
　大田区が「大田」の名称となったの
はどうしてでしょう？
＞＞答えは、7面インフォメーション
で確認！

大田区学
クイズ
大田区学
クイズ
に挑戦！

排水管工事の訪問勧誘にご注意ください

消費者相談

　突然、作業着を着た事業者が下水
道管の確認をしたいと訪問し、家の
周囲を勝手に見回った。水道局職員
の点検だと思い様子を見ていたが、
ほどなくして、「老朽化して不具合
が生じている。本来ならば20万円の
ところ、今なら7万円で工事する」と
勧誘された。不審に思いその場で
断ったが、行政で点検を依頼してい
るのか。

相談事例

●「無料で点検する」などと勧誘してくる事業者や、無断で敷地内を調べる事業者
には、安易に応じないようにしましょう

●もしも自治体の関係者を名乗り訪問してきた場合は、まず先に自治体の関連部
署か消費者生活センターに確認しましょう

●事業者から契約をせかされても、その場で契約せず、複数の事業者から見積も
りを取って比較検討しましょう

●事業者の説明をうのみにせず、自分でも自宅の下水道管を確認したり、事業者
に十分な説明を求めたりすることが必要です。不要な場合はきっぱりと断りま
しょう

●訪問販売で契約した場合は、クーリングオフができます。不安な場合はすぐに
消費者生活センターまでご相談ください

消費者生活センターからのアドバイス

契約や消費生活で困ったときはお気軽にご相談ください

大田区立消費者生活センター消費者相談専用電話　☎3736－0123
月～金曜＝午前9時～午後4時30分（休日、年末年始を除く）

土・日曜、休日は、国・都の機関がお受けします

消費者ホットライン　☎188
土曜＝午前9時～午後5時　日曜、休日＝午前10時～午後4時（年末年始を除く）

い や や

　いつものグループ活動に少しだけプラスできる、フレイル予防の運動、栄養、
口腔プログラムなど、さまざまなメニューを体験・練習しませんか。健康になり
たい方も参加できます。
▶対象　地域で活動するグループリーダー、これからグループを立ち上げる予定
の方
▶日時　6月8日㈬、7月8日㈮、8月10日㈬、9月7日㈬午後1時30分～3時30分
▶会場　消費者生活センター
▶定員　先着40名
▶申込方法　5月11～23日に問合先へ電話
▶問合先　高齢福祉課高齢者支援担当　☎5744－1624　■FAX5744－1522

フレイル予防リーダー養成講座（4日制）
こうくう

生涯学習相談会
　あなたに合うサークル情報やイベン
ト、講座などの情報を紹介し、学びをサ
ポートします。何か始めてみたい、趣味
の仲間を増やしたい、近所の学び場、イ
ベントを知りたいなど、ご相談ください。

①5月13日㈮午前10時～午後4時
＝区役所本庁舎2階
②5月17日㈫・27日㈮・31日㈫、6月
10日㈮・14日㈫・24日㈮・28日㈫午前
10時～午後2時＝生涯学習センター蒲田
問合先へ電話かFAX（記入例参照。希望

日時も明記）。当日会場も可（予約者優先）
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1443　 5744－1518
　　 大田スタジアム

一般無料開放DAY
　プロ野球球場で使われている人工芝で、
キャッチボール、体操などが自由に楽し
めます。スポーツ教室などのイベントも
予定しています。タイムスケジュールな
ど、詳細は問合先HPをご覧ください。
5月28日、6月4日㈯午前8時～午後4時
当日会場へ
大田スタジアム

　☎3799－5820　 3799－5782

おおた区民大学
1東京工業大学提携講座「脱
炭素・エネルギー新技術の今
～持続可能なエネルギー社会
を目指して～」
①6月1日㈬＝「次世代の太

陽電池、燃料電池そしてスマートエネル
ギーシステム」

②6月8日㈬＝「社会のニーズに応える未
来の原子力システム」
③6月15日㈬＝「カーボンニュートラル
社会と鉄鋼生産プロセスの高効率化」
※いずれも午後7時～9時
嶺町集会室
抽選で各80名

2東京衛生学園専門学校提携講座「“ここ
ろ”も“からだ”もリフレッシュ～東洋医
学・西洋医学の智

ち

慧
え

を学ぼう～」
①6月2日㈭＝「東洋医学の基礎」

②6月9日㈭＝「未病に活
い

かすツボの力」
③6月16日㈭＝「夏の健康を守る食の基
本～現代栄養学と薬膳～」
④6月23日㈭＝「運動を習慣に」
※いずれも午後6時30分～8時
東京衛生学園専門学校

