 9月26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

みどりのまちづくりのため
緑化計画書の提出が必要です
区内で行う次の建築行為など

●①敷地面積300㎡以上の建築物の新
築・増築・改築②敷地面積1,000㎡以上
の製造施設・貯蔵施設・屋外運動競技施
設・屋外娯楽施設の建設③収容台数20
台以上で敷地面積300㎡以上の駐車場の
設置
●「地域力を生かした大田区まちづくり
条例」で規定する①事業区域面積が350
㎡以上か区画数が5区画以上の道路を設
ける住宅宅地開発事業②計画戸数が15
戸以上の集団住宅建設事業③事業区域面
積が350㎡以上の墓地開発事業
※詳細はお問い合わせください
※緑化が完了したときは速やかに緑化完
了届を提出してください
建築審査課建築指導担当

　☎5744－1387　 5744－1557

ハクビシン・アライグマに
お困りの方へ

　箱わなの設置による捕獲事業を無料で
行っています。被害に遭われた場合はご
相談ください。
環境対策課環境推進担当

　☎5744－1365　 5744－1532

龍子記念館の休館
7月5日㈪～16日㈮

※展示替えなどのため
　☎ 3772－0680

アプリコ・アートギャラリー
「仲

な か

田
だ

好
よ し

江
え

―線の魅力」
　区所蔵作品を紹
介するアプリコ・
アートギャラリー。
今回は、生前区内
に住んでいた画家・
仲田好江を紹介し
ます。仲田好江は
芦
あし

屋
や

時代に師事し
た洋画家・小出楢
重に影響を受けま
した。裸婦の絵や、魅力的な描線の素描
を展示します。
6月24日㈭～9月26日㈰
アプリコ
（公財）大田区文化振興協会
　☎5744－1600　 5744－1599

高齢者就労支援
1再就職支援セミナー
6月29日㈫午後1時30分～4時
消費者生活センター
先着10名

2日替わり就職面接会
　高齢者採用を積極的に行う6社程度と
その場で面接できます。
7月7日㈬～9日㈮①午前10時～正午

②午後2時～4時
大田区社会福祉センター
先着各日8名

◇1�2ともに◇
都内在住でおおむね55歳以上の方
問合先へ電話か来所。16月28日27

月6日締め切り
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎5713－3600　 3736－2030

六郷B
ベ ー ス

ASE
（南六郷創業支援施設）見学会
　10月、南六郷に新たな創業支援施設
「六郷BASE」がオープンします。開設に
先立ち、施設への入居やオープンスペー
スの利用を検討する方に向けた見学会を
開催します。
7月5日㈪・6日㈫午前10時～午後4時
当日会場へ
産業振興課工業振興担当

　☎5744－1376　 6424－8233

高齢者の元気をサポートします
1体力測定会

①7月12日㈪＝六郷地域力推進セ
ンター②7月13日㈫＝大田文化の森
※いずれも午後1時45分～3時45分
2認知症予防講座

①7月27日㈫＝六郷地域力推進セ
ンター②7月29日㈭＝池上会館
※いずれも午後2時～3時30分

◇1�2ともに◇
区内在住の65歳以上で医師などに運

動を制限されていない方
抽選で各20名
問合先へ往復はがき（記入例参照。希

望する日程・会場も明記）。1 6月28日
2 7月13日必着
高齢福祉課高齢者支援担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1624　 5744－1522

消費者講座「親子で学ぶお金の
使い方～貯金箱を作ろう～」
小学生と区内在住・在勤・在学の保護者
7月28日㈬午前10時～正午
先着15組
問合先へ電話か来所
消費者生活センター

　☎3736－7711　 3737－2936

夏体験ボランティア
　区内の福祉団体・施設などで、短期間
のボランティア活動体験ができます。
区内在住・在勤・在学の中学生以上
8月2日㈪～9月17日㈮
7月10・12～17日午前10時～午後4

時に問合先へ来所
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎3736－5555　 3736－5590

夏休みかな書ワークショップ
「色紙をいろどる“かな”～
熊谷恒子のかな書を体験する」　
　①親子で書道②和歌と継ぎ紙
①小・中学生と保護者②高校生以上
①8月14日㈯午前10時～午後0時30

