
3大田区報　令和 3年 10月 11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。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

高齢者の健康維持に関する
専門家の無料派遣

　健康に関するプロのリハビリ専門職の
方が健康講話や体力測定、技術指導など
活動へのアドバイスを無料で行います。
区内で介護予防に資する活動をしてい

る自主グループや団体
地域包括支援センターへ電話か来所
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎ 5744－1624　 5744－1522

熊谷恒子記念館の休館
10月15日㈮から当面の間

※施設調査・工事のため
文化振興課文化振興担当

　☎ 5744－1226　 5744－1539

粗大ごみ受付センターの業務休止
10月16日㈯午後8時～17日㈰午後7

時　※施設点検のため。電話・インター
ネット受付も休止
清掃事業課清掃リサイクル担当

　☎ 5744－1628　 5744－1550

東京都最低賃金の改正
　10月1日から東京都の最低賃金が時間
額1,041円となりました。都内で働く全
ての労働者に適用されます。
東京労働局労働基準部賃金課

　☎ 3512－1614

ハローワーク大森の付属施設
「蒲田ワークプラザ」を
ご利用ください

　転職や再就職を目指す方だけでなく、
新型コロナウイルス感染症の影響で失業
された方など、仕事の相談でご利用くだ
さい。
●営業時間　
平日、午前9時～午後5時
※土曜・夜間は問合先HPをご
覧ください
蒲田ワークプラザ　☎5711－8609

おおむすび縁市場
　区内の障
がい者施設
で作った焼
き菓子や雑
貨などを販
売します。
10月11・

18・27・28日、11月1・10・11・22・
24・25・29・30日午前11時～午後2時
区役所本庁舎1階
志茂田福祉センター

　☎ 3734－0763　 3734－0797

区立小学校連合図工作品展
　小学生の図画・工作の作品を展示

おおむね60歳以上の方
11月20日、12月4日、令和4年1月15

日㈯午後2時～4時30分
エセナおおた

◇12ともに◇
抽選で18名 220名
問合先へ往復はがき（記入

例参照）。電子申請も可。10
月25日必着
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎ 5744－1443　 5744－1518

子育てママのための
面接対策セミナー

　仕事のブランクがあっても、自信を
持って面接に臨むためのポイントを学び
ます。
ハローワークで求職申込（当日可）され

た区内在住の子育て中の方
11月12日㈮午後2時～3時
エセナおおた
抽選で10名
問合先へ電話。11月5日締め切り

※保育（生後3か月以上の未就学児3名）
有り
ハローワーク大森

　☎ 5493－8612　 5493－1427

初めての日本画講座
日本画で彩る六

む び

瓢
ょ う

息
そ く

災
さ い

（5日制）
11月12・19・26

日、12月3・17日㈮
午後2時～4時
大田区民プラザ
5,000円
抽選で20名
問合先へ往復はが

き（記入例参照）。10月26日必着　
※1人1通
龍子記念館

（〒143－0024中央4－2－1）
　☎ 3772－0680

看護職・看護助手　就職相談会
区内病院で、看護職か看護助手（経験・

資格不問）として就職を考えている方
11月13日㈯午後1時～3時30分
消費者生活センター　

※一部の病院はオンラインで
も同時開催
10月15日～11月6日に電

子申請
健康医療政策課地域医療政策担当

　☎ 5744－1264　 5744－1523

馬込文士の足跡をたずねて散策会
「徳富蘇峰と

大田区ゆかりの政財界人」
11月14日㈰①午前10時～正午②午後

2時～4時
山王草堂記念館集合
抽選で10名

10月15日㈮～21日㈭午前9時～午後
5時（21日は正午まで）
池上会館
教育総務部指導課

　☎ 5744－1435　 5744－1665

写真展
「せんべい屋店主、大田を撮る！」
　羽田で生まれ育った横山宗一郎は、生
前にせんべい屋を営む一方、郷土を撮影
する写真家としても活躍しました。同氏
が撮影した写真を通して、かつての区内
の景観や暮らしぶりについて振り返りま
す。
10月23日㈯～12月26日㈰午前9時～

