
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 大田区報　令和 5年 1月 11・21日号

　区の花として制定されている花は
何でしょう。
＞＞答えは5面で確認！

大田区学
クイズ
大田区学
クイズ
に挑戦！

管理栄養士
　詳細は区HPをご覧ください。
管理栄養士の資格を有する方

●任用期間　4月1日～令和6年3月31日
●勤務時間　週4日、1日実働7時間45分
●報酬(予定)　月額259,104円(社保完
備。期末手当有り)
●選考方法　書類審査後、面接
問合先へ履歴書(写真貼付)と作文を郵

送。1月27日必着
健康づくり課栄養担当

　☎ 5744－1683　 5744－1523

区立児童館などの業務補助員
(名簿登録制)

　児童指導の補助(資格不要)。欠員が生
じた場合、選考を行います。
週5日勤務が可能な方

●勤務時間　週5日、1日実働4時間
●報酬　月額95,008円
問合先へ電話か申込書(問合先で配布。

区HPからも出力可)を持参
子育て支援課子育て支援担当

　☎ 5744－1272　 5744－1525

建設リサイクル法に基づく
都内一斉パトロール

　1月23～27日は区職員、労働基準監督
署職員が建築物解体の工事現場に立ち入
り調査をします。特定建設資材分別の実
施や石綿(アスベスト)の適正除去の状況、
施工者の建設業許可票や解体工事業の登
録票の掲示などを確認し指導します。
建築調整課建築相談担当

　☎ 5744－1383　 5744－1558

休館のお知らせ
◆龍子記念館
1月16日㈪～2月10日㈮

※展示替えなどのため
　☎ 3772－0680
◆大森スポーツセンター
2月7日㈫～9日㈭

※施設整備点検のため
　☎ 5763－1311　 5763－1314

大田区鉄道沿線まちづくり構想に
関するオープンハウス型説明会
①1月19日㈭＝PiO PARK②1月20

日㈮＝蒲田駅西口駅前広場③1月22日㈰
＝多摩川駅
※①午前11時30分～午後2時
30分②③午後1時～4時　
当日会場へ　※荒天中止
鉄道・都市づくり課鉄道・都市づくり担当

　☎5744－1212　 5744－1526

住まいの衛生パネル展
　ネズミや衛生害虫の防除方法、換気・
結露などの室内環境の改善策などを紹介
します。展示内容は毎週変わ
ります。
2月3日㈮午後3時まで
雪谷文化センター
生活衛生課環境衛生担当

　☎ 5764－0694　 5764－0711

小・中学校の作品展示
①区立小学校連合書

写展＝1月13日㈮～19
日㈭②区立中学校連合
書写展＝1月21日㈯～
27日㈮③区立中学校連

合技術・家庭科作品展＝1月31日㈫～2
月7日㈫④区立小学校家庭科作品展＝2
月22日㈬～28日㈫
※いずれも午前9時～午後5時(最終日は
①午後1時30分まで②③④午後1時まで)
池上会館
教育総務部指導課

　☎ 5744－1435　 5744－1665

おおむすびマチノマ大森縁市場
　区内の障がい者施設で作った焼き菓子
や雑貨など販売します。
1月21日㈯・22日㈰午前

11時～午後5時
マチノマ大森1階(大森西3

－1－38)
志茂田福祉センター

　☎ 3734－0763　 3734－0797

老いじたくセミナー
～人生100年！自分らしく
明るく暮らしていくために～

　遺言・相続など、
老いじたくに必要
な知識やポイント
を弁護士がお話し
します。
1月27日㈮午前9時30

分～午後0時30分
区役所本庁舎2階
先着20名程度
問合先へ電話。1月17日午前8時30分

から受け付け
(社福)大田区社会福祉協議会

　☎ 3736－2022　 3736－5590

ぴよたまクラブdeえほんのじかん
未就学児と区内在住・在勤・在学の保

護者
1月28日㈯午後2時～3時
先着10組
当日会場へ
エセナおおた

　☎ 3766－4586　 5764－0604

地域力応援基金助成事業
公開プレゼンテーション

　寄付金を活用して地域課題解決のため
に取り組む区民活動団体の事業のプレゼ
ンテーションの審査を公開します。開始
時間は区HPをご覧ください。
1月29日㈰
消費者生活センター
先着30名程度
当日会場へ
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎ 5744－1204　 5744－1518