分②8月15日㈰午後0時30分～3時
大田文化の森
抽選で①6組12名②12名
龍子記念館（〒143－0024中央4－

2－1 3772－0680）へ往復はがきか
FAX（記入例参照）。7月30日必着
※1通につき2名まで
熊谷恒子記念館

　☎ 3773－0123

すぐに役立つ、家族も喜ぶ
「パパの洗濯講座」

がんこ汚れは科学で解決！
　洗濯のコツと家族とのコミュニケー
ション術を学びます。
区内在住・在勤・在学の男性
8月7日㈯午後1時30分～

4時
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。7月
27日必着

エセナおおた
　☎3766－4586　 5764－0604

都立産技高専の講師による
「若手技術者支援のための
基礎講座と出前講座」

◆基礎講座
　機械系（機械設計など4科目）と電気系
（電気回路など2科目）を行います。
区内中小企業で働いている若手技術者

◆出前講座
　各企業のニーズに応じた
オーダーメイドの講座を用
意し、訪問・開講します。
区内企業（本社か事業所

が区内）
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6109　 3733－6459

仲田好江《婦人像》
制作年不詳

ハクビシン

提供：東京都環境局

アライグマ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

参加・催し

��
吹付けアスベストによる被害を防止しましょう

　飛散すると健康に有害な吹付けアスベストは、建築物増改築時などに適法に
除却してください。費用の助成・融資あっせん制度をご利用できます。

❶吹付けアスベスト分析調査費助成
　吹付け材がアスベストであるかの分析調査費の2分の1（上限10万円）。
▶問合先　建築調整課建築相談担当　☎5744－1383　 5744－1558
❷住宅リフォーム助成
　区内に自己が所有し居住する住宅の吹付けアスベスト除去工事費（税抜き）の
10分の1（上限50万円）。　※工事開始前に仮申請が必要です
▶問合先　建築調整課住宅担当　☎5744－1343　 5744－1558

❸中小企業融資あっせん
　区内の賃貸共同住宅、事務所、工場などの吹付けアスベストの除去・飛散防
止の改修工事費。融資限度1,500万円（利子全額補給、信用保証料全額補助）。
▶問合先　産業振興課融資係　☎3733－6185　 3733－6159

◆アスベストの工事に関する注意◆
●増改築などの工事面積が床面積の2分の1以下でアスベストの劣化損傷がない場合、
封じ込め・囲い込み工事ができます。耐火被覆のアスベスト除去時には代替の耐火措
置をしてください。
▶問合先　建築審査課建築審査担当　☎5744－1388　 5744－1557
●工事には次の書類の提出が必要です。
①特定粉じん排出等作業実施届出書②石綿飛散防止方法等計画届出書③建設工事計画届
※工事開始日の14日前までに提出
▶問合先　①②＝環境対策課環境調査指導担当　☎5744－1369　 5744－1532
　�　　　　③＝大田労働基準監督署安全衛生課　☎3732－0175

3大田区報　令和 3年 6月 21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

情報箱
暮 ら

し の 記入例
❶催しなどの名称
❷〒住所
❸氏名（ふりがな）

❹年齢（学年）
❺電話番号
❻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。詳細はお問い合わせいただくか、区HPをご覧ください。



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

バスツアーバスツアー

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

▶対象　代表者が区内在住・在勤の方
▶日程　①9月20日㈷（日帰り）②9月25日㈯・26日㈰（1泊2日）
▶費用　①大人18,800円、小学生以下17,900円から
②大人31,800円、小学生以下30,600円から
▶定員　抽選で各23名
▶問合先　休養村とうぶ（長野県東御市和6733－1） ☎0268－63－0261

▶対象　年中・年長児と家族
▶日程　9月4日㈯・5日㈰（1泊2日）
▶費用　中学生以上12,400円、小学
生8,600円、未就学児7,300円から
▶定員　抽選で20名
▶問合先　伊豆高原学園（静岡県伊東
市八幡野1154－3）
☎0557－48－7815