午後5時　※月曜休館
当日会場へ
郷土博物館

　☎ 3777－1070　 3777－1283

ビーチバレー場無料開放DAY
10月25日、11月15・21・26日午前

10時～正午、午後1時～4時
大森東水辺スポーツ広場ビーチバ

レー場（メインコート）
当日会場へ
スポーツ推進課スポーツ推進担当

　☎ 5744－1441　 5744－1539

区民による区民のための連携講座
　区内でサークル活動をしている皆さん
が日頃の活動を生かし、講師役となって
初心者向けに講座を開催します。
1一番やさしいパソコン入門超入門
（Windows10）（3日制）
　パソコンの仕組みや操作などを、初心
者でも楽しく学べます。　
※パソコン持参不要
パソコン初心者でおおむね60歳以上

の方
11月11・18・25日㈭午後1時30分～

3時30分
消費者生活センター

2アクティブシニアの自分そだて塾
（3日制）
　講義やワークを通じて、地域でゆるく
楽しくつながるためのヒントを学びます。
地域活動やボランティアに興味がある

問合先へ往復はがきかFAX（記入例参
照）。10月29日必着　※1人1通
龍子記念館

（〒143－0024中央4－2－1）
　☎ 3772－0680

尿もれ予防体操と筋力アップ教室
　尿もれを改善・予防するための体操を
行います。尿もれが気になる方だけでな
く、尿もれ予防に関心がある方も参加で
きます。
区内在住で要介護認定を受けていない

方
11月25日㈭午後2時～3時30分
蒲田地域庁舎
先着20名
問合先へ電話
蒲田地域福祉課高齢者地域支援担当

　☎ 5713－1508　 5713－1509

「助けて」の声に
今、私たちができること

小さなサインを見逃さないために
　コロナ禍で配偶者暴力や児童虐待の件
数が増加しています。勇気を振り絞って
発したSOSを支援へとつなげるために何
ができるのか、一緒に考えてみませんか。
区内在住・在勤・在学の方
11月23日㈷午後2時～4時
抽選で①会場10名②オンライン15名
問合先へFAX（記入例参照。①②の別、

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。11月10日必着

エセナおおた
　☎ 3766－4586　 5764－0604

おおたこども日本語教室
　小学校入学前に日本語が学べます。
区内在住で、日本語が不自由な2006

年4月2日～2016年4月1日生まれのお
子さん
①蒲田教室（☎ 6424－8822）

＝月・火・木曜
②大森教室（☎ 5709－1347）
＝月・水・木曜
※いずれも午前9時～正午
①micsおおた②山王会館
希望する教室へ電話
（一財）国際都市おおた協会
　☎ 6410－7981　 6410－7982

▶対象　65歳以上で、医師などから運動制限を受けていない方
▶申込方法　当日会場へ

▶問合先　高齢福祉課高齢者支援担当　☎ 5744－1624　 5744－1522

健康遊具健康遊具を使って、を使って、公園体操公園体操 をしませんか？をしませんか？

　助成には、工事の契約前に申請が必要です。そのほかにも条件がありますので、
事前にご相談ください。

▶助成対象工事
①通学路、特定緊急輸送道路沿いに面する高
さ1m以上のブロック塀などの撤
去工事
②撤去後のフェンスなど（2m以
下）の新設工事
▶助成期限　令和5年3月31日

▶問合先　防災まちづくり課耐震改修担当　☎ 5744－1349　 5744－1526

羽田の弁天橋付近から海老取川を眺める
（昭和37年8月1日、横山宗一郎撮影）

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
助成金額・対象者
など詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

受講生作品

危険な通学路沿いなどのブロック塀の撤去、
フェンスの新設工事費用などを助成します

大森貝塚庭園（過去の実施風景）

▲ 
詳細はコチラ

会場 日程 時間 雨天時
新井宿児童公園 第2・4月曜 午後2時～3時

中止
萩中公園

第2・4木曜
午前10時～11時

ふくし公園 午後2時～3時 第2木曜は嶺町特別出張所
第4木曜は中止

矢口二丁目公園
第1・3金曜

午前10時～11時 中止

本門寺公園 午後2時～3時 第1金曜は中止
第3金曜は池上会館

参加・催し




