
当日会場へ
JR東海中央新幹線東京工事事務所

　☎6847－3701　
都市計画課公共交通・臨海部担当
　☎5744－1303　 5744－1530　
出前講座「親子で遊ぼう！」

1・2歳のお子さんと保護者
1月18日㈬午前10時～11時30分
六郷地域力推進センター
先着20組
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
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

小学1年生以上の方
1月8日、2月5日㈰午前10時～11時30分

2大森の伝統を学ぶ海苔つけ体験
小学3年生以上の方
1月29日㈰、2月25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

ティーンズぱわーあっぷセミナー
（冬期）

　レクリエーションなどを通
して、リーダーに求められる
技術などを楽しく身に付けま
す。

区内在住・在学の中学生・
高校生

1月28日㈯、2月5・19日㈰・23日㈷・
26日㈰午前10時～午後3時

ふれあいはすぬま、青少年交流セン
ター、大森スポーツセンター

中学生・高校生先着各15名
問合先へ電話かFAX（記入例参照。希

望日も明記）。区HPからも申し込み可。1
月20日締め切り

地域力推進課青少年担当
　☎5744－1223　 5744－1518

もう一度働きたい女性のための
ライフキャリアデザイン講座
区内在住・在勤・在学の方
2月3日㈮午後2時～4時
先着20名
問合先へFAX（記入例参

照。保育（1歳以上の未就学
児6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。1月22日締め
切り

エセナおおた　
　☎3766－4586　 5764－0604

おおもり園の優先度評価
　軽費老人ホームB型施設。身体状況や
住宅状況などを考慮し、年2回（1・7月）
の優先度評価を行います。評価の有効期
間は、申し込みから6か月です。詳細は
お問い合わせいただくか区HPをご覧くだ
さい。

次の全てに該当する方
①区内在住の60歳以上で収入が基準内で
ある②家庭環境、住宅などの理由で居宅
において生活することが困難③独立して
日常生活を営むことができ自炊が可能④
保証人を立てることができる

