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重症心身障害者通所事業
平成29年度新規利用者募集
通所、食事、排せつ、入浴などの日常
生活を支援します。
区内在住で医療的ケアを要し、重症心身
障がいのある次のいずれかに該当する方
①29年4月1日現在、18歳以上②29年3
月31日に特別支援学校高等部を卒業見
込み③重度の障がいがあるため、障がい
者施設などに通所できない
●通所施設・申込期限 都立北療育医療
センター城南分園＝9月30日、大田生活
実習所＝10月31日
※大田生活実習所の28年度中の利用は
随時受け付けています。
地域福祉課障害者地域支援担当
大森 ☎5764−0657
5764−0659
調布 ☎3726−2181
3726−5070
蒲田 ☎5713−1504
5713−1509
糀谷・羽田
3742−3116
☎3743−4281

乳○
子 医療証の更新
○

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）
❹ 年齢（学年）
※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。

11月23日㈷、午前10時〜午後4時
平和島公園、平和島ユースセンター
抽選で25組50名
10月12日までに問合先へ電話かファ
クシミリ（記載例参照）
健康医療政策課公害保健担当
☎5744−1246
5744−1523

平成29年4月に区立小学校へ入学する
お子さん（22年4月2日〜23年4月1日
都市計画審議会
生まれ）
10月14日㈮、午後2時から
●注意事項 ①国・私立学校への入学
区役所本庁舎2階
が決定していて、区での受診が不要な
先着20名
当日会場へ
方（受診の必要の有無は入学校にご確認
都市計画課都市計画担当
ください）は、会場校と問合先へ連絡し、
5744−1530
☎5744−1333
入学許可書などを持参して特別出張所か
学務課就学関係申請窓口で手続きをして
ください。
②外国籍のお子さんは学務課就学関係申
永年勤続従業員表彰
請窓口で入学手続きが必要です。在留
感謝状と記念品を贈呈します。
カードか特別永住者証明書を持参してく
同一中小企業に勤務し、企業が属する
ださい。
団体が推薦する次のいずれかに該当する
学務課保健給食係
方（団体未加盟企業に勤務する方は事業
5744−1536
☎5744−1431
主の推薦）
障がいのあるお子さんの
①工業関係＝勤続15年
就学相談
②商業関係＝勤続10年
所定の推薦書（申込先で配布。区の
保護者との面談、お子さんの行動観察、
ホームページからも取り出せます）を産
心理発達検査、医学診断など
業振興課産業振興担当へ郵送かファクシ
次のいずれかに該当するお子さんの保
ミリ。9月30日必着
護者
5744−1528
☎5744−1363
①平成29年4月に小学校へ入学予定で心
身に障がいがあると思われる
②平成29年4月に中学校の特別支援学級
か特別支援学校へ入学を希望する
③現在小中学校の通常学級に在学中で、
特別支援学級か特別支援学校へ転学を希
望する
教育センター就学相談担当へ電話
5748−1390
☎5748−1202

