
　産業プラザの外観は何をイメージ
してつくられたでしょう。
＞＞答えは、7面インフォメーション
で確認！

大田区学
クイズ
大田区学
クイズ
に挑戦！

　令和5年第1回区議会定例会は、2月15日㈬～3月10日㈮に開かれる予定です。
今会期の請願、陳情の受け付け締め切りは、2月7日の予定です。
　傍聴を希望する方は、当日に以下の受付へお越しください。
本会議・予算特別委員会＝区役所本庁舎11階傍聴受付
委員会（予算特別委員会を除く）＝区役所本庁舎10階議会事務局
※せきや発熱の症状があるなど、体調が優れない方は傍聴をご遠慮ください
●手話通訳を希望する方＝7日前までに問合先へ申し込み
●FM補聴システム受信機の貸し出しを希望する方＝傍聴の際にお申し出ください 
▶問合先　議会事務局庶務調査担当　☎5744－1474　■FAX5744－1541

大田区議会定例会の開催

▶費用 28①300円45911500円6121,000円71,500円
▶申込方法　問合先へ往復はがき(記入例参照。1通1講座。38希望時間も明記）。

問合先HPからも申し込み可。同伴者368122名まで29101名記
名可

▶会場・問合先
大田文化の森運営協議会(〒143－0024中央2－10－1大田文化の森4階)
　☎3772－0770 ■FAX3772－0704

3月4日㈯に子どもから大人まで楽しめる
「感謝デー 2023」を開催します。
詳細は問合先HPをご覧ください！
https://www.bunmori-unkyo.jp/
大田文化の森イベント 検索

全て事前申込制です全て事前申込制です
大田文化の森大大大大田大田大田大田大大田大田文文田文文田田文文田文文 の化文 の化文化化化化 森のの森のの森の森森森森森森森大大大 文文化文 森森森
催し案内催催催催催催しし催しし催催催し 内案内案案案案案内内内内内内催催しし催 内案内内

大田文化の森
催し案内

動画「5分でわかる地球温暖化
シリーズ」公開中

　気象予報士の依田司さんが、
学校で行える省エネの実践な
どについて解説しています。
環境計画課計画推進・温暖

化対策担当
　☎5744－1362　 5744－1532

大田区民プラザの休館
3月1日㈬～令和6年4月30日㈫　

※改修工事のため。休館中の公演チケッ
ト販売や施設利用案内受け付けはアプリ
コ内で行います
　☎3750－1611　 3750－1150
（3月10日から 5744－1599）
※3月1～9日は仮移転作業のため、電話
はつながりません

ぼんたん湯
　2月に区内の公衆浴場で実施します。
さわやかな柑

かん

橘
きつ

の香りに包まれてリラッ
クスしましょう。浴場ごとに実施日が異
なりますので、詳細は各浴場へお問い合
わせください。
産業振興課産業振興担当

　☎5744－1373　 6424－8233

友好都市パネル展
　友好都市（長野県東御市、秋田県美郷
町、宮城県東松島市）のおすすめスポッ
トや、特産品などを紹介します。
2月8日㈬～15日㈬
区役所本庁舎3階
文化振興課文化振興担当

　☎5744－1226　 5744－1539

エセナフェスタ2022
　エセナおおたを利用する団
体の作品を展示し、ダンスや
朗読などの活動風景を動画上
映します。また、最終日には
マッサージなどの体験を行い
ます。
2月17日㈮～19日㈰午前10時～午後

4時（19日は午後3時まで）
エセナおおた

　☎3766－4586　 5764－0604

子ども交歓会
「あす・EARTH（アース）
～みんなでみんなのSDGs～」

　SDGs“持続可能な開発目
標”をテーマに、未来の社会
を担う子どもたちに、より
良い未来を築くにはどうす
ればよいかをポイントゲー
ムを通じて学びます。申込方法など詳
細は区HPをご覧ください。
小学生と保護者
2月19日㈰正午～午後3時
田園調布せせらぎ公園、田園調布せせ

らぎ館
先着200名
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

大田市場
フラワーアレンジメント教室
2月21日㈫午後1時～3時
大田市場
500円
抽選で24名
都HPから申し込み。問合先へ往復は

がき（記入例参照）も可。2月8日必着
※1人1通

大田市場業務課
（〒143－0001東海2－2－1）
　☎3790－6530　 3790－6544

Ota多文化ファミリー交流会
（ウガンダの文化・ダンスに

触れよう）
小・中学生（兄・姉が参加

する場合は未就学児も可）　
※国籍不問
2月25日㈯午後1時30分～

3時30分
Minto Ota（おおた国際交流セン

ター）
抽選で30名
問合先HPから申し込み。問合先へ来

所も可。2月10日締め切り
（一財）国際都市おおた協会
　☎6410－7981　 6410－7982

ミュージアム・トーク
「幻の下沼部汐見台横穴墓群」
2月25日㈯午後2時～4時
先着30名
問合先へ電話
郷土博物館

　☎3777－1070　 3777－1283

分譲マンション管理セミナー・
個別相談会

分譲マンションの居住者、
管理組合役員、購入予定者
2月26日㈰

①セミナー「マンション管理
新時代との向き合い方」～マ
ンションの長寿命化を目指して～＝午後
1時～3時
②相談会＝午後3時～4時
池上会館
①先着90名②抽選で4名
問合先へはがきかFAX（記入例参照）。

