
　椅子に座って映像を見ながらストレッチや体操を行います。
▶対象　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（上半期未
受講者優先）
※タオル、飲み物持参。マスク着用
▶申込締切　10月12日必着
▶問合先　高齢福祉課高齢者支援担当　☎5744－1624 ■FAX 5744－1522

頭とからだの椅子ストレッチ（10月～令和4年3月）
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

全て事前申込制です全て事前申込制です大田文化の森大大田大大大田文文田田文化化文文化化 森の化のの森森森森大大大田大大田大大大田文文田文文田田文化化文化化文文化化 森の化 森の化のの森森森森森森
催し案内催催し催催し案案しし案内案内内催催催し催し催催し案案し案案しし案案内案内案内内

大田文化の森
催し案内

老いじたく相談会
～人生100年！自分らしく
明るく暮らしていくために～

　遺言・相続・不動産など、将来への不
安や疑問を司法書士などの専門家に無料
で相談できます。
10月27日、11月10・24日、12月8・

22日㈬午前9時30分～午後0時30分
※1人50分まで
大田区社会福祉センター
先着各3名
問合先へ電話。10月10日午前8時30

分から受け付け
おおた成年後見センター

　☎3736－2022　 3736－5590

統計の登録調査員
　国の統計調査の調査員として活動でき
る20～75歳の方を募集しています。面
接有り。詳細はお問い合わせください。
地域力推進課統計調査係

　☎5744－1186　 5744－1518

都市計画案の縦覧と
意見書の提出

①東京都市計画道路（幹線街路補助線街
路第28号線）
②東京都市計画交通広場（大森駅西口広場）
●縦覧・意見書の受付期間
10月13～27日　※土・日曜を除く
●縦覧場所　両問合先
●意見書の提出方法　各問合先へ郵送か持参
①東京都都市整備局都市づくり政策部

都市計画課　
　☎5388－3225
②鉄道・都市づくり課鉄道・都市づくり
担当
　☎5744－1356　 5744－1526

10月15～21日は
違反建築防止週間

　建築業者は、建築基準法を守って設計・

施工しましょう。10月20日に、工事中
の建物を対象とした全国一斉パトロール
が行われます。
建築調整課監察担当

　☎5744－1384　 5744－1558

アプリコの休館
令和4年1月1日㈷～5年2

月28日㈫
※特定天井改修その他工事の
ため。公演のチケット販売、
休館後の貸館利用の受け付け
などは行います
　☎5744－1600　 5744－1599

まちこうばがやってくる！2021
～働く場所としての町工場の

展示会～
中学生以上
11月3日㈷午後1時30分～

5時
消費者生活センター
当日会場へ
産業振興課産業振興担当

　☎5744－1363　 6424－8233

エセナフォーラム2021講演会
「教えて！上野千鶴子さん
ジェンダー研究から学ぶ
私たちはどう生きるか」

区内在住・在勤・在学のオ
ンライン（Z

ズ ー ム

oom）で参加でき
る方
11月3日㈷午後2時～4時
先着100名
10月1日午前9時から電子申請。10月

31日締め切り
エセナおおた

　☎3766－4586　 5764－0604

ハーブ講習会
～ハーブで楽しむ料理と健康～
　ハーブの育て方、効能、使い方などを
専門家が詳しく説明します。
中学生以上

11月14日㈰午後1時30分～3時30分
消費者生活センター
抽選で40名
10月1～28日（必着）に問

合先へ往復はがき（記入例参
照）。電子申請も可
環境対策課環境推進担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1365　 5744－1532

親族後見人交流会
　親族後見人同士の意見・情報交換を行
います。活動していて不安に思うこと、
戸惑うこと、聞いてみたいことなどを話
し合ってみませんか。弁護士などから実
務に関するアドバイスも受けられます。
親族の成年後見人・保佐人・補助人と

して活動している方
11月15日㈪午後1時30分～3時
区役所本庁舎2階
先着10名
問合先へ電話。11月10日締め切り
おおた成年後見センター

　☎3736－2022　 3736－5590

認知症予防朗読講座（10日制）
　朗読で脳を活性化し、認知症を予防し
ましょう。
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、地域での朗読に
よる社会参加の活動を希望する方
※筆記用具、飲み物持参。マスク着用
10月26日、11月9・30日、12月7・

21日、令和4年1月11・25日、2月8・
22日、3月8日㈫午後1時30分～3時
池上会館　
550円
抽選で20名
問合先へ往復はがき（記入例参照。生

年月日も明記）。10月14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

認知症サポーター養成講座
　認知症の方やその家族を地域で温かく
見守る応援者が認知症サポーターです。

　認知症の基礎知識や認知症
の方と接するときの心構えな
どを90分の講義で学びます。
詳細はお問い合わせいただく
か区HPをご覧ください。
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎5744－1250　 5744－1522

