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高齢者との交通安全集会高齢者との交通安全集会

※いずれも午後2時～ 4時
▶申込方法　当日会場へ
▶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 ■FAX5744－1527

　警察官の講話、交通安全映画の上映、大学生の落語口演などを行います。

喫煙ルールを守りましょう
・周囲の人の受動
喫煙防止に努める
・公園での喫煙禁
止
・歩行中、自転車
運転中の喫煙禁止
・吸い殻のポイ捨
て禁止
　また、公衆喫煙所を利用す
るときは、喫煙所外にはみ出
さないようにしましょう。
環境対策課環境推進担当

　☎5744－1366　 5744－1532

道路は正しく、
きれいに使いましょう

　通行人の安全のため、公道に物や看板、
自転車などを許可なく置くことは禁止さ
れています。転倒などの原因となる危険
性や、災害時に避難路や緊急活動の場所
が確保できず、被害が拡大することにも
なりかねません。樹木が道路にせり出す
のも危険です。カーブミラーや交通標識
が見づらくならないよう、樹木の手入れ
を心がけましょう。
地域基盤整備各課管理係

第一課　☎5764－0629　 5764－0633
第二課　☎5713－2006　 5713－2009
第三課　☎3726－4300　 3726－4318

赤い羽根共同募金へ
ご協力ありがとうございました
　令和3年10月1日からの区内募金総額
は、30,159,124円でした。募金は地域
の民間福祉施設・団体に配分されます。
東京都共同募金会大田区協力会事務局

　☎3736－2023　 3736－2030

調布清掃事務所が移転します
●移転後の所在地　下丸子2－33－1
（多摩川清掃工場管理棟5階）
●移転後の業務開始日　2月14日㈪
●移転後の電話番号
　☎6459－8201（2月14日から使用可）
※収集区域、収集曜日の変更はありませ
ん
清掃事業課清掃リサイクル担当

　☎5744－1374　 5744－1550

要配慮者の支援を考える
講演会

●テーマ　「誰ひとり取り残
さない防災」
　要配慮者の支援体制づくり
の重要性を学ぶため、大分県
別府市（個別避難計画作成の
モデル地域）での事例と取り組みを大田

区チャンネル（YouTube）で配信します。
●配信期間　1月31日㈪～3月31日㈭
防災危機管理課防災危機管理担当

　☎5744－1611　 5744－1519

エコフェスタワンダーランド
ONLINE

　今年の冬はおうちからオ
ンラインで地球の未来につ
いて考えてみませんか。子
どもたちに環境への関心を
持ってもらうため、親子で
学べる環境学習イベントを開催します。
●特設Webサイト公開期間
2月1日㈫午前9時～28日㈪午後4時30分
環境計画課計画推進・温暖化対策担当

　☎5744－1362　 5744－1532

ビーチバレー場
無料開放DAY 

2月4日㈮・8日㈫・14日㈪・20日㈰・
25日㈮、3月4日㈮・8日㈫・13日㈰・
18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

公開講座「源氏物語に親しむ」
（4日制） 

　古典文学の最高傑作とうたわれる「源
氏物語」を、人物相関図や平安時代の常
識を交えながら解説します。
都内在住・在勤・在学で20歳以上の方
2月26日㈯・27日㈰、3月5日㈯・6

日㈰午後1時～3時30分
1,000円
抽選で20名
1月31日～2月10日に問合先へ往復は

がき（記入例参照）
都立つばさ総合高等学校

（〒144－8533本羽田3－11－5）
　☎5737－0151　 5737－0154

分譲マンション管理セミナー・
個別相談会

1セミナー「将来にわたるマンション修
繕費用の把握と長寿命化」～長期修繕計
画はマンションの未来予想図～
　大田区チャンネル（YouTube）で配信
します。
●配信期間　3月1日㈫～31日㈭
2個別相談会
3月20日㈰
区役所本庁舎2階
抽選で8組
問合先へはがきかFAX（記入例参照）。

2月20日必着
◇12ともに◇

分譲マンションの居住者、管理組合役
員、購入予定者
建築調整課住宅担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1416　 5744－1558

