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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。
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令和4年7月1日現在の
基準地価格が閲覧できます

　東京都財務局HPでご覧い
ただけます。詳細はお問い合
わせください。

経理管財課土地対策担当
　☎︎5744－1166　 5744－1508

区有地を売却します
　一般競争入札により、区有地を売却し
ます。詳細は区HPをご覧ください。
●入札申込期間　10月12日～11月4日
●入札書提出期限　11月22日
●開札日　11月24日午前10時から
●所在地（住居表示）・土地面積
①大森西二丁目114番2 （大森西二丁目
29番）＝97.33㎡
②北千束三丁目633番1・28・30（北千
束三丁目1番）＝363.13㎡
③南馬込一丁目671番2・4・17（南馬込
一丁目27番）＝195.97㎡
●最低売払価格
①2,950万 円 ②1億5,620万 円 ③6,730
万円

経理管財課管財・配車担当
　☎︎5744－1164　 5744－1508

10～11月は「里親月間」です
　都内では親元で暮らすことのできない
子どもが約4,000名います。区では東京
都と連携して里親制度を推進していま
す。詳細は区HPをご覧ください。

子ども家庭支援センター
　☎︎6410－8551　 3763－0199

10月22～31日は駅前放置自転車
クリーンキャンペーン

「自転車の 代わりに置こう 思いやり」
　駅周辺に放置された自転車は、歩行者
や緊急車両の通行を阻害するとともに、
街の美観を損ねるなど社会問題となって
います。放置自転車の状況は改善されつ
つありますが、引き続き、放置自転車の
ない安全なまちづくりにご協力をお願い
します。

都市基盤管理課交通安全・自転車総合
計画担当
　☎︎5744－1315　 5744－1527

コミュニティサイクルを
利用しませんか

　サイクルポート
間で自由に自転車
を利用できるサー
ビスです。会員登
録をすると、都内
14区（大田・千代田・中央・港・新宿・
文京・江東・品川・目黒・渋谷・中野・
杉並・練馬・墨田区）のどこからでも利
用できます。詳細はお問い合
わせいただくか、区HPをご
覧ください。

都市基盤管理課交通安全・
自転車総合計画担当
　☎︎5744－1315　 5744－1527

休館・休止のお知らせ
◆龍子記念館

10月11日㈫～21日㈮
※展示替えなどのため
　☎︎ 3772－0680
◆粗大ごみ受付センター

10月15日㈯午後8時～16日㈰午後7時
※設備点検のため。電話・インターネッ
ト受付も休止

清掃事業課清掃リサイクル担当
　☎︎5744－1628　 5744－1550

OTAサイクルフェスタ2022
　最新自転車の試乗や、自転車の無料点
検などを行います。ぜひ自転車でお越し
ください。　※有料コンテンツ有り

11月12日㈯・13日㈰午前10時～午
後5時（13日は午後4時まで）　
※雨天中止

大森ふるさとの浜辺公園、大森東水辺
スポーツ広場

当日会場へ(一部事前申し
込み)

都市基盤管理課交通安全・
自転車総合計画担当
　☎︎5744－1315　 5744－1527
OTAサイクルフェスタ実行委員会
　 ota-cycle-festa@p-growb.co.jp

専門家と行く博物館講座
「池上本門寺の歴史的石造物」

　池上本門寺に数多く遺
の こ

る石造物に焦点
を当て、その特徴や変遷について座学と
見学会を通して考えます。

11月13日㈰午前10時～午後4時
池上会館ほか
抽選で30名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。

