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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
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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。