（大森北4－1－1）
抽選で各30名

◇12ともに◇
問合先へ往復はがき（記入例参照。希

望日程も明記）。電子申請も可。5月16
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

コロナ禍のいま見直したい！
私らしく働くためのストレスケア
　職場でのハラスメントが生
じる仕組みを知り、ストレス
との付き合い方のコツを学び
ます。
区内在住・在勤で就労中の

女性
6月4日㈯午前10時～正午
抽選で20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。5月24日締め切り

エセナおおた
　☎3766－4586　 5764－0604

博物館講座
「新版画と川瀬巴水」

　千葉市美術館上席学芸員・西山純子に
よる、新版画の成り立ちと川瀬巴水の作
品についての講座です。
6月5日㈰午後2時～4時
抽選で30名
問合先へ往復はがき（記入例参照。1

通2名まで）。5月20日消印有効
郷土博物館

（〒143－0025南馬込5－11－13）
　☎3777－1070　 3777－1283

緑化普及講座～ハーブ講座～
　ハーブの育て方・活用方法
を説明します。
6月11日㈯午前10時～11

時30分
田園調布せせらぎ館
抽選で40名
5月1～25日（必着）に問合先へ往復は

がき（記入例参照）。電子申請も可
環境対策課環境推進担当

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

家庭教育講演会
「子育ての3つのヒント」
小・中学生の保護者
6月21日㈫午前10時～正午
カムカム新蒲田（新蒲田一丁目複合施設）
抽選で100名
問合先へ往復はがき（記入例参照。保

育希望はお子さんの氏名（ふりがな）、年
齢も明記）。電子申請も可。6月6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

発達障がいを学ぼう
お子さんの発達が気になる方、発達障

がいのお子さんの支援に携わる方
6月25日㈯午前10時30分～正午
先着35名
問合先へ電話
さぽーとぴあ

　☎6429－8524　 6429－8545

※参加者本人が予約してください（1人1会場）
▶対象　区内在住の65歳以上で医師などから運動制限を受けていない方
※マスク着用、タオル・飲み物を持参

　画面を通して講師とつながり、毎週の体操でフレイル予防をしましょう！

リモート型介護予防教室  つなげる体操

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

川瀬巴水

▲
詳細はコチラ

会場 問合先 日時 初回開催日 定員 申込方法

大森中老人いこいの家 ☎3763－0881 木曜、
午後1時30分～
2時

6月2日
（受講期間、回数
は会場により
異なります）

先着
各会場
10名

各会場へ来所。
5月27日から
受け付け

新井宿老人いこいの家 ☎3776－0410

東糀谷老人いこいの家 ☎3741－7970

大森東老人いこいの家 ☎3765－1259 木曜、
午後2時30分～
3時

山王高齢者センター ☎3776－9419

東六郷老人いこいの家 ☎3736－2367

入新井老人いこいの家 ☎3764－3764

木曜、
午後1時30分～
2時 抽選で

各回
10名

会場へ来所。
5月18～25日
に受け付け木曜、

午後2時30分～
3時

鵜の木老人いこいの家
高齢福祉課
高齢者支援担当
☎5744－1624
5744－1522

水曜、
午後1時15分～
1時55分

6・7月受講生
＝6月1日
8・9月受講生
＝8月3日
10・11月受講生
＝10月5日

抽選で
各会場・
各回
10名

各会場へ来所。
5月9～13日
に受け付け
※受講月は選
択不可

久が原老人いこいの家

仲池上老人いこいの家

千束老人いこいの家
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生涯学習相談会
　あなたに合うサークル情報やイベン
ト、講座などの情報を紹介し、学びをサ
ポートします。何か始めてみたい、趣味

②6月8日㈬＝「社会のニーズに応える未
来の原子力システム」
③6月15日㈬＝「カーボンニュートラル
社会と鉄鋼生産プロセスの高効率化」
※いずれも午後7時～9時
嶺町集会室
抽選で各80名

お子さんの名前、年齢も明記）。電子申
請も可。5月24日締め切り

エセナおおた
　☎3766－4586 5764－0604

博物館講座
「新版画と川瀬巴水」

がき（記入例参照）。電子申請も可
環境対策課環境推進担当

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

家庭教育講演会
「子育ての3つのヒント」

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




