
　蒲田駅東口駅前広場にある、昭和
59年に伊豆諸島の新島村から贈られ
た石像の名前は何でしょう？
＞＞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！

0歳児クラス（令和4年4月2日～10月1日に生まれたお子さん）の保育園の入所予約
は、通常の入所とは別に申し込みが必要です。詳細は区HPをご覧ください。
▶対象　次の全てに該当する方
①申し込み時、お子さんと保護者ともに区内に住民票がある（区内在住の単身赴任
者は要証明）②産後休暇からお子さんの1歳の誕生日の前日まで継続して育児休業を
取得している③育児休業給付金の受給資格（予定を含む）がある④お子さんが1歳に
なる月に入所を希望（パパ・ママ育休プラス制度利用の場合、1歳2か月まで）⑤入
所月の月末までに育児休業から復帰可能
▶定員　次の園で各1名
大森西、山王、馬込、わかば、田園調布二丁目、千鳥、雪谷、浜竹、
萩中（2歳児クラスまでの在園）、志茂田、東蒲田、本蒲田
▶申込方法 10月3～18日（必着）に、問合先へ就労証明書（両親
分）、育児休業明け保育所入所予約申込書兼同意書を書留で郵送
※必要書類は区HPから出力可。就労証明書は、申し込み日からさかのぼり3か月以
内に発行されたものを提出。通常の入所申し込みなどで提出済みの方は省略可
▶問合先　保育サービス課保育利用支援担当（〒144－8621大田区役所）
☎5744－1280 ■FAX5744－1715

育児休業明け入所予約制度育児休業明け入所予約制度
令和5年度・前期令和5年度・前期 の受け付けが始まりますの受け付けが始まります

▲
必要書類の
ダウンロードは

コチラ

　令和4年第3回区議会定例会は、9月13日㈫～10月12日㈬に開かれる予定で
す。今会期の請願、陳情の受け付け締め切りは、9月5日㈪の予定です。
　傍聴を希望する方は、本会議（決算特別委員会を含む）は区役所本庁舎11階の傍
聴受付、委員会（決算特別委員会を除く）は10階の議会事務局までお越しください。
※せきや発熱の症状があるなど、体調が優れない方は傍聴をご遠慮ください
●手話通訳を希望する方＝7日前までに問合先へ申し込み
●FM補聴システム受信機の貸し出しを希望する方＝傍聴の際に申し出てください
▶問合先　議会事務局庶務調査担当　☎5744－1474　■FAX5744－1541

大田区議会定例会の開催

◆豊かな地域社会を築く区民活動を支えるために　
○株式会社ダイエー＝108,638円　
○アースフレンズ東京Z　株式会社GWC＝5,450円
◆大学等進学応援基金へ　○水嶌利爲＝30,000円
◆福祉事業積立基金へ　○太田夏子＝5,000円
◆社会福祉のため　○空港施設株式会社＝非常用保存食アルファ米8箱

◆日本赤十字社の災害義援金・救援金を受け付けています
　各災害義援金・救援金情報、寄付者の氏名・団体名などは区HPに掲載しています。

休館のお知らせ
◆エセナおおた
9月18日㈰　※全館清掃のため

　☎3766－4586　 5764－0604
◆山王草堂記念館
9月30日㈮　※館内消毒のため
龍子記念館　☎ 3772－0680

大田区地域遺産・
ユネスコ世界遺産写真展

　公募した「100年後の区民に残したい
区内の風情ある景色や催事」「ユネスコ世
界遺産に認定された自然・文化遺産」の
写真を展示します。
9月2日㈮午後1時～9日㈮午後3時
池上会館
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1443　 5744－1518

生涯学習
1相談会
　サークルやイベント・講座
などの紹介、団体活動の相談
もお受けします。

①9月6・20日、10月7・
11・21日午前10時～午後2時＝生涯学
習センター蒲田②9月13日午前10時～
午後4時＝区役所本庁舎2階
問合先へ電話かFAX（記入例参照。希

望日時も明記）　※当日受け付けも可（予
約の方優先）
2ボランティア募集
　知識や経験を生かし、区民
の学習の指導者やサポーター
をしてみませんか。詳細は区
HPをご覧ください。

◇12ともに◇
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1443　 5744－1518

大田区伝統工芸展
　大田区伝統工芸発展の会による区の伝
統工芸と技術の展示・実演を行います。
9月10日㈯・11日㈰午前10時～午後6時
大田区民プラザ
文化振興課文化振興担当

　☎5744－1226　 5744－1539

秋の交通安全イベント
　区内警察署が実施するイベントを通し
て交通安全について学びませんか。

①9月19日㈷午後1時～3時

＝大森駅東口（交通安全キャンペーン）
②9月25日㈰午前10時30分～11時30分
＝池上会館（交通安全講習）
③9月25日㈰午後2時～4時
＝蒲田駅西口広場（交通パレード）
④9月25日㈰午後2時～3時30分
＝田園調布駅前広場（交通安全キャン
ペーン）
②先着200名
①③④当日会場へ②池上警察署（☎

