
スポーツ
健康都

市
宣言 スポーツ

おおたde
スポーツ
おおた

▶
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

（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/

▶�対象　区内在住・在学の小学生
▶�日程　12月11日㈰
▶�会場　馬込・大森第十中学校
▶�申込方法　10月22日〜11月4日に大田区バドミントン協会HPから申し込み

◆11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
11月9日㈬

― ― ―

○バドミントン
○ ○ ○

卓球 11月16日㈬

大田区総合体育館のスポーツ教室など

東京 2020 大会レガシー事業 大田区ランニング教室

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歳

11月7日
午前10時30分〜11時30分

②フラダンス

高校生以上の方

午後3時〜4時

火
③ピラティス

11月8日
正午〜午後1時

④アロマヨーガ 午後6時30分〜7時30分

水
⑤親子で体操名人 2・3歳

11月9日
午前9時〜10時

⑥ベリーダンス 高校生以上の方 午前11時〜正午

木
⑦よちよち親子体操 1歳

11月10日
午前9時〜10時

⑧ジャズダンス

高校生以上の方

午前11時45分〜午後0時45分

金
⑨はじめてエアロ

11月4日
午前11時〜正午

⑩STEP初級 午後0時30分〜1時30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。
◆スポーツ教室ワンコイン体験

　ハーフマラソン元日本記録保持者の講師から、走り方などのアドバイスを受け
ながら多摩川緑地のランニングコースを走ります。詳細は区HPをご覧ください。
▶�対象　18歳以上の方
▶�日時　11月23日㈷午前10時〜11時30分
▶�会場　多摩川緑地（西六郷四丁目地先）
▶�定員　先着20名
▶申込期限　11月11日
▶問合先　スポーツ推進課スポーツ推進担当
　☎5744－1441　 5744－1539

▶�費用　500円
▶申込方法　問合先へ電話か来館

種目 日程 会場
玉入れ競技 11月20日㈰ 大森スポーツセンター

バスケットボール
（小学4年生以下） 令和5年1月4日㈬ 大田区総合体育館

◆区民スポーツ大会

◆ジュニアバドミントン大会

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

の福祉にふれあいます。詳細は区HPをご
覧ください。

11月3日㈷午前10時〜午後3時
大田文化の森、さぽーとぴあ
新井宿特別出張所

　☎3776－5391　 3776－3368

洗足区民センターの催し
1 ウクライナ～プーチン・
ロシアの背景にあるもの～

①11月5日㈯＝ソ連崩壊
「私たちはいったい何者な
のか？」②11月12日㈯＝ロ
シアとは？「ノヴォロシア」への道　
※いずれも午後2時〜3時30分
2 四季を彩るおとなの折り紙教室「冬」
～クリスマスリース～

11月24日㈭午後1時30分〜5時
500円

3 美の探究　陶磁器の魅力～ヨーロッ
パの陶磁器から知る、もう一つの美術～

11月26日㈯午後2時〜3時30分
4 美の探究　ドイツの博物館建築をた
のしむ 

12月10日㈯午後2時〜3時30分
◇1 〜4 いずれも◇

区内在住の1 3 4 高校生以上 218
歳以上の方

先着各20名
問合先へ電話か来所。110月22日

210月25日 310月31日 411月18日 か
ら受け付け　

洗足区民センター
　☎3727－1461　 3727－1462

絵本de国際交流
　さまざまな国の小さな子ど
もたち向けに英語の絵本の
読み聞かせや、保護者同士
での交流を行います。

未就学児と保護者
11月13日㈰午前10時〜11時30分
Minto Ota（おおた国際交流センター）

抽選で15組程度
問合先HPから申し込み。11月3日締

め切り
（一財）国際都市おおた協会

　☎6410－7981　 6410－7982

出前講座「親子で遊ぼう！」
1・2歳のお子さんと保護者

①11月16日㈬＝カムカム新蒲田（新
蒲田一丁目複合施設）②12月23日㈮＝エ
セナおおた　※いずれも午前10時〜11
時30分

先着各15組
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。②

11月24日から受け付け
子ども家庭支援センター地域子育て推

進係
　☎5753－1153　 3763－0199

大森�海
の り

苔のふるさと館の催し
1 海苔つけ体験
　乾

ほ

し海苔づくりを体験します。
小学生以上の方
11月23日㈷、12月4日㈰午前10時〜

11時30分
2 大森の伝統を学ぶ海苔つけ体験
　講義付きで、乾し海苔づくりを体験し
ます。

小学3年生以上の方
11月27日、12月11日㈰午前10時〜

正午
◇1 2ともに◇

先着各20名
問合先へ電話

大森 海苔のふるさと館 
　☎5471－0333　 5471－0347

大田校「技能祭」
　工作教室、実演コーナー、生徒作品展
示など。今年は大田・品川の合同で開催
します。

11月23日㈷午前10時〜午後3時
都立城南職業能力開発センター（品川

区東品川3－31－16）
当日会場へ
 都立城南職業能力開発センター大田校

　☎3744－1013　 3745－6950

消費者講座
「知っておきたい相続税・贈与税」

区内在住・在勤・在学の方
11月25日㈮午後2時〜4時
先着30名
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

笑って撃退！騙
だ ま

されないぞ！
特殊詐欺

●特殊詐欺被害防止公演
●落語家・立川志ら乃による特殊詐欺防
止の創作落語

12月14日㈬午後2時〜3時30分
大田区民プラザ
先着350名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。

電子申請も可
消費者生活センター

　☎3736－7711　 3737－2936
▲

詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

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 10 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

▶対象　区内にある一般家屋（営業用施設は除く）で、今年度初めて依頼する方
▶派遣日　火・木曜（1日4件まで先着順）
▶申込方法　問合先へ電話
▶問合先　生活衛生課環境衛生担当
　☎5764－0694　  5764－0711

◆専門業者を派遣し、自身でできる侵入口の探し方やふさぎ方を助言します
　※ネズミの駆除は行いません

◆ネズミ対策のポイント
　穴や隙間があれば、金属たわし、折りたたんだ金網やパテなどをつめ、
侵入口をふさぎましょう。

　ネズミは2.5cm以上の隙間があれば侵入可能で、一度侵
入してしまうと繰り返し出没します。最も効果的な対策は、
ネズミの侵入口を探してふさぐことです。

ネズミの被害を防ぎましょう

▲詳細はコチラ

①床下の通風口の隙間

②建物基礎と壁の間の隙間
③ガス管、水道管などの壁の
　貫通部分

建物の外側から探す侵入口

①�台所のガス台、流し台や換気扇
周りの隙間
②エアコンの配管周りの隙間
③押入の天板が
　ずれてできる
　隙間

部屋の内側から探す侵入口

▲
詳細はコチラ

大田区バドミントン協会 HP は
コチラ▶︎




