
3大田区報　令和 3年 12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

23区合同説明会・技術職採用
フォーラムのPRライブ配信

　視聴方法などの詳細は問合先HPをご
覧ください。
特別区職員採用試験・選考の受験希望

者
●配信内容
①各区・組合紹介＝パンフレットやHP
だけではつかめない23区・3組合の概要
や特色、魅力、求める人材などの説明
②技術職職員による仕事紹介＝現役技術
職職員が仕事の魅力などを紹
介
●配信期間　1月11～20日
※土・日曜を除く
特別区人事委員会事務局任用課

　☎ 5210－9787　 5210－9708

東京国際音楽祭2021冬
　デキシーからモダンまでさまざまな
ジャズ演奏をお届けします。申込方法な
ど詳細は、東京国際音楽祭HPをご覧く
ださい。
12月14日㈫午後4時30分

開演
大田文化の森
観光課観光振興担当

　☎ 5744－1322　 5744－1323

おおむすびマチノマ大森縁市場
12月18日㈯・19日㈰午前11時～午

後5時
マチノマ大森1階(大森西3－1－38)
志茂田福祉センター

　☎ 3734－0763　 3734－0797

自然観察会「池のみち」
洗足池　冬のバードウォッチング
　冬の洗足池に集まる野鳥を観察し、カ
モやカモメの仲間の識別方法やその生態
について楽しく学びます。
1月15日㈯午前10時～正午
洗足池公園（洗足池図書館集合）
抽選で20名
問合先へ往復はがき（記入

例参照）。電子申請も可。1月
5日必着
環境対策課環境推進担当

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

区民による区民のための連携講座
「傾聴ってなに？～相手の心に

寄り添う聴き方～」
　区内でサークル活動をしている皆さん
が講師役となり、日頃の活動を生かして
初心者向けに体験講座を開催します。
区内在住・在勤・在学の方
1月19日㈬午後2時～4時
大田区民プラザ
抽選で20名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電

子申請も可。12月24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

子ども科学教室（小・中学生講座）
1電子楽器を作ろう
1月22日㈯①午前10時～正午②午後2

時～4時
抽選で各20名

2暗やみで光るキーホルダー
2月26日㈯午前10時～正午
抽選で10名

◇12ともに◇
小学5年～中学2年生
池上会館
問合先へ往復はがき（記入例参照。学

校名、保護者氏名、1は希望時間も明
記）。1 12月17日2 1月14日必着
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

パパといっしょにあそぼ
　親子で楽しみながら、体を動かして遊
びましょう。
区内在住・在勤・在学の男性保護者と

1～3歳のお子さん
1月22日㈯午後2時～3時
抽選で10組
問合先へFAX（記入例参照）。

電子申請も可。1月16日必着
エセナおおた

　☎ 3766－4586　 5764－0604

ワーク・ライフ・バランスセミナー
（オンライン）

区内企業の経営者・人事担当者など
1月26日㈬午後2時～4時
先着50事業者（1事業者1名）
問合先へFAX（記入例参照。企業の方

は会社名・所在地も明記）。
問合先HPからも申し込み可。
1月18日必着
人権・男女平等推進課男

女平等推進担当
　☎ 5744－1610　 5744－1556

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
1月27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。12月13日から受け付け
蒲田地域福祉課高齢者地域支援担当