3755－0110）へ電話
都市基盤管理課交通安全・自転車総合

計画担当
　☎5744－1315　 5744－1527

赤ちゃんと一緒に博物館へ
　特別展「大勾

まが

玉
たま

展」の解説、親子遊びや
乳幼児向けの読み聞かせを行います。
1歳以下のお子さんと保護者
9月22日㈭午前10時～11時30分
先着8組
問合先へ電話
郷土博物館

　☎3777－1070　 3777－1283

全日本学生室内飛行ロボット
コンテストの観覧

　観覧するには申し込みが必
要です。詳細は特設HPをご
覧ください。
①開会式・予選＝9月24日

㈯②決勝戦・表彰式＝9月25
日㈰　※いずれも午前10時～午後5時
日本工学院専門学校蒲田キャンパス片

柳アリーナ（西蒲田5－23－22）
産業振興課産業振興担当

　☎5744－1376　 6424－8233

生活展消費者講座
区内在住・在勤・在学の方
10月1日㈯①午前10時～正午＝「考え

よう！私が始めるSDGs」②午後1時30
分～3時30分＝「災害発生！在宅？避難
所？どちらにしますか」
先着各60名
問合先へ電話か来所。9月1日から受

け付け
消費者生活センター

　☎3736－7711　 3737－2936

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～」　
①10月5日㈬＝「ガラス材料の科学」②

10月12日㈬＝「超イオン伝導
体の発見から全固体電池へ」
③10月19日㈬＝「新しい高分
子材料に向けて」　
※いずれも午後7時～9時
嶺町集会室
抽選で①会場各50名②オンライン各

30名
2人とお金の不思議なカンケイ～おもし
ろ・まじめなリベラルアーツ（4日制）
10月6・13・20・27日㈭午後6時30

分～8時30分
区役所本庁舎2階
抽選で30名

3じんけんカフェ「私の“あたり前”を見
つめなおす」（3日制）
10月7・21日、11月4日㈮午後2時～4時
カムカム新蒲田（新蒲田一丁目複合施設）
抽選で30名

◇1～3いずれも◇
区内在住・在勤・在学の方
電子申請。問合先へ往復はがき（記入

例参照。1希望日、23保育(1歳6か月
以上の未就学児)希望はその旨も明記）も
可。9月15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

発達障がいに寄り添った
子どもの体験の場づくり（2日制）
　発達障がいについて理解を深め、子ど
もが参加しやすい地域活動などの体験の
場づくりを考えます。
区内在住・在勤・在学の16歳以上の方
10月8・22日㈯午前10時～午後3時
消費者生活センター
550円
先着30名
9月1～16日に問合先へ電話か来所。

電子申請も可
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

区民スポーツまつり
（トークショー・サッカー教室）
　イベントの詳細や申込方
法などは問合先HPをご覧く
ださい。
●講師　サッカー元日本代
表　福西崇史
10月10日㈷午前9時45分～正午
大田区総合体育館
（公財）大田区スポーツ協会
　☎5471－8787　 5471－8789

大田スタジアム
一般無料開放DAY

　キャッチボール、体操、ラン
ニング、サッカーのパス練習
などプロ野球仕様の人工芝で
自由に運動を楽しめます。詳
細は問合先HPをご覧ください。
10月22日㈯午前8時～午後2時
当日会場へ
大田スタジアム

　☎3799－5820　 3799－5782

世界一大きな絵
2020 TOKYO～2024 PARISへ
　日本全国と世界中から集
まった5m×5mの絵をつなぎ
合わせ、1枚の「世界一大きな絵」
をつくるプロジェクトです。
10月28日㈮

①絵の展示＝正午～午後3時
②ヒーローショーほか＝午後5時～7時
大田区総合体育館
②抽選で200名
①当日会場へ②特設HPから申し込み。

9月30日締め切り
文化振興課文化振興担当

　☎5744－1226　 5744－1539

公開講座「源氏物語に親しむ」
（4日制）

　「源氏物語」を、人物相関図や平安時代
の常識を交えながら解説します。
都内在住・在勤・在学で20歳以上の方
10月29日㈯・30日㈰、11月5日㈯・

6日㈰午後1時30分～4時
1,000円
抽選で20名
9月26日～10月7日（消印有効）に問合

先へ往復はがき（記入例参照）
都立つばさ総合高等学校

（〒144－8533本羽田3－11－5）
　☎5737－0151　 5737－0154

▲
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▲
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▲
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▲
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休館のお知らせ
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9月18日㈰　※全館清掃のため

　☎3766－4586 5764－0604
◆山王草堂記念館
9月30日㈮　※館内消毒のため

＝大森駅東口（交通安全キャンペーン）
②9月25日㈰午前10時30分～11時30分
＝池上会館（交通安全講習）
③9月25日㈰午後2時～4時
＝蒲田駅西口広場（交通パレード）
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体の発見から全固体電池へ」
③10月19日㈬＝「新しい高分
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※いずれも午後7時～9時
嶺町集会室
抽選で①会場各50名②オンライン各

大田スタジアム
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　キャッチボール、体操、ラン
ニング、サッカーのパス練習
などプロ野球仕様の人工芝で
自由に運動を楽しめます。詳
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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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