
そのほかの医療機関案内（24時間受け付け）
●東京都医療機関・薬局案内サービス「ひまわり」

☎5272－0303

子供の健康相談室（小児救急相談）
開設時間：月～金曜＝午後6時～翌朝8時
土・日曜、祝日、年末年始＝午前8時～翌朝8時
　☎＃8000
※ダイヤル回線のときは☎5285－8898

救急車を呼んだほうがいいか迷ったら
（24時間受け付け）
●東京消防庁救急相談センター
　☎＃7119
※ダイヤル回線のときは☎3212－2323

☎3754－8648

☎3731－9282

診療時間：日曜、祝日＝午前9時～午後5時
　　　　　（午後4時30分まで受け付け）
大森歯科医師会館（池上4－19－7）
蒲田歯科医師会館（新蒲田1－4－14）

☎3774－7721

☎3728－3231

取り扱い時間：土曜＝午後5時～10時
　　　　　　　日曜、祝日＝午前9時～午後10時　
大森地区
　大森会営薬局（中央3－1－3）
田園調布地区　※日曜、祝日のみ
　ゆきがや薬局（東雪谷5－1－1）
蒲田地区
　（一社）蒲田薬局（蒲田4－38－5） ☎3732－1291

薬（処方せん調剤）

☎3772－2402

☎3728－6671
☎3732－0191

診療時間：土曜＝午後5時～9時30分
　　　　　日曜、祝日＝午前9時～午後9時30分
大森医師会診療所（中央4－31－14）
田園調布医師会診療所（石川町2－7－1）
※電話予約制　日曜、祝日のみ
蒲田医師会診療所（蒲田4－24－12）
※電話予約制

小児科・内科 歯科

☎3762－4151

診療時間：月～金曜（祝日を除く）＝午後7時45分～10時45分
大田区子ども平日夜間救急室（大森西6－11－１）
東邦大学医療センター大森病院3号館内

小児科

☎3784－8383

☎3762－4151

診療時間：月～金曜＝午後5時～翌朝9時　
　　　　　土曜＝正午～翌朝9時
　　　　　日曜、祝日＝午前9時～翌朝9時
（近隣の開業医で受診可能な時間にはそちらをご案内
することがあります）
診療曜日・医療機関：
月・水・土・日曜、祝日　
東邦大学医療センター大森病院
火・金・土・日曜、祝日
昭和大学病院附属東病院
木曜
東京都保健医療公社荏原病院 ☎5734－8000

眼科

診療時間：日曜＝午前9時～午後4時30分
大森医師会診療所（中央4－31－14）

☎3772－2402

外科

施術時間：日曜、祝日＝午前9時～午後5時
東京都柔道整復師会大田支部

☎090－3542－3896
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間
・
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日
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●世帯数・・・397,425世帯
●総人口・・・727,456人　
　　　　　  日本人人口・・・704,482人（男・・・350,168人　女・・・354,314人）
　　　　　  外国人人口・・・22,974人（男・・・10,908人　女・・・12,066人）
●面積・・・61.86km2

4月11日号 魅力あふれる“ユニークなまち”おおた特集
4月21日号 自動通話録音機で特殊詐欺被害を防ごう！特集

区の世帯と人口

11日号・21日号は新聞折込か駅広報スタンド、区施設、公衆浴場、セブン-
イレブンで配布。配送サービス（外出困難などの要件有り）も行っています。
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●放送　ケーブルテレビのJ:COMチャンネル 大田とiTSCOM
　　　　で毎日放送！YouTubeでも発信しています。 ▲YouTube

令和4年3月1日現在

　大田区における新型コロナウイルス感染
症対策については、区HPをご覧ください。

●症状がある・感染が疑われる方／
　新型コロナ受診相談窓口
●東京都発熱相談センター（※1）（24時間対応）　
　☎5320－4592　☎6258－5780
●大田区相談センター（月～金曜、午前9時～午後5時
　※休日、年末年始を除く）
　☎5744－1360　■FAX5744－1524
●感染への不安のある方
●東京都新型コロナ・オミクロン株コールセンター（※1）
　（午前9時～午後10時　土・日曜、休日も対応）
　☎0570－550571　■FAX5388－1396
　（※1）多言語（英・中・ハングルなど）による相談も可

▲
詳細はコチラ相談窓口

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ

今月の区報は

大田区学クイズ大田区学クイズに挑戦！

▲
詳細はコチラ

　東急多摩川線
沼部駅から東光
院前を通り北東
へ向かうと、田
園調布本町から
石垣に挟まれた
旧中原街道の切
り通しの坂道に
桜が植えられ、
「桜坂」と命名されました。福山雅
治さんのヒットソングにより一躍
有名になり、桜の季節には多くの
人が訪れます。