　☎ 5713－1508　 5713－1509

おおたクールアクションのつどい
基調講演「カーボンニュートラルと
中小企業のビジネス戦略」

（オンライン）
2月2日㈬午後2時～3時30分
抽選で100名
電子申請。1月11日締め切り
環境計画課計画推進・温

暖化対策担当
　☎ 5744－1362　

5744－1532

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

区営自転車等駐車場（駐輪場）の
4月からの定期利用者募集

　現在、利用中・補欠・新規に利用を希望する方、いずれも申し込みが必要です。
下表のほか先着受け付けのものもあります。詳細は募集パンフレット（申請書）
か区HPをご覧ください。
　令和4年度の利用申し込みからWebでの受け付けも行っています。
▶利用期間　令和4年4月1日～5年3月31日
▶利用者の決定
　募集台数を超える応募があった場合は抽選となります。その場合、次のいず
れかに該当する方を優先します。
①身体に障がいがあり、日常生活で自転車などの利用が欠かせない方（申請書に、
身体障害者手帳の氏名・障がい名が確認できるページの写しか、医師により自
転車などの利用の必要性が明記された3か月以内に発行の診断書の原本を添付）
※申請書での申し込みのみ(Webでの申し込み不可)
②区内在住で駐輪場の最寄り駅から優先距離以上離れた場所に居住している方
▶申請書の配布場所・申込先
駐輪場（申し込みは下表の管理人室のある駐輪場のみ）、問合先
※申請書は区HPからも出力可
▶申込方法
申込先へ申請書を郵送か持参。電子申請も可。1月31日消印有効
※申請は1人1回、駐輪場1か所。結果通知は2月下旬に郵送
▶問合先　都市基盤管理課交通安全・自転車総合計画担当
　☎5744－1390　 5744－1527

※蓮沼の自動二輪車は、募集台数：15台、利用料金：月額6,000円です。自転車の定
期利用は、蒲田駅西蒲田公園の管理室（☎  3737－3432）で手続きをしてください

　見方を変えて、味方を増やし、新しい日常を築くための力を身に付けます。
▶対象　区内在住・在勤・在学の女性
▶申込方法　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／回）希望は1月12日までにお子さんの名前、年齢も明記）。電子申請も可
▶会場・問合先　エセナおおた　☎ 3766－4586　 5764－0604

わたし  あした  みらいへ！ミカタをふやす パワーチャージカフェパワーチャージカフェ

駐輪場名 所在地
優先
距離

（ｍ以上）

利用料金（円）

自転車 原付

大森駅山王小前 山王1－26先

800

年額 3,000 4,000

大森駅東口　◆ 大森北1－1・12先

月額

1,000 1,400
1,800 2,000

大森駅西口　◆ 山王2－8 1,200

西馬込駅前　○◆ 西馬込2－20

600

1,500 1,800

西馬込駅前第二　◆ 西馬込2－18 1,400

北千束駅前 北千束2－15先

年額 3,000

長原駅交番横 上池台1－7先

洗足池駅前　◆ 東雪谷1－1・27先

石川台駅一の橋 東雪谷2－11先

雪が谷大塚駅前　◆ 南雪谷2－17先・
雪谷大塚町8・9先

多摩川台公園下 田園調布1－56

沼部駅前 田園調布本町28

鵜の木駅前 鵜の木2－4

鵜の木駅前交番横 鵜の木1－16

大岡山駅前地下　◎◆ 北千束3－27先

月額

2,000
3,000

石川台駅前　◎◆ 東雪谷2－24

石川台駅線路脇　 東雪谷2－4･6先
1,700 3,000

田園調布駅南 田園調布2－62

蒲田呑川右岸　◆ 蒲田5－3･4･5･6先
1,000

年額 3,000蒲田あやめ橋 蒲田5－27先

京急蒲田呑川緑道　◆ 蒲田4－2・3・9先 800

蒲田駅東口　◆ 蒲田5－12先

1,000
月額

1,000 2,000

蒲田交差東口　◆ 蒲田5－3先 1,200

蒲田駅西口　◆ 西蒲田8－1先 1,000 2,000

蒲田駅西口御園　◆ 西蒲田7－70先 1,200
蓮沼（抽選は原付・
自動二輪車のみ）　◆ 西蒲田7－38先 600 3,000

▲ 
Web申し込みは

コチラ

●表中の「原付」は、原動機付自転車（白ナンバーの50cc以下に限る）を表します
●利用料金が年額の駐輪場は、表記の金額を一括で納めます
●利用料金が複数記載してある駐輪場は、駐輪場所により金額が異なります
●◆印の駐輪場は抽選時に駐輪場所を指定します
●○◎印の駐輪場は地下構造。安全確保のため夜間は閉鎖します
　（閉鎖時間　○印＝午前0時30分～5時30分、◎印＝午前1時～5時）

表
の
見
方

内容 日程 時間 定員（先着）
韓国文学がひもとく　わたしたちの今 1月22日㈯  

午前10時
～正午

会場各10名
オンライン各15名

自分で決める！わたしのからだだから 2月5日㈯
アンコンシャスバイアスを探せ！ 2月19日㈯
ぜんぶ運命だったんかい 3月5日㈯

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

©大田区

▲ 
詳細はコチラ

参加・催し

●申し込みが必要な自転車等駐車場（駐輪場）