電子申請も可。2月10日必着
建築調整課住宅担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1416　 5744－1558

認知症サポーター
ステップアップ研修

認知症サポーター養成講座
を修了した方
2月27日㈪午前10時～11

時30分
カムカム新蒲田（新蒲田一

丁目複合施設）
抽選で30名
区HPから申し込み。2月8日締め切り
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎5744－1250　 5744－1522

生涯学習
1美原ってどんなとこ？～地域情報の展
示と交流会～
3月1日㈬午前10時～午後2時
美原文化センター

2もっと知りたい！地元の川～歩く・学
ぶ・春の呑川を～（3日制）
①講義＝3月1・15日㈬午後1時30分

～4時②散策・講義＝3月8日㈬午後0時
30分～4時（雨天時は15日に順延）
池上会館（②京急蒲田駅集合）
抽選で30名

3大田区若者ミートアップ2023春～今
こそ集い、語り合い、聞き合い、つなが
ろう～
3月19日㈰午後1時30分～4時30分
入新井集会室
抽選で20名

◇1～3いずれも◇
1当日会場へ23問合先へ往復はがき

（記入例参照。3保育（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。2月15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

「汎
はん

用
よう

旋盤・フライス盤」
初級講座（3日制）

区内在住・在勤で金属加工や機械工業
に従事し、汎用旋盤・フライス盤の技術
を必要とする方
4月8・15・22日㈯午前9時15分～午

後4時30分
都立城南職業能力開発センター大田校
4,000円
抽選で汎用旋盤5名・フライス盤5名
問合先へ申込書（問合先へ電話かFAX

で請求）をFAX。問合先HPからも申し込
み可。2月28日締め切り
（一社）大田工業連合会
　☎3737－0797　 3737－0799

交通安全都民のつどい
TOKYO SAFETY ACTION

　交通安全教室を行います。
申込方法など詳細は区HPを
ご覧ください。
都内在住の方
4月26日㈬午後1時30分

～3時30分
アプリコ
都市基盤管理課交通安全・自転車総合

計画担当
　☎5744－1315　 5744－1527

▲
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

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

イベント名 開催日時 対象・
定員（抽選）

申込締切
（必着）

1龍子記念館開館60周年特別展
　講演会「横山大観と川端龍子」

3月4日㈯
午後1時30分～3時 100名 2月14日

2歌ひろば 3月15日㈬
午後2時30分～4時30分

小学生以上、
80名 2月21日

3春の映画鑑賞会
　①ペット（吹き替え版）
　②マイ・インターン（吹き替え版）

3月29日㈬
①午前10時30分～正午
②午後2時15分～4時20分

各250名 3月13日

4人物デッサンの基本、
　クロッキーを描こう！

4月8日㈯
午後1時30分～5時

小学5年生以上、
14名 3月23日

5紙をくるくるペーパークイリングで
兜
かぶと

の色紙飾りを作ろう
4月8日㈯
午後2時～4時

16歳以上、
12名 3月22日

6絵本とピアノトリオで
　クラシックコンサート

4月9日㈰
午後2時～3時45分

250名
※未就学児可 3月16日

7Aから始めるやさしい英会話
　(3日制)

4月12・19・26日㈬
午前10時～11時30分

18歳以上、
20名 3月23日

8マイ・ベーゴマを作って
　世代を超えた真剣勝負！
　①ベーゴマ作り
　②ベーゴマ大会

4月15日㈯
①午前9時45分～正午
②午後1時30分～4時30分

小学生以上
（小学1～3年生
は保護者同伴）、
各32名

3月30日

9心に響くアンデスの音楽と踊りを
　あなたに！

4月15日㈯
午後2時～3時30分 250名 3月31日

10水瀬ケンイチさんの実践記から学ぶ
　～18歳から始める資産形成～

4月16日㈰
午後2時～3時30分

高校生以上、
50名 3月30日

11会話を効果的にする話し方・聴き方 4月22日㈯
午前10時～正午

40歳以上、
40名 4月8日

12虹色の森～花によせて豊かな自然
　を女声が歌い巡る

5月21日㈰
午後2時～3時45分

小学生以上、
240名 5月7日

3大田区報　令和 5年 2月 1日号

動画「5分でわかる地球温暖化
シリーズ」公開中

気象予報士の依田司さんが、
学校で行える省エネの実践な
どについて解説しています。
環境計画課計画推進・温暖

大田市場業務課
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　☎3790－6530 3790－6544

Ota多文化ファミリー交流会
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（記入例参照。3保育（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。2月15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）

交通安全都民のつどい
TOKYO SAFETY ACTION

　交通安全教室を行います。
申込方法など詳細は区HPを
ご覧ください。
都内在住の方▲

詳細はコチラ
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▲
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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。

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
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