間違い電話が多くなっています。今一度、番号をお確かめの上お問い合わせください。

希望する園か地域、アルバイト経験の有
無と経験した園名・期間、資格のある方
は取得資格、学生は学校名も明記）
保育サービス課保育職員担当
（〒144−8621大田区役所）
5744−1715
☎5744−1278

保育人材情報サイトの開設
「おおた ほいく・ぽ〜と」

先着30名
当日会場へ
入新井図書館
☎3763−3633
3763−3781
◆ビジネス講座「アンガーマネジメント
入門」
9月10日㈯、午前10時〜11時30分
消費者生活センター
500円
先着35名
問合先へ電話か来館
蒲田駅前図書館
3736−1094
☎3736−0131

全国の学生が技術力を競います。
8月27日、午前10時〜午後5時。8月
28日、午前9時30分〜午後5時
大田区総合体育館
当日会場へ
大田ビジネス創造協議会
5713−9341
☎5713−9340
産業振興課工業振興担当
5744−1528
☎5744−1376

自衛官・学生などの募集

親子で遊ぼう

詳細はお問い合わせください。
●募集種目 一般曹候補生、自衛官候補
生、航空学生、防衛大学校学生、防衛医
科大学校学生、防衛医科大学校看護学科
学生、高等工科学校生徒
防衛省自衛隊東京地方協力本部大田出
張所 ☎3733−6559

遊びを通して親子のふれあい、参加者
同士の交流を深めます。
おおむね1・2歳のお子さんと保護者
9月6日㈫、午前10時〜11時30分
馬込文化センター
先着30組
8月12日からキッズな大森へ電話か
ファクシミリ（記載例参照。参加者全員
について明記）
3763−0199
☎5753−1153

8月22日は、清掃のため休館します。
5744−1599
☎5744−1600

蒲田駅前図書館の休館日変更
殺虫消毒のため休館日を9月12日に変
更します（9月15日は開館）。
3736−1094
☎3736−0131

参加・催し
図書館の催し
◆夏休み親子映画会
幼児、小学生と保護者
●上映映画「おじゃる丸 満月ロード危
機一髪」
8月20日㈯、午後2時〜3時
先着80名
当日会場へ
羽田図書館
3745−3229
☎3745−3221
◆森っ子「夏休み怖いおはなし会」
小学生
8月24日㈬、午後4時〜4時40分

日本赤十字社の講習
健康生活支援講習支援員養成講習
介護のしかた、高齢者との接し方、高
齢期を健やかに迎えるための知識や技術
など
9月21・22日、午前9時30分〜午後5
時30分
1,100円
抽選で25名
救急法基礎講習
心肺そせい、AEDの使い方など
9月25日、午前10時〜午後4時
1,700円
抽選で40名
ともに◇
◇
15歳以上の方
大森赤十字病院講堂
問合先へ往復はがき（記載例参照。
コース名、受講日、性別、生年月日も
明記）。ホームページからも申し込めま
す。 は8月31日 は9月4日必着。
日本赤十字社東京都支部救護課
（〒169−8540）
☎5273−6746
http://www.tokyo.jrc.or.jp/

全日本学生室内飛行ロボット
コンテスト

区内の求人情報のほか、保育園の新設
情報や各種研修案内を、保育園で就職を
希望する方に発信します。
私立（認可）保育所、小規模保育所、
認証保育所、定期利用保育所への就職を
希望する方
●開設時期 8月23日
https://ota-hoiku.jp/
保育サービス課保育サービス基盤担当
5744−1715
☎5744−1277

アプリコの休館

平和島公園プール
抽選で80名
往復はがき（記載例参照。性別も明
記）。（公財）大田区体育協会（〒143−
0016大森北4−16−5）へ。8月26日
必着
☎5471−8787
5471−8789

ジから取り出せます）を持参
福祉管理課調整担当
☎5744−1244
5744−1520

区民ハイキング
小学生以上 ※小学生は保護者同伴
9月25日㈰、区役所本庁舎1階に午前
7時30分に集合 ※雨天時は10月2日
●コース 神奈川県逗子市披露山周辺
先着100名
9月2日までに問合先へ所定の申込書
（問合先で配布）かはがき（記載例参照）
（公財）大田区体育協会
（〒143−0016大森北4−16−5）
5471−8789
☎5471−8787

地域における
ユニバーサルデザイン
実践講座

区民による区民のための連携講座
「クラシックギター基礎講座
禁じられた遊びを弾こう！」
（3日制）

障がいのある方のお話や疑似体験など
9月24日㈯、午後1時〜4時30分
矢口特別出張所
先着20名
問合先へ電話か申込用紙（ホームペー

区民団体「雪谷ギターアンサンブル」
の会員が講師をします。
区内在住・在勤・在学の16歳以上の
初心者。お持ちの方はギターを持参
9月8・15・22日、午後7時〜9時
雪谷文化センター
抽選で15名
問合先へ往復はがき（記載例参照）。
電子申請も可。8月25日必着
地域力推進課生涯学習担当
（〒144−8621大田区役所）
5744−1518
☎5744−1443