生涯学習相談会・生涯学習のつどい
1相談会
　サークルやイベント・講座などの紹介、
団体活動のご相談もお受けします。

①1月24日㈫、2月17日㈮、3月7
日㈫午前10時～午後2時＝生涯学習セン
ター蒲田②1月17日㈫午前10時～午後4
時＝池上図書館
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生涯学習のつどい
　生涯学習事業のパネル展と
生涯学習相談会を行います。
2月5日㈰午前10時～午後3時30分
消費者生活センター
当日会場へ

◇12ともに◇
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎ 5744－1443　 5744－1518

▲ 
詳細はコチラ

まなビバ(日本語読み書き教室)
学習発表会

区内在住・在勤・在学で16歳以上の
方
2月12日㈰午後2時～4時
区役所本庁舎2階
先着15名
問合先へ電話。2月9日締め切り
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎ 5744－1443　 5744－1518

日本語講座「学校プリントを読もう」
(5日制)

区内在住で小・中学生のお子さんがい
る外国人保護者　
※令和5年度に入学予定を含む
2月15・22日、3月1・8・15日㈬午

後6時～8時
Minto Ota(おおた国際交流センター)

※オンライン参加可
先着15名
問合先HPから申し込み。問合先へ電

話かFAX(記入例参照。お子さんの学校
名・学年、保育(1歳以上の未就学児先着
3名)希望の有無も明記)も可。1月31日
締め切り
(一財)国際都市おおた協会

　☎ 6410－7981　 6410－7982

おおたの教育研究発表会
(オンライン)

　教育研究推進校の教職員が分科会(①
主体的・対話的で深い学びの実現②個別
最適な学び・協働的な学びの実現③働き
方改革の推進④授業づくりの推進⑤家庭
学習の推進)での研究成果を発表します。
区内在住の方
2月16日㈭午後2時～4時
先着200名
問合先へ電話かFAX(記入例参照。希

望する分科会も明記)。1月26日締め切
り　※お子さんが区立学校に通学の方は
学校へ申し込み
教育総務部指導課

　☎ 5744－1435　 5744－1665

出前講座「親子で遊ぼう！」

1・2歳のお子さんと保護者
2月17日㈮午前10時～11時30分
大森スポーツセンター
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

区民講師講座
1私の“怒り”と上手につきあおう～ア
ンガーマネジメントを学び、イライラし

がちな自分を変えよう～
区内在住・在勤・在学で16歳以上の方
2月21日㈫午前10時～11時30分
消費者生活センター

2 手ぶらで簡単！100均ポーチをお
しゃれに変身
区内在住・在勤・在学の小学5年生以

上の方　※小学生は保護者同伴
2月25日㈯午後2時～4時
嶺町文化センター
500円

◇12ともに◇
抽選で1 30名2 15名
問合先へ往復はがき(記入例参照。保

育(おおむね1歳6か月以上の未就学児)希
望はその旨も明記)。電 子申請も可。1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

消費者講座
「ライフスタイルに合わせて
無理なく貯

た

めて・増やそう！
令和時代のお金の管理」

区内在住・在勤・在学の方
2月21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。

午前9時～午後5時)　※保育(おおむね1
歳6か月以上の未就学児)希望は2月13日
までに申し込み

消費者生活センター
　☎ 3736－7711　 3737－2936

親族向け成年後見講座
区内在住・在勤で、親族の法定後見申

し立てを検討中の、自らが成年後見人に
なることを予定している方
3月4日㈯午前9時30分～午後0時30分
大田区社会福祉センター
1,000円
先着15名
問合先へ電話
おおた成年後見センター

　☎ 3736－2022　 3736－5590

障がいのある方のための体操教室
区内在住で障がいのある方とその家族
3月5日㈰午後1時30分～3時
さぽーとぴあ
先着15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

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金の申請はお済みですか

▲ 
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

9時30

階

出前講座「親子で遊ぼう！」

1・2歳のお子さんと保護者

▲ 
詳細はコチラ

合書
～19
連合
㈯～
校連

お知らせ

　支給対象の方で、まだ申請がお済みでない方は、お早めにご提出ください。申
請締切日を過ぎて申請した場合は、受け付けできません。詳細は区HPをご覧く
ださい。
▶申請締切日　2月7日消印有効
▶問合先　大田区電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
コールセンター　☎0120－435－280　 5744－1520 ▲ 

詳細はコチラ

参加・催し


