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。

蒲田駅周辺地区基盤整備方針素案
に関するご意見
●閲覧・意見募集期間
6月27日～7月11日消印有効
●閲覧場所 区HP、問合先、区政情報
コーナー、特別出張所、図書館など
●意見の提出方法 問合先へ郵送かFAX
か持参。電子申請も可
◆区民説明会
①7月1日㈮午後6時30分～8時
②7月2日㈯午前10時～11時30分
消費者生活センター
先着各50名
問合先へ電話かFAX
（記入例参照。希
望日も明記）
。6月28日締め切り ※手
話通訳希望は6月27日までに申し込み
鉄道・都市づくり課鉄道・都市づくり
担当
5744－1526
☎5744－1339

おおた商い観光展2022
参加店舗・事業者
11月3日 〜12月4日 に 区
内の魅力ある商店や観光ス
ポットを参加者が巡るイベ
ントを実施します。一緒に
▲
お店を盛り上げてくれる事 詳細はコチラ
業者を募集します。出店してお店をPR
しませんか。
（公財）大田区産業振興協会
☎3733－6476
3733－6459

2022夏！体験ボランティア
区内の福祉団体・施設などで、短期間
のボランティア活動体験ができます。
区内在住・在勤・在学の中学生以上の方
8月1日㈪～9月16日㈮
7月9・11～16日午前10時～午後4時
に問合先へ来所
（社福）大田区社会福祉協議会
3736－5590
☎3736－5555

ーツ
スポ 都市
康
健
宣言

洗足区民センター
☎3727－1461
3727－1462

お知らせ
休館のお知らせ
◆洗足区民センター
6月22日㈬ ※排水管清掃のため
3727－1462
☎3727－1461
◆龍子記念館
7月4日㈪〜15日㈮
※展示替えなどのため
☎ 3772－0680

参加・催し

熊谷恒子かな書ワークショップ
「墨筆で心和らぐ かなの美」

1 再就職支援セミナー
6月28日㈫午前10時～午後3時30分
消費者生活センター
2 合同就職面接会
7月5日㈫午後1時30分～4時
産業プラザ
◇1 2 ともに◇
都内在住でおおむね55歳以上の方
先着115名2 70名
問合先へ電話か来所。1 6月27日2 7
月4日締め切り
大田区 いきいき しごと ステーション
☎5713－3600
5713－3602

①親子で書道②和歌と継ぎ紙
①小・中学生
（保護者参加可。 小学1
～3年生は要参加）
②高校生以上の方
①8月13日㈯午前10時～午後1時②8
月14日㈰午後0時30分～3時30分
大田文化の森
抽選で各18名
問合先へ往復はがきかFAX（記入例参
照。希望日時も明記）。7月29日必着
※1通2名まで
龍子記念館
（〒143－0024中央4－2－1）
☎ 3772－0680

1 小学生サマースクール～ベサニーの絵
てがみ教室～
7月3日㈰午前10時～11時30分
区内在住・在学の小学生
2 遺跡の魅力とデザイン～感動を呼ぶ空
間づくり～
7月9日㈯午後2時～3時30分
区内在住・在勤・在学の高校生以上の方
◇1 2 ともに◇
先着 115名 2 20名
問 合 先 へ 電 話 か 来 所。 1 6月23日
2 6月24日受け付け

新型コロナウイルス
感染症対策の ▶
ガイドラインはコチラ

▶会場・問合先 大田区総合体育館
（〒144－0031東蒲田1－11－1）
☎5480－6688
5703－1105 http://www.ota.esforta.jp/
詳細はお問い合わせいただくか、問合先HPをご覧ください。

◆定期スポーツ教室
日程

① かんたんサルサ
高校生以上 7月4・11・25日、
月
8月1・8・22・29日、
② ベビーフィットリトミック 2～12か月 9月5・12・26日
火

水

木

1歳

④ キッズHIPHOP50

4歳～
小学1年生

⑤ ほぐしヨーガ
⑥ 親子で体操名人
カキラ
⑦
(姿勢美容エクササイズ)
⑧ 太極拳

金

⑨ STEP初級
⑩ よちよち親子体操

7月5・12・19日、
8月2・9・23・30日、
9月6・13・20・27日

高校生以上 7月6・20日、
8月3・10・17・24日、
9月7・14・21日
2・3歳

時間
午後2時～3時
午前9時～10時

9月2・9・30日

◆7月の個人開放

▶会場・問合先 大森スポーツセンター
（〒143－0011大森本町2－2－5）
☎5763－1311
5763－1314 https://omori-sc.jp/