1月4～20日に問合先へ申込書（地域包
括支援センター、地域福祉課、問合先で
配布）を郵送か持参

介護保険課介護保険担当
　☎5744－1258　 5744－1551

大田区住宅マスタープラン
有識者検討委員会

1月17日㈫午後2時～4時
区役所本庁舎2階
先着10名
当日会場へ
建築調整課住宅担当

　☎5744－1344　 5744－1558

大田区SDGs推進会議
区内在住・在勤の方
1月19日㈭午後4時～6時
区役所本庁舎2階
先着10名程度
当日会場へ
企画課政策・企画担当

　☎5744－1444　 5744－1502

ひきこもり支援室出張相談会
　専門の相談員と保健師が、ひきこもり
の悩みを抱える本人や家族の相談をお受
けします。

2月7日㈫午後1時～4時
糀谷・羽田地域庁舎
先着6組
問合先へ電話かFAX（記入

例参照）  ※空きがある場合は当日受け付
け

ひきこもり支援室SAPOTA 
 　☎6459－6715　 6459－6714

公共職業訓練4月入校生
　ものづくりエンジニア科、3DCAD・
CAM科、広告美術科、デジタルクラフ
ト科、調理科、板金溶接科、施設警備科

1月6日～2月2日に必要書類をハロー
ワークへ持参。詳細はお問い合わせくだ
さい

都立城南職業能力開発センター大田校
　☎3744－1013　 3745－6950

ファミリー・サポートおおた
提供会員養成講座（4日制）

　育児の援助を受けたい方（利用会員）と
その手助けをしたい方（提供会員）の会員
制組織です。講座修了後は提供会員（有
償ボランティア）として活動できます。

区内在住の20歳以上で心
身ともに健康な方

2月9日㈭・10日㈮・13・20
日㈪午前10時～午後3時（9
日は午後3時30分まで、20
日は午前10時30分～午後3時30分）

キッズな大森（20日は入新井集会室）
先着15名
問合先へはがきか封書（記入例参照）。

1月25日必着
ファミリー・サポートおおた事務局

（〒143－0016大森北4－16－5）
　☎5753－1152　 3763－0191

「おおた生涯学習推進プラン」
推進会議公募委員

　申込方法など詳細はお問い合わせいた
だくか、区HPをご覧ください。
●任用期間　6月1日～令和7年3月31日

区内在住・在勤・在学の18歳以上で、
大田区社会教育関係団体か大田区区民活
動情報サイト登録団体に所属し、活動中
の方

地域力推進課区民協働・生涯学習担当
　☎5744－1443　 5744－1518

「こどもSOSの家」協力員
　子どもたちが不審者に遭遇したときな
ど、危険を感じたときに助けを求める場
所として設置しています。

自治会・町会、青少対、PTAなどに
加入されている方や区内事業者

問合先へ申込書（問合先へ電話で請求）

を郵送。問合先へ来所も可
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　
　 5744－1518

喫煙ルールを守りましょう
●周囲の人の受動喫煙防止
に努める
●公園での喫煙禁止
●歩行中・自転車運転中の
喫煙禁止
● 吸い殻のポイ捨て禁止
　また、公衆喫煙所で喫煙するときは、
喫煙所からはみ出さないようにしま
しょう。

環境対策課環境推進担当
　☎5744－1366　 5744－1532

休館のお知らせ
◆矢口区民センター

体育室＝12月29日㈭～2月28日㈫
温水プール＝1月23日㈪～2月28日㈫　
※設備工事のため
　☎3758－2941　 3759－1492
◆こらぼ大森

1月29日㈰ 　※特別清掃のため
　☎5753－6616　 5753－6560

Minto�Ota
（おおた国際交流センター）の催し
1海外文化（世界の遊び）展示
　中国、ネパール、タイの遊びが体験で
きます。

1月6日㈮まで
2作品展示
　外国人区民による書道（書き初め）の
作品や折り鶴アート、とんび凧

だ こ

などを
展示します。

1月20日㈮まで
◇1 2ともに◇

Minto Ota（ お お た 国 際 交 流 セ ン
ター）

国際都市・多文化共生推進課国際都市・
多文化共生担当
　☎5744－1227　 5744－1323

リニア中央新幹線　第一首都圏
トンネル（北品川工区）に係る
オープンハウス型説明会

　中央新幹線の概要やシー
ルドトンネル工事の進

しんちょく

捗状
況をパネルなどを用いて説
明します。

①1月13日㈮・14日㈯
＝洗足区民センター②2月3日㈮・4日㈯
＝田園調布せせらぎ館　
※いずれも午前10時～午後4時

▲
詳細はコチラ

▲
公衆喫煙所
はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細は
コチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

募　集

福　祉

相　談

傍　聴

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

※費用が記入されていない催しなどは原則無料です
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▶対象　代表者が区内在住・在勤の方
▶日程　①2月3日㈮～5日㈰ ②2月17日㈮～19日㈰、3月3日㈮～5日㈰
③2月23日㈷・24日㈮④3月17日㈮・18日㈯　※①②2泊3日③④1泊2日
▶費用　①②27,800円(小学生以下は26,700円)から③30,800円（小学生
以下は28,800円）から④29,800円（小学生以下は27,900円）から
▶定員　抽選で各23名
▶問合先　休養村とうぶ（長野県東御市和6733－1）　☎0268－63－0261

▲
詳細はコチラ

に泊まるバスツアーに泊まるバスツアー

に泊まるバスツアーに泊まるバスツアー

バスツアーバスツアー

▶問合先　地域力推進課区民施設担当  ☎5744－1229　 5744－1518        

①菅平高原スキーバスツアー
③富岡製糸場と北信州ひなめぐりツアー

②湯ノ丸高原スキーバスツアー
　　　   ④早春の木曽路　奈良井宿散策ツアー

▶対象　4～6歳（年中・年長）のお子さんとその家族
▶日程　3月4日㈯・5日㈰（1泊2日）
▶費用　12,900円（小学生は8,900円、未就学児は
7,400円）から
▶定員　抽選で20名
▶問合先　伊豆高原学園（静岡県伊東市八幡野1154－3）
　　　　　☎0557－48－7815

いずこうげん森のようちえん

伊豆高原学園に泊まる

　伊豆高原学園へ宿泊しながら、親子で自然遊びや磯遊びに出かけます。
アウトドアクッキングでは旬の食材を使った料理にチャレンジします。

▲
詳細はコチラ


