暮

ら

し

はがきなどで ❶ 催しなどの名称
申し込む場合 ❷ 〒住所
の記載例
❸ 氏名（ふりがな）

の

❹ 年齢（学年）

情報箱
児童育成手当（育成・障害手当）
現況届の提出と新規申請
◆現況届の提出
児童育成手当を引き続き受給するには、
6月1日現在の状況について届け出が必
要です。該当する方へ現況届の書類を郵
送しますので、6月30日までに提出して
ください。
◆新規申請
平成27年中の所得が限度額未満の方
が申請できます。戸籍謄本などを持参の
うえ、申請してください。詳細は、お問
い合わせください。
子育て支援課児童育成係
5744−1525
☎5744−1274

※費用が記載されて ❺ 電話番号
いない催しなどは ❻ その他必要事項
原則無料です。

ンの力を活用し付加価値の高いものへ磨
き上げます。
自社製品を持つ区内中小企業者
問合先ホームページから
（公財）大田区産業振興協会
3733−6496
☎3733−6294

魅力あるお店づくり！
集客力をUP！
（繁盛店創出事業）
お店の診断と助言を行い、改善費用を
一部助成します。
区内で商業店舗を営んでいるか、開業
予定の個人か中小企業者
●募集件数 40店舗
問合先へ所定の申込用紙（問合先ホー
ムページから取り出せます）をファクシ
ミリ。7月29日必着
（公財）大田区産業振興協会
3733−6459
☎3733−6401

ぜん息キャンプ
デイキャンプを通して療養生活上の指
導を行います。館山さざなみ学校へはバ
スで移動します。
区内在住で気管支ぜん息にかかってい
る小学1年〜中学3年生
7月27日㈬、午前7時30分〜午後6時
30分
館山さざなみ学校（千葉県館山市）
抽選で50名
6月10日までに問合先へ所定の申込書
（電話かファクシミリで問合先へ請求）
を提出
健康医療政策課公害保健担当
5744−1523
☎5744−1246

高齢者福祉計画・
介護保険事業計画推進会議
5月31日㈫、午後1時30分〜3時30分
区役所本庁舎11階
先着20名
当日会場へ
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1449
介護保険課計画担当
5744−1551
☎5744−1732

「デザインプロジェクト」
参加企業

公共職業訓練7月生募集
（板金溶接科など）
5月24日まで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
3745−6950
☎3744−1013

PiOデザイン工房
相談員が会社やお店のホームページ、
展示会用パネル、販促用パンフレットな
どの作成を支援します。
区内の中小企業経営者・従業員の方
火・水・金曜（祝日・年末年始を除
く）。午前10時〜11時45分、午後1時
〜2時45分、午後3時15分〜5時
産業プラザ
1回5,400円
（公財）大田区産業振興協会へ電話
3733−6459
☎3733−6144

平成27年度包括外部監査
結果報告書が閲覧できます
●監査のテーマ 指定管理者制度に関す
る事務の執行及び対象施設の管理運営に
ついて
●閲覧場所 区政情報コーナー、特別出
張所、図書館、大田文化の森（情報館）、
区のホームページ
総務課総務係
5744−1505
☎5744−1142

製造業者が開発した自社製品をデザイ

平和島ユースセンター
夏季期間（7月20日〜8月31日）の宿泊利用受け付け
夏季期間中の宿泊利用は通常の申込方法と異なります。
●利用できる団体 5名以上で利用する表1の団体
●利用宿泊数 1団体につき2泊まで
●利用時間 入所日の午前11時〜退所日の午前10時
●使用料 表2のとおり ●食事 自炊か仕出し弁当（有料）
●宿泊定員 80名 ●申込方法 表3のとおり
●申込場所 6月5日＝消費者生活センター大集会室、6月6日以降＝問合先
※希望の日程がとれないこともありますので、第2・3希望日も予定してくだ
さい。少年育成団体、社会教育関係団体は届出済証を必ずお持ちください。
問 地域力推進課青少年担当

☎5744−1442

2 大田区報 平成 28 年 5 月 11 日号

先着30名
◇ 〜 ともに◇
5月12日から問合先へ電話か来所
洗足区民センター
☎3727−1461
3727−1462

平成28年1月1日現在の
地価公示価格が閲覧できます
区政情報コーナー、図書館、特別出張
所、問合先で閲覧できます。
※国土交通省のホームページでもご覧に
なれます。
経理管財課土地対策担当
5744−1508
☎5744−1166

