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。

全国高等学校総合文化祭東京大会
（オンライン）

夏休み子ども環境教室
（オンライン）

国内最大規模の芸術文化の祭典が東京
都で初開催。総合開会式やパ
レード、演劇や合唱など23
部門の大会の様子を配信しま
▲︎
す。
詳細はコチラ
7月31日㈰～8月4日㈭
東京都教育庁指導企画課
☎︎5320－7474

1 リーテムオンライン工場見学会
8月8日㈪午前10時から
抽選で250名
2 JAL工場見学とそらエコ教室
8月13日㈯午後1時から
抽選で300名
◇1 2 ともに◇
▲︎
小学4年～中学3年生
詳細はコチラ
電子申請。7月22日締め切り
環境計画課計画推進・温暖化対策担当
☎︎5744－1362
5744－1532

工場SCRAPで工作＆工場見学
＠テクノWING
①工場端材の量り売り・自由工作②ワー
クショップ③工場見学
8月2日㈫午前10時～午後3時
※①～③複数回実施
テクノWING
①材料費(1g＝1円)②500円
先着①各15名②各8名③各
10名
くりらぼ多摩川HPから申
し込み
（一社）大田観光協会
☎︎3734－0202

▲︎
詳細はコチラ

3734－0203

夏休み子ども手話教室
区内在住・在学の小学生
8月3・10日㈬午前10時30分～午後0
時30分
大田区社会福祉センター
先着各12名
問合先へ電話かFAXかEメール
（記入
例参照。学年、希望日も明記）
（社福）大田区社会福祉協議会
☎︎3736－5555
3736－5590
voc@ota-shakyo.jp

認知症ってなあに？
「親子で学ぶ
夏の小学生向け認知症講座」

青少年に寄り添う大人のための
防災講座
（3日制）
青少年を対象としたイベントなどの主
催者が地域行事を企画・運営する際に、
子どもたちが地震から自分の身を守るた
めのヒントについて、防災プログラムな
どを通じて学びます。
区内在住・在勤・在学で16歳以上の方
8月10・17日 ㈬ 午 後7時 ～9時、8月
20日㈯午前10時～午後3時
消費者生活センター
800円
▲︎
先着20名
詳細はコチラ
問合先へ電話か来所。区HPからも申
し込み可。7月29日締め切り
地域力推進課青少年担当
☎︎5744－1223
5744－1518

外国につながりがある小学生向け
「夏休み学習教室」
（6日制）
区内在住・在学の外国につながりがあ
る小学生で、日本語を勉強中の方
8月15日㈪～17日㈬・19日㈮・20日
㈯・24日㈬午前10時～正午
Minto Ota
（おおた国際交流センター）
先着15名
問合先HPから申し込み。7
月31日締め切り
▲︎
（一財）国際都市おおた協会
詳細はコチラ
☎︎6410－7981
6410－7982

東京2020パラリンピック
1周年記念イベント
認知症がどんな病気なのか、認知症の
方に会ったらどう話したらいいのか、親
子で一緒に相談しながら学べます。
小学4年～6年生
※保護者同伴も可
8月4日㈭午前10時～正午
蒲田地域庁舎
▲︎
詳細はコチラ
先着40名
詳細は区HPをご覧ください
蒲田地域福祉課地域包括ケア推進担当
☎︎5713－3126
5713－1509

夏休み子ども向けプログラム
「観て、描いて、再発見
龍子を味わおう！」
日本画家・川端龍子の絵を見て、感じ
たことを日本画の絵の具を使って表現し
てみませんか。
小学3年生以上の方
※保護者同伴も可
8月7日㈰①午前10時～正
▲︎
詳細はコチラ
午②午後2時～4時
大田文化の森
（龍子記念館集合）
抽選で各12名
問合先へ往復はがきかFAX
（記入例参
照。希望時間、
保護者同伴の有無も明記）
。
7月27日必着
龍子記念館
（〒143－0024中央4－2－1）
☎ 3772－0680
はがきやFAXなどの記入例

車いすバス
ケットボールの
日本代表チーム
による国際試合
のほか、セレモ
ニー、ステージ
©JPC/エックスワン
ショーなど。
8月24日㈬①午前9時30分
開場②午後4時開場
有明アリーナ（江東区有明
▲︎
詳細はコチラ
1－11－1）
問合先HPから申し込みか、申込専用
電話(☎︎050－3734－4481)へ電話
東京2020パラリンピック1周年記念
事務局
☎︎6805－0167

