
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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おおた区民大学【若者企画講座】
Ota City Pride Project

～2030SDGs
カードゲームで考える、
自分と大田区の未来～

区内在住・在勤・在学で39歳以下の方
3月5日㈯午前10時～午後1時
P
ピ オ

iO P
パ ー ク

ARK
抽選で30名
問合先へ往復はがき（記入

例参照）。電子申請も可。2
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

まなビバ（日本語読み書き教室）
公開講座

　ひらがな、カタカナ、簡単な文章など
生活に必要な日本語の読み書きや国語、
算数など基礎的な学習をする学び場の体
験ができます。夜間中学をテーマにした
ドキュメンタリー映画「こんばんはⅡ」の
鑑賞もします。
区内在住・在勤・在学の方
3月6日㈰午後2時～4時
消費者生活センター
抽選で15名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電

子申請も可。2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

区民講師講座
1初めてのフラダンス～踊りで知るハ
ワイの文化～
区内在住・在勤・在学の方
3月9日㈬午後7時～8時30分
入新井集会室
抽選で30名

2親子で体験！ねんどで春の和菓子づ
くり
区内在住・在勤・在学で、小学生以上

のお子さんと保護者
3月26日㈯午後2時～3時30分
大田文化の森
1人100円
抽選で15組30名

◇12ともに◇
問合先へ往復はがき（記入例参照。2

の保育（おおむね1歳6か月以上の未就学
児6名）希望はその旨も明記）。
電子申請も可。2月21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

司法書士による区民のための
公開講座「備えて安心　成年後見

と相続・遺言」
　成年後見制度や相続・遺言について、
司法書士がお話しします。相談会も開催
します。
3月19日㈯

①講演会＝午前10時40分～午後0時10
分（午前10時30分から受け付け）
②相談会＝午前10時20分～午後4時35
分　※1組45分程度
区役所本庁舎2階
先着①30名②48組
問合先へ電話。2月16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

馬込文士の足跡をたずねて散策会
「尾﨑士郎と馬込文士の交遊」
　馬込文士村では、酒宴をはじめ、ダン
スや麻雀などにぎやかな交遊が見られま
した。その中心となっていた人物たちの
ゆかりの場所をご案内します。
3月20日㈰①午前10時～正午②午後2

時～4時
山王草堂記念館（集合）、郷土博物館（解

散）予定
抽選で各10名
問合先へ往復はがきかFAX（記入例参

照。1通1名）。3月4日必着
龍子記念館

（〒143－0024中央4－2－1）
　☎ 3772－0680

家庭教育学習会
「親子で楽しもう！観

み

て考えよう！
童話劇ワークショップ」

　親子で童話劇を鑑賞し、感じたことを
話し合う学習会です。
小学生以上のお子さんと保護者
3月21日㈷午後2時～4時
消費者生活センター
抽選で30組
問合先へ往復はがき（お子さんと保護

者の氏名（ふりがな）、電話番号、お子さ
んの年齢を明記）。区HPからも申し込み
可。3月7日必着
教育総務課教育地域力推進担当

（〒144－8623大田区教育委員会事務
局）
　☎ 5744－1447　 5744－1535

平和の森公園に自生する
野草を探そう！（春編）

中学生以上の方
3月27日㈰午後1時30分～3時
先着15名
問合先へ電話。2月12日午前10時か

ら受け付け
平和の森公園展示室みどりの縁側

　☎ 6450－0123（月曜休室）

春休み子ども手話教室
区内在住・在学の5～12歳の方

※未就学児は保護者同伴
3月29日㈫午後2時～4時
先着30名
問合先へEメール（記入例参照。保護

者同伴希望はその旨も明記）。3月25日
締め切り

さぽーとぴあ
　☎ 5728－9355　 6303－7171

ota@tokyo-shuwacenter.or.jp

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

日程 催し名 開催時間

3月19日㈯

1イタリアルネサンスまでの道 午前10時～11時
2イタリアの中世・ルネサンス小都市を巡る 午前11時45分～午後0時45分
3くらしのヒントを学ぶ
「フィレンツェ・ルネサンス」の美意識 午後1時30分～3時

4川瀬巴水の人生とその作品
～大田区での日常と旅～

①午前10時45分～午後0時15分
②午後1時45分～3時15分

5いきいき健康測定会 午後2時～5時
6わいわいボッチャ大会 午後0時30分～4時

3月20日㈰

7世界のジプシーを訪ねた20年 午前10時～11時30分
8セルビアの文化遺産　フレスコ画の保存と修復 午後0時30分～2時
9ドライフラワーアレンジメント講習会 午後2時45分～4時15分
10東工大サイテク科学工作
～万華鏡をつくろう～

①午前10時30分～正午
②午後1時30分～3時

11音楽ステージ1　
大森第六中学校吹奏楽部・
サキソレンジャー（サックス）

午前10時～11時

12音楽ステージ2　
XiangXiangKen（ウクレレ）・
のっこちゃんくらぶ（のこぎり）

午前11時45分～午後0時45分

13音楽ステージ3
ひまわり（ヴァイオリン・ギター）・二胡カンタービレ 午後1時30分～2時30分

14音楽ステージ4　
Handbell Duo BellyLove(ミュージックベル) 午後3時30分～4時30分

　詳細は問合先HPをご覧ください。
▶対象　区内在住・在勤・在学で 1～ 4 7～ 9 高校生以上
5 6 60歳以上の方 10 小学生
▶定員　抽選で 1 ～ 4 7 8 各20名 9 10名 10 15名 11～ 14 各40名。
先着 5 30名 6 40名
▶申込方法 1～ 4 7～ 14 問合先へはがき（記入例参照。1通1講座）。
2月28日消印有効。 5 6 問合先へ電話か来館。2月14日から受け付け
▶会場・問合先 洗足区民センター（〒145－0064上池台2－35－2）　
　☎ 3727－1461 3727－1462

羽田　☎ 3745－3221　 3745－3229

★小宮里江子の花文様作品展・ワークショップ
　花文様アーティス
ト小宮里江子による
作品展を開催します。
また、実際に花文様
が体験できるワーク
ショップも行います。

https://www.lib.city.ota.tokyo.jp/

Ⓒ大田区
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※未就学児は保護者同伴　
※申し込み・問い合わせは各館へ
※会場の記載がないものは各館で開催

各図書館の催し

●作品展
▶ 日程　2月21日㈪～3月15日㈫
●ワークショップ
▶ 対象　中学生以上の方
▶ 日時　2月26日㈯午後2時～4時
▶ 定員　先着15名
▶ 申込方法　問合先へ電話か来館。2月16日から受け付け

さくらフェスティバル

▲ 
詳細はコチラ

　池上梅園では、2月から3月にかけて30種あまりの梅の花が咲き誇ります。
特に丘陵斜面に咲く紅梅はとても華やかです。雪吊

つ

り、水
すい

琴
きん

窟
くつ

などの風情も
楽しめます。詳細は区HPをご覧ください。
▶会場　池上梅園
▶開園時間　午前9時～午後4時30分（入園は午後4時まで）
※2・3月の休園はありません
▶入園料　100円（6～15歳の方は20円）
※5歳以下、65歳以上、身体障害者手帳をお持ちの方などは無料
（要確認書類）

▶問合先　地域基盤整備第一課管理係　☎ 5764－0629　 5764－0633

▲ 
詳細はコチラ

池上梅園で春の訪れを感じてみませんか