10月24日消印有効
郷土博物館

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

子育てママのための
面接対策セミナー

　仕事のブランクがあっ
ても、自信を持って面接
に臨むためのポイントを
学びます。

ハローワークで求職
申込（当日可）をしてい
る区内在住の子育て中
の方

11月16日㈬午後2時～3時
エセナおおた
抽選で12名
問合先へ電話。11月4日締め切り

※保育（生後3か月以上の未就学児5名）
有り

ハローワーク大森
　☎︎5493－8612　 5493－1427

尿もれ予防体操と筋力アップ教室
　尿もれが気になる方だけでなく、尿も
れ予防に関心がある方も参加できます。

区内在住で、要介護認定を受けていな
い方

区立小学校連合図工作品展
　小学生の図画・工作の作品を展示しま
す。

10月14日㈮～20日㈭午前9時～午後
5時（20日は正午まで）

池上会館
教育総務部指導課

　☎︎5744－1435　 5744－1665

友好都市ふれあいひろば
　区の友好都市である長野県東御市、秋
田県美郷町、宮城県東松島市の特産品を
販売します。

10月15日㈯・16日㈰午前10時～午
後4時

蒲田駅西口駅前広場
文化振興課文化振興担当

　☎︎5744－1226　 5744－1539

おおむすび縁市場

　区内の障がい者施設で作った焼き菓子
や雑貨などを販売します。
1嶺町縁市場

10月19日、11月16日、12月21日㈬
午前11時30分～午後3時30分

嶺町特別出張所
2せせらぎマルシェ縁市場

11月5日、12月3日㈯午前10時～正午
田園調布せせらぎ館

◇1 2ともに◇
志茂田福祉センター

　☎︎3734－0763　 3734－0797

「日本語でスピーチ2022」を
観覧しませんか

　大田区にゆかりのある外国人による日
本語でのスピーチを聞いてみませんか。

区内在住・在勤・在学の方
10月30日㈰午後1時30分～4時30分
Minto Ota（おおた国際交流センター）

※オンライン視聴も可
抽選で①会場10名程度②オンライン

80名程度　※①人数制限のため、オン
ライン視聴になる場合有り

問合先HPから申し込み。
10月21日締め切り

（一財）国際都市おおた協会
　☎︎6410－7981　 6410－7982

初めての日本画講座（秋）
日本画で彩る無病息災（5日制）

　日本画に興味はあるけれど、描いたこ
とがないという方におすすめです。でき
あがった作品は展示し、講師が講評しま
す。

11月18・25日、12月2・9・23日㈮
午後2時～4時

大田区民プラザ
（12月23日は大
田文化の森）

5,000円
抽選で20名
問合先へ往復はが

き（記入例参照）。11月1
日必着

龍子記念館
（〒143－0024中央4－2－1）
　☎︎ 3772－0680

11月22日㈫午後2時～3時30分
蒲田地域庁舎
先着20名
問合先へ電話
蒲田地域福祉課高齢者地域

支援担当
　☎︎5713－1508　 5713－1509

セミナー
「多様な働き方の時代に
俺たちはどう生きるか」

　働き方評論家で子育て中の講師が、ラ
イフステージに合わせたワーク・ライフ・
バランスについてお話しします。多様な
働き方や自分らしい生き方のヒントを学
びます。

区内在住・在勤・在学の男性
11月23日㈷午前10時～正午
先着15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

エセナおおた
　☎︎3766－4586　 5764－0604

区民講師講座
「ナチュラルリースづくりを通して

SDGsを実践しよう！」
区内在住・在勤・在学の小学4年生以

上の方　※中学生までは要保護者同伴
12月6日㈫午後6時～8時
美原文化センター
抽選で20名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電

子申請も可。10月25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

おおたこども日本語教室
　小学校入学前からも日本語を学べます。

区内在住で、日本語が不自由な2007
年4月2日～2017年4月1日生まれの方

①蒲田教室（☎︎3731－3831）
＝月・火・木曜
②大森教室（☎︎5709－1347）
＝月・水・木曜
※いずれも午前9時～正午

①Minto Ota（おおた国際交流セン
ター）②山王会館

希望する教室へ電話
（一財）国際都市おおた協会

　☎︎6410－7981　 6410－7982

▲︎
詳細はコチラ

▲︎
申し込みはコチラ

▲︎
申し込みはコチラ

▲︎
詳細はコチラ

▲︎
詳細はコチラ

▲︎
イベントHPはコチラ

▲︎
詳細はコチラ

https://www.lib.city.ota.tokyo.jp/

Ⓒ大田区

図書館だより図書館だより

特別整理のため

図書館システム更新のため

休館のお知らせ

図書館 休館期間 問合先
蒲田 10月17日㈪～22日㈯ ☎︎3738－2459　 3736－9782
大田 11月14日㈪～22日㈫ ☎︎3758－3051　 3758－3625

図書館など 休館期間 問合先
大田、大森東、入新井、池上、洗足池、
浜竹、多摩川、蒲田 12月1日㈭

～14日㈬

大田図書館
☎︎3758－3051　 3758－3625

大田文化の森情報館図書コーナー ☎︎3772－0740　 3772－0741
田園調布せせらぎ館図書サービスコーナー ☎︎3722－5192　 5755－5295
大森南、大森西、馬込、久が原、
羽田、六郷、下丸子、蒲田駅前

12月1日㈭
～15日㈭

大田図書館
☎︎3758－3051　 3758－3625

★10月27日～11月9日は「読書週間」
図書館HPで
おすすめ本
紹介中！

受講者の
作品一例

※12月1～15日午前9時は、大田区立図書館HPも休止します

参加・催し