3面の答え　桜坂

18歳から大人に！
成年年齢引き下げで変わること…シティーニュース

おおた
●大森ふるさとの浜辺公園
●銭湯特集　第一相模湯…ユニークおおた

◆ネンドで作るマスコアートの花作
品展 in 城南信金入新井支店
4月11日～5月6日の月～金曜（休日
を除く）午前9時～午後3時、大森北
一丁目の会場で。当日会場へ☎3761
－7285北島
◆シニアのための脳トレ＆エクササ
イズ　コグニサイズ健康教室
4月11・25日①午後1時30分～2時
30分②午後3時～4時、洗足区民セン
ターで。先着各15名。電話で 500
円 中島☎6322－6144
◆プールで健康アクアビクス
50歳以上の女性。4月12・19・26日、
矢口区民プールで。電話で 500円
小方☎090－6150－0809

◆健康麻雀初心者講習
①4月12・19日午後1時～3時、美原
文化センターで②4月23・30日午後1
時～3時、嶺町文化センターで。電話
で 1,000円 山本☎090－5525－
0013
◆はじめようたのしい吟詠池上　見
学・体験
発声・吟詠体験、漢詩と和歌の鑑賞。
4月12・26日午後1時10分～4時30
分、池上文化センターで。電話で

白田☎090－1862－4637
◆フラワーアレンジメント体験会！
4月13日㈬午後2時～4時、消費者生活
センターで。先着5名。電話で 3,000
円 岩崎☎080－3365－2951
◆英語を話したい人のための初級英
会話
4月14日㈭午前10時～11時、大田
区民プラザで。抽選で5名。電話で
1,000円 上野☎090－4413－

1921
◆行政書士による無料セミナー　安
心して老後を過ごすための「遺言」「任
意後見」「相続」
①4月14日午後7時30分～9時、消費
者生活センターで②4月16日午後2時
～3時30分、大田区民プラザで。電
話で 清水☎6671－1123
◆フラダンスを体験してみません
か！はじめての楽しいフラダンス体
験会
おおむね50歳以上の方。4月16・28
日午後0時30分～1時30分、大田文化
の森で。先着各10名。電話で 1,000
円 森本☎090－4597－5509
◆行政書士による無料の相談会
遺言書・相続・任意後見・定款認証

など。4月16・29日午前9時～正午、
大森西区民センターで。当日会場へ
☎070－3154－3236松村
◆ほっとアート無料講習会
水彩、道具持参。初心者可。4月16・
30日午後2時～4時、大田区民プラザ
で。電話で 今村☎5711－4195
◆行政書士・社労士・司法書士合同
無料相談会　
相続・遺言書・登記・保険・成年後見・
助成金・お墓など。4月17日㈰午前
10時～午後4時、池上会館で。電話
で 石井☎090－2443－2555
◆行政書士による無料相談会
遺言書・相続・成年後見・内容証明・
会社設立など。4月23日㈯午前9時
30分～午後3時30分、入新井集会室
で。電話で 大塚☎080－5473－
5385
◆大田フィルハーモニー管弦楽団定
期演奏会
4月23日㈯午後2時から、大田区民プ
ラザで。先着10名。4月10日（必着）
までに往復はがき（〒住所・氏名、電
話番号を明記。1人1通）で 〒144
－0054新蒲田3－6－4小池☎090－
1204－4020

◆ビーズ帯留め作りと半幅帯結び体験
4月25日㈪午前9時30分～正午、大
田区民プラザで。先着10名。4月23
日までに電話で 1,000円 林☎
090－4165－5679
◆デジカメ・スマホの写真・動画を
楽しもう　パソコン編集でムービー
も簡単！（2日制）
5月7・21日午後1時30分～3時30

分、大田区民プラザで。先着10名。
4月30日（必着）までにはがき（〒住
所・氏名、年齢、電話番号を明記）で
500円 〒146－0085久が原3－

23－15小林☎3751－4241

●掲載申し込み＝催し名、サークル名、日時、場所、講師名、費用、問合
先の氏名・〒住所・電話番号・区報4月1日号の感想（最も関心があった記事、
1面の感想など）を明記し、〒144－8621大田区役所広聴広報課「区民のひ
ろば」係へ
●締切＝掲載月2か月前の15日必着
●開催日や申込締切日が1～9日までのものは前月の1日号、10日以降のも
のは当月の1日号（1月のみ1～14日のものを12月1日号、1月15日～2月9
日のものを1月11・21日号）に掲載します。
●掲載できないもの①営利目的や売名目的、講師が主催する教室と認めら
れるもの②政治・宗教関係③同一の人物か団体で、前回の掲載から6か月
経過していない催し④会員の募集が目的のものなど　※令和4年6月1日号
に掲載する場合、次に掲載できるのは12月1日号です
●紙面の都合で全てを掲載できない場合があります。

■費＝参加費など　■申＝申込先か問合先　※費用の記載がないものは原則無料

掲載の催しは区の主催ではありません。ご自身の責任で参加してください。

7大田区報　令和 4年 4月 1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。

はがきやFAXなどの記入例　 ❶催しなどの名称　❷〒住所　❸氏名（ふりがな）　❹年齢（学年）　❺電話番号　❻その他必要事項
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