日本語でスピーチ2022
日本語を母国語としない皆さん、日本
語であなたの気持ちを伝えてみませんか。
区内在住・在勤・在学で、日本語を母
国語としない方
10月30日㈰午後1時30分から
Minto Ota
（おおた国際交
流センター）
抽選で15名程度
▲︎
問 合 先HPか ら 申 し 込 み。 詳細はコチラ
8月31日締め切り
（一財）国際都市おおた協会
☎︎6410－7981
6410－7982

❶催しなどの名称

❷〒住所

図書館だより https://www.lib.city.ota.tokyo.jp/
各図書館の催し

※会場の記載がないものは各館で

羽田

☎︎3745−3221

★せんべい屋店主、羽田を撮る

Ⓒ大田区

3745−3229

写真展

羽田で生まれ育った横山宗一郎は、生前にせんべい屋を営む一方、郷土を撮影
する写真家としても活躍しました。同氏が撮影した写真を通して、かつての区内
の景観や暮らしぶりについて振り返ります。
▶︎日程 7月22日㈮～8月31日㈬

吹き付けアスベストによる被害を防止しましょう
飛散すると健康に有害な吹き付けアスベストは、建築物増改築時などに適法
に除却してください。費用の助成・融資あっせん制度もご利用できます。

◆吹付けアスベスト分析調査費助成

吹き付け材がアスベストであるかの分析調査費の2分の1
（上限10万円）
。
▶問合先 建築調整課建築相談担当 ☎︎5744－1383
5744－1558

◆住宅リフォーム助成

区内に自己が所有し居住する住宅の吹き付けアスベスト除去工事費
（税抜き）
の10分の1
（上限50万円）
。 ※工事開始前に仮申請が必要です
▶問合先 建築調整課住宅担当 ☎︎5744－1343
5744－1558

◆中小企業融資あっせん

区内の賃貸共同住宅、事務所、工場などの吹き付けアスベストの除去・飛散
防止の改修工事費。融資限度1,500万円
（利子全額補給、信用保証料全額補助）
。
▶問合先 産業振興課融資係 ☎︎3733－6185
3733－6159

アスベストの工事に関する注意

増改築などの工事面積が床面積の2分の1以下でアスベストの劣化損傷がない
場合、封じ込め・囲い込み工事ができます。また、耐火被覆のアスベスト除去
時には代わりの耐火措置をしてください。
▶問合先 建築審査課建築審査担当 ☎︎5744－1388
5744－1557

工事には次の書類の提出が必要です ※工事開始日の14日前までに提出
①特定粉じん排出等作業実施届出書
②石綿飛散防止方法等計画届出書③建設工事計画届
▶問合先
①②＝環境対策課環境調査指導担当 ☎︎5744－1369
③＝大田労働基準監督署安全衛生課 ☎︎3732－0175

5744－1532

子ども科学教室
講座名

対象

1 海の生き物図鑑を作ろう
～チリメンモンスターを探せ～
2 七変化万華鏡
～美しい世界を体験しよう～
3 空気砲を作って空気の力を
調べよう

6電子楽器を作ろう

時間

8月19日㈮
小学
3・4年生
と保護者

4クリップモーターを作ろう
5海辺の教室～貝殻標本と
タカラガイストラップ作り～

日程

定員（抽選）
各20組40名

8月21日㈰

各11組22名
①午前10時～正午
②午後2時～4時
各10組20名

9月3日㈯
9月10日㈯

各20組40名

小学5年～ 8月23日㈫
中学2年生
8月25日㈭ 午前10時～正午

各20名
22名

▶会場 池上会館
▶︎申込方法 問合先へ往復はがき
（記入例参照。 学校名、保護者氏名、1～5希
望時間も明記）
。 1 27月19日38月1日48月5日57月22日67月25日必着
▶問合先 科学教育センター
（〒146－0082池上1－33－8池上小学校内）
☎3753－3510
3753－3511

子育ての不安を解消しませんか？

親支援プログラム
対象

日程

子育ての悩みや関心のあることをグ
ループで話し合いながら、自分なりの
子育てを見つけてみませんか。
時間

会場・問合先

9月7日～10月12日
の水曜
（6日制）
初めてのお子さんが生後
8か月～1歳6か月の母親
10月6～20日の
午前10時
木曜
（3日制）
～正午
初めてのお子さんが1歳
5か月～2歳4か月の母親

9月13～27日の
火曜
（3日制）

大森中児童館
☎3761－7749
西糀谷児童館
☎3743－0997
大森東一丁目児童館
☎3763－3288

▶︎定員 先着各10名 ※保育有り
▶︎申込方法 問合先へ電話。7月11日午前9時から受け付け

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

大田区報

▲︎
詳細はコチラ
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