図書館の催し
◆大人のための紙芝居
5月21日㈯、午後2時〜3時30分
先着40名
当日会場へ
浜竹図書館
3741−6220
☎3741−1185
◆文学講座「漱石さんにみる良い友、良
い師とは」
5月29日㈰、午後2時〜3時30分
先着35名
問合先へ電話か来館
洗足池図書館
3726−3268
☎3726−0401
◆馬込文士村教養講座
●内容・日時 ①馬込文士村の誕生の背
景＝5月29日②馬込文士村の発展＝6月
5日 ※時間は午後2時〜3時30分
先着50名
問合先へ電話か来館
馬込図書館
3775−5841
☎3775−5401
◆アロマではじめる肩こりケア
6月4日㈯、午前10時〜正午
大森東地域センター
1,000円
先着20名
問合先へ電話か来館
大森東図書館
3298−6021
☎3763−9681
◆音で楽しむ朗読会「昨夜のカレー、明
日のパン」
6月11日㈯、午後2時〜3時30分
消費者生活センター
先着40名
問合先へ電話か来館
蒲田駅前図書館
3736−1094
☎3736−0131

区立児童館の
運営委託について
平成29年4月1日より、大森西・久が
原・萩中三丁目児童館を運営委託し、区
立民営児童館となります。
子育て支援課子育て支援担当
5744−1525
☎5744−1273

休館のお知らせ
◆大森スポーツセンター
6月1日は、施設の保守点検のため休
館します。受付業務も行いません。
5763−1314
☎5763−1311
◆大田区民プラザ
5月27〜31日は、施設の保守点検の
ため休館します。5月30・31日は受付
業務のみ行います。
3750−1150
☎3750−1611
◆大森西図書館
5月30日〜6月4日は、特別整理期間
のため休館します。
3298−6022
☎3763−1191

参加・催し
暮らしの衛生パネル展

ネズミ・衛生害虫の防除方法、室内空
気環境の管理対策、食中毒の注意喚起・
予防対策などパネルで紹介します。パン
フレットも配布します。
3.11東日本大震災を忘れない
5月20〜24日（20日は午後1時から、
大田区&東松島市
24日は午後3時まで）
「絆」音楽祭
大田文化の森
生活衛生課環境衛生担当
被災地支援ボランティア活動をきっか
5764−0711
☎5764−0694
けに出会った大田区と東松島市のメン
バーによる音楽祭です。
洗足区民センターの催し
5月28日㈯、午前10時30分〜午後4時
土曜文化講座「法隆寺の工芸Ⅱ〜玉虫厨
東京工科大学・日本工学院専門学校3
子と伝橘夫人念持仏厨子を中心として〜」
号館地下1階大講義室
20歳以上の方
大田区被災地支援ボランティア調整セ
5月21日㈯、午後6時〜7時30分
ンター
先着70名
5710−6330
☎6424−8972
浴衣着付教室〜所作もワンポイントア
スポーツ奨励事業
ドバイス〜（3日制）
高校生以上の女性
◆自転車走行会（ロードサイクリング）
5月29日、6月4・12日。午後2時〜3
小学3年生以上（小学生は保護者同伴）
6月5日㈰、午前9時集合
時30分
先着10名（浴衣、帯レンタル有り）
※雨天時は6月12日
東工大サイテク科学工作シリーズ
●コース ガス橋下広場（集合場所）
「春」〜万華鏡〜
→東高根森林公園→宿河原堰（せせら
小学生（保護者同伴可）
ぎ館）→東久地橋→ガス橋下広場の約
5月28日㈯、午後2時〜4時
25km

表1 利用できる団体
区分

表2 使用料（1人1泊）
団体の種別

③

区内在住・在
勤・在学の方を
主な構成員とす
る、社会教育活
動を行う団体

④

上記以外で区長が利用を認める団体

①
②

団体の種別

青少年対策事業委託団体か
少年育成団体★
社会教育関係団体として届け出て
いる青少年団体（少年団体を含む）
②以外の届出社会教育関係団体

少年

青年

成人

表1の①

100円

240円

480円

表1の②③

160円

340円

690円

表1の④

400円

860円 1,720円

※少年は小中学生、青年は高校生〜25歳、
成人は26歳以上です。

★少年育成団体とは、構成員が小中学生のみ、かつ、指導者は無償ボランティアで、区に届け出がある団体です。

表3 夏季期間宿泊利用の受付日時など
受付日時

申込方法

6月5日㈰、午前9時30分〜10時
6月5日㈰、午前11時45分〜正午

時間内に受け付けた団体で申し込み順位の抽選を行
い、予約を受け付けます。

6月6日㈪、午前9時から

左記の時刻以降、先着順で受け付けます。同時に複
数団体から申し込みがあった場合は抽選となります。 表1の①〜④

FAX 5744−1518

対象

日時、日程

会場

費用

定員

申し込める団体
表1の①②
表1の①〜③

申込方法、申込先

問合先