区民スポーツ大会
種目

初心者スポーツ教室〜水泳〜
（7日制）
区内在住の15〜80歳くらいまでの方
9月16日〜10月28日の金曜、午後1
時30分〜3時30分

日程

会場

点訳講習会（22日制）
区内在住・在勤で視覚障がいのない方
10月6日〜平成29年3月23日の木曜
（11月3日、12月29日、29年1月5日
を除く）。午前10時〜正午
大田区社会福祉センター
2,000円程度
抽選で30名
問合先へ往復はがき（記載例参照）。
9月16日必着。１人１通
大田区社会福祉協議会ボランティア・
区民活動センター
（〒144−0051西蒲田7−49−2）
3736−5590
☎3736−5555

はかりの定期検査
取引に使うはかりや、証明に使う体重
計などは2年に1度の法定検査が必要で
す。対象の方には、はがきで通知します。
詳細はお問い合わせください。
●検査期間 9月1日〜12月6日（土・
日曜、祝日を除く）
東京都計量検定所 ☎5617−6638
申し込み方法など詳細はお問い合わせ
ください。
申込先（事務局）

申込期限

ゲートボール

六郷橋緑地
9月18日㈰
ゲートボール場

バドミントン
（中学生）

9月24日㈯

バドミントン
（一般）

9月25日㈰

卓球（Ⅱ部）

10月1日㈯ 大森スポーツセンター ☎3736−0235（池田） 9月11日

弓道

10月2日㈰

大田区総合体育館
弓道場

ゴルフ

10月6日㈭

ロイヤルスターゴルフ
☎3776−7296（川本） 9月15日
クラブ（千葉県君津市）

空手道

11月6日㈰ 大森スポーツセンター ☎5711−6055（竪山） 9月1日

大森スポーツセンター

（公財）大田区体育協会 ☎5471−8787

☎3764−1551（西山） 9月5日

☎080−9262−0684
（森谷）

☎5493−8578（山口）

8月19日

当日午前9時30分
までに会場へ

5471−8789

国民健康保険の手続きを忘れずに〜手続きにはマイナンバーが必要となります〜
引っ越しや就職、退職したときなどは、世帯主か本人が基準となる日から
14日以内に届け出をしてください（右表参照）。
他の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方以外は国民健康保
険に加入することになります。
※外国籍の方も3か月未満の短期滞在者など一部の方を除き、加入が義務付け
られています。

●届け出が遅れると
加入月に遡って保険料が発生します。
届け出が遅れるとその間の医療費については自己負担となります。
資格喪失後に保険証を使用した場合、区が負担した医療費を返還していただ
く場合があります。

マイナンバーのほかに必要なもの
預貯金通帳、口座届出印
健康保険をやめた証明書、預貯金通帳、
口座届出印

子どもが生まれた（生まれた日）

保険証、預貯金通帳、口座届出印

生活保護を受けなくなった（生活保護廃止日）

保護廃止決定通知書、預貯金通帳、口座届出印

大田区から転出する（転出した日）

保険証

就職や扶養認定で職場の健康保険に入った
（職場の健康保険の加入日の翌日）

その他

国民健康保険の各種届け出に、世帯主と対象者全員の「個人番号（マイナン
バー）確認」と手続きに来る方の「身元確認」が必要となります。
窓口で保険証の交付を受ける方は、本人確認ができるもの（運転免許証、パ
スポート、マイナンバーカードなど）を持参してください。
代理の方が届け出をするときは、世帯主からの委任状と代理人本人を確認で
きる写真つきの証明（免許証、パスポートなど）を持参してください。

大田区に転入した（転入した日）

退職や扶養認定の取り消しで職場の健康保険をやめた
（職場の健康保険の資格がなくなった日）

国保をやめる

●届出先 国保年金課、特別出張所
●届け出の際の注意〜マイナンバーが必要です〜

こんなとき（基準となる日）
国保に入る

●国民健康保険の加入者

国民健康保険の届け出（本人確認書類以外の必要書類）

保険証、職場の保険証か証明書

死亡した（死亡した日の翌日）

保険証

生活保護を受けるようになった（生活保護開始日）

保護開始決定通知書、保険証

◯区内で住所が変わった
◯世帯主が変わった
◯加入者の氏名が変わった ◯世帯を合併・分離した

保険証

保険証を紛失した

本人を確認できるもの

修学のため大田区を離れ、保険証を必要とする

保険証、在学証明書（届け出は国保年金課へ）

問 国保年金課

届け出について＝国保資格係 ☎5744−1210
医療費について＝国保給付係 ☎5744−1211

大田区報

FAX 5744−1516
FAX 5744−1516
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