DVをしない　されない
傍観しない

～コロナ禍で見えてきたこと～
　産婦人科医として長年活躍してきた講
師が、女性の直面している問題と解決の
ヒントについて伝えます。
区内在住・在勤・在学の

女性
3月2日㈬午後2時～4時
抽選で会場10名・オンラ

イン15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。2月20日締め切り

エセナおおた
　☎3766－4586　 5764－0604

ひきこもり・生きづらさ
茶話処

どころ

　参加者同士やスタッフとの語り合い、
相談ができます。
3月10日㈭午後1時30分～4時
蒲田地域庁舎
先着20名　
問合先へ電話。2月1日から受け付け
健康づくり課健康づくり担当

　☎5744－1683　 5744－1523

（一社）大田工業連合会の講座
1やさしい図面の見方「1日で図面を読む
基礎が身につく」
区内在住・在勤で金属加工や機械工業

に従事し、図面に関する基礎的な知識の
習得を必要とする方
3月12日㈯午前9時15分～午後4時30分
産業プラザ
3,000円
抽選で20名

2「汎
はん

用
よう

旋盤・フライス盤」初級講座（3日
制）
区内在住・在勤で金属加工や機械工業

に従事し、汎用旋盤・フライス盤の技術
を必要とする方
4月9・16・23日㈯午前9時15分～午

後4時30分
都立城南職業能力開発センター大田校
4,000円
抽選で汎用旋盤5名・フライス盤5名

◇12ともに◇
問合先へ申込書（問合先へ

連絡して請求）をFAX。問
合先HPからも申し込み可。
12月17日22月28日締め
切り
（一社）大田工業連合会
　☎3737－0797　 3737－0799

▲
詳細はコチラ

▲
公衆喫煙所
はコチラ

▲
特設Webサイト
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森のこだま＆ヴァイオリンの
　ミニコンサート

3月5日㈯
午前10時～11時30分 110名

2月16日
2森で言葉を楽しみましょう
　～感謝デー スペシャル～

3月5日㈯
午前10時～11時45分 50名

3オリジナルベーゴマで
　真剣勝負！

3月5日㈯
午後1時30分～3時30分

小学生以上、
50名（小学1～3年
生は保護者同伴）

4たのしみ亭　
　柳朝と4派の二ツ目の競演

3月8日㈫
午後2時～4時

小学生以上、
116名 2月14日

5春の映画鑑賞会
　「ドクター・ドリトル」

3月29日㈫
午後2時～3時45分

116名（小学4年生
以下は保護者同伴）

3月11日
6春の映画鑑賞会
　「グリーンブック」

3月29日㈫
午後6時30分～8時40分

116名（中学生以下
は保護者同伴）

7トールペイントでタオル
　ストッカーにアートしよう

3月30日㈬
午前10時～午後1時

小学4年生以上、
15名 3月4日

8おやこでいっしょに！
　たのしいクラシック
　コンサート

4月1日㈮
①午前11時～正午
②午後2時～3時

未就学児と保護者、
各50組 3月11日

9Aから始める
　やさしい英会話(3日制)

4月7・21・28日㈭
午前10時30分～11時45分

18歳以上の方、
15名 3月24日

日程 会場

2月4日㈮ 大森東地域センター

2月9日㈬ 鵜の木老人いこいの家

2月10日㈭ 本蒲田老人いこいの家

2月15日㈫ シニアステーション羽田

2月16日㈬ シニアステーション馬込

2月17日㈭ 東六郷老人いこいの家

2月22日㈫ 山王高齢者センター

▶費用 3400円41,000円7500円81組1,000円91,500円
▶申込方法　問合先へ往復はがき（記入例参照。1通1講座。8希望時間も明記）。

問合先HPからも申し込み可。4同伴者1名56同伴者2名まで8保
護者1名につき未就学児2名まで記名可

▶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

日程 会場

2月24日㈭ 入新井老人いこいの家

3月2日㈬ 大森西区民センター

3月7日㈪ 千束老人いこいの家

3月10日㈭ 矢口区民センター

3月15日㈫ 久が原老人いこいの家

3月16日㈬ 大森中老人いこいの家

▲
詳細はコチラ

3大田区報　令和 4年 2月 1日号
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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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