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ビーチバレー場無料開放DAY
▶日時　10月6日㈭・8日㈯・16日㈰、11月20日㈰、12月9日㈮・18日㈰
午前10時～正午、午後1時～4時
▶会場　大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場
▶申込方法　当日会場へ
▶問合先　スポーツ推進課スポーツ推進担当　☎5744－1441　 5744－1539

◆10月の個人開放
▶費用　1利用区分（3時間）300
円　※バスケットボールは1時
間30分で入れ替え
▶定員　種目ごとに異なりま
す(先着順)
▶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

種目 日程 実施時間
午前 午後1午後2 夜間

バスケットボール 10月24日㈪ ― ― ―
○バドミントン 10月26日㈬

○ ○ ○
卓球 10月31日㈪

大田区総合体育館のスポーツ教室など

教室番号・教室名 対象 日程 時間

月

①親子フィット
リトミック 1・2歳 10月3・17・24・31日、

11月7・21・28日、
12月5・12・19日

午前10時30分～
11時30分

②かんたんサルサ 高校生以上の方 午後2時～3時

火

③わんぱく親子
体操 2・3歳 10月4・11・18・25日、

11月1・8・15・22・29日、
12月6・13日

午前10時30分～
11時30分

④親子フィット
＆ダンス 4～6歳 午後4時～5時

水
⑤ほぐしヨーガ 高校生以上の方 10月5・12・26日、

11月2・9・16・30日、
12月7・14日

午前9時30分～
10時30分

⑥ベビー＆ママ
ケアストレッチ

生後45日～
12か月

正午～
午後0時50分

木
⑦ジャズダンス

高校生以上の方

10月6・13・20・27日、
11月10・17・24日、
12月1・8・15日

午前11時45分～
午後0時45分

⑧気功 午後3時～4時

金
⑨STEP初級 10月7・14・28日、

11月4・18・25日、
12月2・9日

午後0時30分～
1時30分

⑩キッズ
バレエ50 4～6歳 午後3時30分～

4時20分

▶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　https://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

▶ 費用　教室ごとに異なります
▶申込方法　問合先へ来館

（公財）大田区スポーツ協会の催し
▶ 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/

◆区民スポーツまつり
　詳細は、プログラム（問合先、特別出張所、図書館、文化センター、区民センター
などで配布）をご覧ください。　※屋外会場は雨天中止。屋内会場は室内用運動靴
を持参
▶日時　10月10日㈷午前9時～午後3時　※イベントによって開催時
間が異なります。一部別日の連携イベントもあります
▶会場　大田区総合体育館、大森スポーツセンター、大田スタジアム、
大森ふるさとの浜辺公園、森ケ崎公園、東調布公園、大田区民プラザ、
多摩川緑地ほか（全37会場）
▶ 申込方法　当日会場へ（一部は事前申し込み制）

◆区民スポーツまつり　～ウォーキングイベント～
　新スポーツ健康ゾーン（東蒲田公園から、森ケ崎公園、大森ふるさとの浜辺公園、
ゆいっつなどを経由し、大森スポーツセンターまで）を歩いてみませんか。
▶日時　10月23日㈰午前9時～正午　※小学生は保護者同伴
▶集合　午前8時30分に東蒲田公園
▶ 申込方法　当日会場へ

種目 日程 会場

合気道演武 10月30日㈰ 南馬込文化センター

アーチェリー 11月5日㈯ 平和の森公園アーチェリー場

オリエンテーリング 11月6日㈰ 三浦半島　武山（神奈川県横須賀市）

アマチュアボクシング
11月13日㈰

ゴールドジム・サウス東京ANNEX

レク・フォークダンス 池上会館

ゲートボール
11月20日㈰

六郷橋緑地ゲートボール場

馬術 綾瀬乗馬クラブ（神奈川県綾瀬市）

◆区民スポーツ大会

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

▲
詳細はコチラ

子ども家庭支援センター地域子育て推
進係
　☎5753－1153　 3763－0199

消費者講座
「気になるキャッシュレス、
そのメリットと注意点は」

区内在住・在勤・在学の方
10月18日㈫午後2時～4時
先着25名程度
問合先へ電話　※土・日曜、休日を除

く
消費者生活センター

☎3736－7711　 3737－2936

傾聴ボランティア入門講座
区内在住・在勤・在学の方
10月18・25日㈫午前10時～11時30分
①大田区社会福祉センター②オンライ

ン（Z
ズ ー ム

oom）
抽選で各30名
問合先へ往復はがきかEメール（記入

例参照。オンライン参加希望はEメール
アドレスも明記）。10月7日必着
（社福）大田区社会福祉協議会

（〒144－0051西蒲田7－49－2）
　☎3736－5555　 3736－5590

voc@ota-shakyo.jp

親族向け成年後見講座
（任意後見編）

区内在住・在勤で自らが親族などの任
意後見人になることを予定・検討してい

るか、任意後見を受任している方
10月22日㈯午前9時30分～11時30

分
大田区社会福祉センター
先着15名
問合先へ電話。9月26日から受け付け
おおた成年後見センター
☎3736－2022　 3736－5590

東京文化財ウィーク事業
1文化財写真パネル展
10月25日㈫～12月25日㈰　※月曜

休館
郷土博物館

2文化財公開見学会「法養寺の日蓮聖人
像」
11月19日㈯午前10時～午後3時30分
法養寺（池上1－19－25）

◇12ともに◇
当日会場へ
大田図書館文化財担当

　☎3777－1281　 3777－1283

障がいのある方のための教室
区内在住の障がいのある方と家族
①俳句＝11月9日㈬②絵画＝11月17

日㈭③編み物＝11月21日㈪
※いずれも午前10時～正午
さぽーとぴあ
先着各20名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
上池台障害者福祉会館
☎3728－3111　 3726－6677

子ども家庭支援センター地域子育て推
進係
　☎5753－1153　 3763－0199

消費者講座
「気になるキャッシュレス、
そのメリットと注意点は」

るか、任意後見を受任している方
10月22日㈯午前9時30分～11時30

分
大田区社会福祉センター
先着15名
問合先へ電話。9月26日から受け付け
おおた成年後見センター

情報箱
暮 ら

し の 記入例はがきや
FAXなどの

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

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。

3大田区報　令和 4年 9月 21日号はがきや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

　区民の皆さんがさまざまな文化・芸術
活動を発表する大田区文化祭を開催しま
す。詳細はお問い合わせください。
▶問合先　文化振興課文化振興担当
　☎5744－1226　 5744－1539

部門 日時 会場

絵画・写真展 10月8日㈯～10日㈷
午前10時～午後5時 池上会館

詩吟剣詩舞大会 10月23日㈰
正午～午後5時 大田文化の森

郷土芸能大会 10月30日㈰
午後1時30分～4時30分 大田区民プラザ

短歌大会 11月3日㈷
午後1時～4時30分 池上会館

こと・尺八の集い 11月6日㈰
午前10時45分～午後5時 大田文化の森

芸術フェスティバル 11月19日㈯
午前10時～午後5時

大田区民プラザ
華道展 11月19日㈯・20日㈰

午前10時～午後5時

吹奏楽祭 11月20日㈰
午前11時～午後6時

洋舞サークルフェスティバル 令和5年2月23日㈷
午後2時～7時

文化祭
大田区