　伊豆高原学園へ宿泊しながら、親子で自然遊びや磯遊びに出かけます。ア
ウトドアクッキングでは夏の食材を使った料理にチャレンジします。

安心してご利用いただけるよう、消毒や検温など、
感染対策を徹底しています。

①日帰りで満喫！大田区休養村とうぶ金原温泉と巨峰狩り
②大田区休養村とうぶに泊まる　小さなお土産付き！
　巨峰の王国まつりツアー

いずこうげん森のようちえん

〈〈
申込方法など
詳細はコチラ

〈〈申込方法など
詳細はコチラ

 

 

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
☎5320－4592
☎5744－1360
■FAX5744－1524

東京都発熱相談センター（24時間対応）
大田区相談センター
（平日、午前9時～午後5時）

詳細はコチラ

▲

●接種は無料です。接種のために金銭を要求されることはありません　
●「ワクチン接種のご案内」をかたった不審なメールには返信しない・
　URLは開かないでください

新型コロナワクチン接種の関連詐欺
金銭・個人情報が狙われています。不安なことがあったら、

 ☎0570－550571
■FAX5388－1396

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（英・中・ハングル）による相談も可

感染への不安のある方

新型コロナワクチン接種について
大田区新型コロナワクチン接種コールセンター
☎6629－6342　■FAX5744－1574

新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン(☎0120－797－188)へ
ご
注
意
く
だ
さ
い

　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。

(月～土曜、午前8時30分～午後5時15分※休日を除く)
※間違い電話が多くなっています。今一度、番号をお確
かめの上お電話ください

友好都市の魅力をパネルで紹介します。

▲巨峰▲姨
おばすてやま

捨山棚
たな

田
だ
（9月）

▲磯遊び

▲アウトドアクッキング

伊豆高原学園に泊まる

▶会場　1かわさき宙と緑の科学館（神奈川県川崎市多摩区枡形7－1－2）
2～7池上会館
▶申込方法　問合先へ往復はがき（2面記入例参照。学校名、保護者氏名、
457は希望回も明記)。1～56月28日677月5日必着

講座名 対象 日時 定員（抽選）

1
「宇宙と大地を学ぶ」

かわさき宙
そら

と緑の科学館見学

小学5年〜
中学2年生

7月21日㈬
午前8時30分〜
午後4時30分

20名

2 ポンポン蒸気船を
はしらせよう

7月24日㈯
午前10時〜正午

10名
3 光ファイバー&LEDの世界を

体験しよう
7月26日㈪

午前10時〜正午

4 ミョウバンでキラキラ宝石の
ような結晶を作ろう

7月28日㈬
①午前10時〜正午
②午後2時〜4時

各10名

5 親子講座
「顕微鏡で見る小さな世界」

小学3・4年生
と保護者

7月29日㈭
①午前10時〜正午
②午後2時〜4時

7月30日㈮
③午前10時〜正午
④午後2時〜4時

各10組
20名

6 -196℃超低温の世界を
体験しよう

小学5年〜
中学2年生

8月3日㈫
午前10時〜正午 10名

7 親子講座「玉ねぎの皮を使って
染物体験をしよう」

小学3・4年生
と保護者

8月4日㈬
①午前10時〜正午
②午後2時〜4時

各10組
20名

日程 7月2日㈮～7日㈬
会場 区役所本庁舎3階

▶問合先　文化振興課文化振興担当　☎5744－1226　 5744－1539 

友好都市友好都市
　　パネル展　　パネル展

 ◉長野県東御市

 ◉秋田県美郷町

 ◉宮城県東松島市

▲東御市出身の天下無双力士「雷電像」

▲美郷町の初夏の風物詩「ラベンダー」

東松島市自慢のブルーインパルス▶︎

　農産物を通じた交流を紹介
します。

　初夏を彩るラベンダーや湧
水群を紹介します。

　市の概要や東日本大震災の記憶をたど
ります。

▶問合先　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        

巨ん太と　ぷるる

美郷の
ミズモ

イートとイ～ナ

4 大田区報　令和 3 年 6 月 21 日号

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。7 月1日号 挑戦する選手に熱い声援を！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▶

●マスクを外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

■問大田区社会福祉協議会　☎3736－2023  　   3736－2030FAX

みんなで取り組もう
感染対策