シニア向け
スマートフォン教室

　基本操作や二次元バーコード読み取り
などの便利な使い方を学ぶ初心者向け講
座です。

区内在住の65歳以上で
●スマートフォンをお持ちでない方＝
①11月1日㈪②2日㈫午前10時～正午
●スマートフォンを持っているが使い方
が分からない方＝③11月1日㈪④2日㈫
午後2時～4時
※タオル、飲み物持参
消費者生活センター
抽選で各20名
問合先へ往復はがき（記入例参照。①～

④の希望日時、生年月日も明記）。10月
15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

自分の端末で
オンライン会議を体験しよう！
　ご自分のタブレットやス
マートフォンを使ってオンラ
イン（Z

ズ ー ム

oom）に参加する体験
をします。
区内在住のタブレットやス

マートフォンなどを所有しているZoom
初心者で、メールの送受信ができる方

①11月11日㈭＝入新井特別出張所
②16日㈫＝糀谷特別出張所③18日㈭＝
嶺町集会室④26日㈮＝区役所本庁舎2階
※いずれも午後2時～3時30分。④は午
前10時～11時30分
抽選で各30名
区HPから申し込み。10月22日締め切り
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1443　 5744－1518

▲
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（抽選） 申込締切（必着）

1おりがみの森
11月～令和4年3月の第
2水曜、午後1時30分～
4時（11月は第3水曜）

各50名
毎月20日

（※翌月分を
抽選）

2人物デッサンの基本
　クロッキーを描こう！

11月6日㈯
午後1時30分～5時

小学5年生以上、
14名 10月21日

3Co.Ba.nのJazzyに楽しむ
　昭和のメロディ、ハーモニー

11月7日㈰
午後2時30分開演 90名 10月20日

4筆と割り箸で描く
　オシャレな年賀状2022年

11月27日㈯
午後1時30分～3時30分

中学生以上、
12名 11月9日

5クリスマス・ロマンティック
　コンサート2021

12月7日㈫
午後2時開演

小学生以上、
110名 11月12日

6ベーゴマ名人と遊びながら「勝つ」
　ベーゴマ加工テクニックを
　身につけよう！

12月11日㈯
午後1時～6時

ベーゴマ加工経
験のある中学生
以上、15名

11月25日

7お正月を迎える
しめ飾りのワークショップ

12月19日㈰
午前10時～11時30分

中学生以上、
11名 12月3日

8はりこでつくる干
え と

支ランプ－寅
とら

－
　（2日制）

12月27日㈪・令和4年
1月10日㈷午後1時30分
～4時30分

小学4年生以上、
12名 12月10日

曜日 時間 定員
(抽選)

初回
開催日 会場・申込先 申込方法

※1人1会場

月 午後2時～2時40分
10名

10月18日 シニアステーション田園調布
（〒145－0071田園調布2－58
－5） 申込先へ

往復はがき
（記入例参照。
希望日時も
明記）

木 午前11時～11時40分 10月21日

木 午前10時～10時40分 15名 10月21日
シニアステーション羽田
（〒144－0043羽田1－18－13
羽田地域力推進センター2階）

土 午後3時～3時40分 17名 10月23日
シニアステーション南馬込
（〒143－0025南馬込3－13－
12）

火 午前10時～10時40分
10名

10月19日 シニアステーション田園調布西
（☎3721－8066）

会場へ電話

木 午前10時～10時40分 10月21日

火 午前11時～11時40分
12名

10月19日 シニアステーション東嶺町
（☎3753－3008）金 午後3時～3時40分 10月22日

金 午前10時～10時40分 11名 10月22日 シニアステーション馬込
（☎5709－8011）

金 午前11時～11時40分 10名 10月22日 東糀谷老人いこいの家
（☎3741－7970）

▶費用 1～48500円（3未就学児無料）5～71,000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。35同伴者1名記名可

▶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

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

3大田区報　令和 3年 10月 1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

老いじたく相談会
～人生100年！自分らしく
明るく暮らしていくために～
遺言・相続・不動産など、将来への不

安や疑問を司法書士などの専門家に無料
で相談できます。

施工しましょう。10月20日に、工事中
の建物を対象とした全国一斉パトロール
が行われます。
建築調整課監察担当

　☎5744－1384　 5744－1558

アプリコの休館

11月14日㈰午後1時30分～3時30分
消費者生活センター
抽選で40名
10月1～28日（必着）に問

合先へ往復はがき（記入例参
照）。電子申請も可
環境対策課環境推進担当

　認知症の基礎知識や認知症
の方と接するときの心構えな
どを90分の講義で学びます。
詳細はお問い合わせいただく
か区HPをご覧ください。
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎5744－1250 5744－1522

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

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。
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