◆東京羽田ヴィッキーズ

バスケットボールクリニック

詳細は問合先HPをご覧ください。 ※ボールがない方はご相談ください
▶対象 小学生
▶日時 7月26日㈫午後2時～4時
▶定員 先着80名
▶申込方法 問合先へ電話か来館。7月5日午前10時から受け付け

（公財）大田区スポーツ協会の催し

❶催しなどの名称 ❷〒住所

◆子ども野外活動教室

ビーチスポーツ体験や屋内スポーツゲーム大会、火おこし体験などをします。
詳細は問合先HPをご覧ください。
▶対象 区内在住・在学の小学3年～6年生
▶日時 7月30日㈯午前7時30分～午後5時
▶会場 ゆいっつほか
▶費用 1,000円
▶定員 先着70名
▶申込方法 問合先HPから申し込み。問合先へ電話かFAX
（記入例参照。性別、
学校名、保護者氏名も明記)も可

◆夏休み子ども体育塾（3日制）～苦手な運動を得意にしよう！～
日程

7月27日㈬～29日㈮

午後4時30分～
5時20分
午前9時30分～
10時30分

8月2日㈫～4日㈭

午前9時～10時

午前9時～10時

実施時間
▶ 費 用 1利用区分(3時間)300
種目
日程
午前 午後1 午後2 夜間
円 ※バスケットボールは1時
卓球
間30分で入れ替え
○
○
○
▶定員 種目ごとに異なりま バドミントン
7月20日㈬
○
す(先着順)
バスケットボール
― ― ―
▶ 申 込 方 法 問 合 先 へ 電 話。
利用日の前日午前9時から受け付け ※中学生以下の方は保護者同伴

はがきやFAXなどの記入例

親子で自然遊びや、旬の食材を使った
料理にチャレンジします。申込方法など
の詳細は伊豆高原学園（☎0557－48－
7815）
HPをご覧ください。
年中・年長児と家族
9月3日㈯・4日㈰(1泊2日)
12,400円(小学生は8,600
円、未就学児は7,300円)から
抽選で20名
▲
地域力推進課区民施設担当 詳細はコチラ
5744－1518
☎5744－1229

大森スポーツセンターの催し

午前9時～10時

7月7・14・21・28日、 午後3時～4時
8月4・18・25日、
高校生以上 9月1・8・15・22・29日 午後1時30分～
2時30分
7月8・15・22・29日、 午後0時30分～
1時30分
8月19・26日、
1歳

いずこうげん森のようちえん

▶問合先 （公財）大田区スポーツ協会
（〒143－0011大森本町2－2－5
（大森スポーツセンター内）
）
☎5471－8787
5471－8789 https://www.sportsota.or.jp/

大田区総合体育館のスポーツ教室など

③ よちよち親子体操

9月4日㈰午後2時～4時
消費者生活センター
抽選で50名
問合先へ往復はがき（記
▲
詳細はコチラ
入例参照）。電子申請も可。
8月12日必着
生活衛生課環境衛生
担当
(〒143－0015大森西
1－12－1）
☎5764－0670
5764－0711

洗足区民センターの催し

スポーツ

対象

小学生と区内在住・在勤・在学の保護者
7月29日㈮午前10時～正午
先着15組
問合先へ電話か来所 ※土・日曜、休
日を除く
消費者生活センター
☎3736－7711
3737－2936

高齢者就労支援

おおたde
おおた

教室番号・教室名

消費者講座「親子で学ぶお金の
使い方～お金博士になれる！～」

飼い主のいない猫対策講演会
～地域猫活動について～

時間

会場

大森スポーツセンター

①午前9時～10時
池雪小学校体育館
②午前10時30分～11時30分
中萩中小学校体育館

8月17日㈬～19日㈮

▶対象 ①小学1・2年生②小学3年～6年生
▶費用 1,000円
▶定員 先着各30名
▶申込方法 問合先HPから申し込み。問合先へ
電話も可
種目

7月13日
7月19日
8月3日

申込先・期限など詳細は
問合先HPをご覧ください
大田区スポーツ協会 検索

◆区民スポーツ大会
軟式野球

締め切り

日程

会場

8月21日㈰～11月3日㈷

多摩川緑地野球場ほか

グラウンド・ゴルフ

9月1日㈭

東調布公園野球場

ソフトテニス(小学生)

8月21日㈰

ソフトテニス(一般)

9月11日㈰

ソフトテニス(中学生)

10月9・16日㈰

ソフトボール

9月4日㈰～10月2日㈰

バトミントン（中学生）

9月24日㈯・25日㈰

バトミントン（一般）

10月1日㈯・2日㈰

バスケットボール（一般）

9月24日㈯～10月24日㈪

卓球（小学〜高校生）

10月16日㈰

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

多摩川六郷橋緑地庭球場
多摩川ガス橋緑地野球場
矢口区民センター
大田区総合体育館
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