「ファミリー・サポートおおた」
提供会員養成講座（4日制）

育児援助を受けたい方と手助けをした
い方の会員組織です。修了後は保育施設
10月1日から有効の新しい医療証(若
の送迎やお子さんの一時預かりなどを行
草色)を9月下旬に郵送します。有効期限
う提供会員として登録できます。
が過ぎた医療証は、はさみなどで裁断し
区内在住の20歳以上の方で、心身と
処分してください。
もに健康な方
乳 医療証の対象＝未就学児（平成22
○
10月19・20・26・28日、午前10時
年4月2日以降の生まれ）
〜午後3時30分まで（28日は正午まで）
子 医療証の対象＝小学1年〜中学3年生
○
葬祭費の支給
キッズな大森
先着30名
（13年4月2日〜22年4月1日生まれ）
はがきか封書（記載例参照。生年月
大田区国民健康保険か後期高齢者医療
※加入している健康保険や住所、氏名が
制度に加入している方が亡くなったとき、 日、ファクシミリ番号も明記）。ファミ
変更になった方、まだ医療証の交付を受
リー・サポートおおた事務局（〒143−
けていない方は、お問い合わせください。 その葬祭を行った方
0016大森北4−16−5）へ
子育て支援課こども医療係
●支給額 70,000円
3763−0191
☎5753−1152
5744−1525
所定の申請書（亡くなった方の遺族な
☎5744−1275
どに送付）と葬儀費用の領収書の写しを
OTAふれあいフェスタ
子ども家庭在宅サービスを
問合先へ郵送か持参
イベント参加者
ご利用ください
国保年金課
◆フリーマーケット
残業、出張、出産などで一時的にお子
国民健康保険＝国保給付係
区内在住の20歳以上の方
5744−1516
さんの面倒をみることができないとき、
☎5744−1211
11月12・13日、午前10時〜午後４時
後期高齢者医療制度＝後期高齢者医療給
次の施設で預かります。初回利用の方は
平和の森公園
付係
事前に説明を受けてください。
●募集区画 抽選で各100区画（1区画
区内在住の2〜15歳（中学生）のお子
5744−1677
☎5744−1254
は間口2.5ｍ×奥行2ｍ） ※設営、販売、
さん
後期高齢者医療保険料の
撤収は各自で。車での出店や動植物、食
①宿泊型一時保育サービス＝1回6泊7日
納め忘れにご注意ください
料品などは出品できません。
以内、1泊2日6,800円（以後1日につき
1区画2,000円
後期高齢者医療制度は、医療費の自己
3,400円加算）
往復はがき（記載例参照。希望日、主
②夜間一時保育サービス＝1回1か月まで、 負担分を除くと、約5割が公費、約4割
な出品物も明記）。文化振興課文化事業
が現役世代からの支援金、約1割は被保
午後5時〜10時、日額1,400円 ※コス
担当（〒144−8621大田区役所）へ。
険者からの保険料で支えています。
モス苑は日曜、祝日の夜間のみ実施
9月28日必着。個人、グループともに１
保険料の納め忘れは、制度の運営に支
③休日一時保育サービス＝1日（連続す
通限り
障をきたすことに繋がりますので、必ず
る休日がある場合はその期間）、午前8
5744−1539
☎5744−1226
納期限までに納めてください。納めるこ
時〜午後5時、日額2,000円
◆アマチュア音楽祭演奏参加者
●申込先 ひまわり苑（☎5737−
とができない場合はご相談ください。
区内の演奏者、グループ
5737−7197）、コスモス苑
1070
特別な理由もなく保険料を滞納した場
11月13日㈰
平和島公園
3751−3396）
（☎3751−3378
合、有効期限の短い被保険者証の交付や
9月26日までに大田まちづくり芸術支
利用希望月の3か月前の1日から利用
財産の差し押さえを行うことがあります。
援協会事務局へ電話
国保年金課後期高齢者医療収納係
日の3日前までに申込先へ電話
☎3731−4126
子ども家庭支援センター
5744−1677
☎5744−1647
◆未来のトラック〜絵画コンクール〜
☎5753−7830
3763−0199
入選作品はOTAふれあいフェスタの
新1年生の就学時健康診断
会場に展示し表彰を行います。
ぜん息親子キャンプ
区内在住の小学生以下で表彰式（11
10月下旬〜11月に実施します。10月
月12日）に出席できる方
区内在住で気管支ぜん息にり患してい
中旬に案内を郵送します。10月17日まで
●作品のテーマ 「のってみたいな！こ
る小学生と保護者
に届かない場合はお問い合わせください。
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対象

日時、日程

会場

費用

んなトラック」
作品（八つ切りの画用紙）の裏に〒住
所、氏名（ふりがな）、電話番号、学校
名、学年、年齢を記入。（一社）東京都ト
ラック協会大田支部青年部（〒143−
0006平和島5−11−1）へ郵送。10月
21日必着 ※絵画の返却はできません。
☎3766−3261

図書館の休館（特別整理期間）
◆洗足池図書館
9月12〜17日
3726−3268
☎3726−0401
◆浜竹図書館
9月26日〜10月1日
3741−6220
☎3741−1185
◆羽田図書館
10月3〜8日
3745−3229
☎3745−3221

参加・催し
エセナフェスタ2016
バザー、手作り品販売、マッサージ体
験（有料）、作品展示、ステージなど
9月22日㈷、午前10時〜午後4時
エセナおおた
5764−0604
☎3766−4586

洗足区民センターの催し
いまのアートの世界をのぞいて見よう
（3日制）
9月24日、10月15日、11月19日。
午後3時〜4時30分
土曜文化講座「もっと知りたい仏像の
魅力Ⅳ〜玉眼像の出現〜」
10月8日㈯、午後6時〜7時30分
ともに◇
◇
高校生以上
先着30名 先着70名
9月14日から問合先へ電話か来所
洗足区民センター
3727−1462
☎3727−1461

図書館の催し
◆人形劇がやってくる！パート2
「へこきよめさ」
小学生以下と保護者
9月25日㈰、10時30分〜11時10分
先着60名
当日会場へ
※午前9時から整理券配布
久が原図書館
3753−5642
☎3753−3343
◆大人のための朗読会
①「 吾 輩 は 猫 で あ る 」「 杜 子 春 」「 岡 の
家」②「ベロ出しチョンマ」
「ごはん」
「みちづれ」
中学生以上
①9月25日、午後2時〜3時30分
②9月29日、午前10時30分〜正午
①先着30名②先着40名
問合先へ電話か来館
①大森西図書館②大森南図書館
3298−6022
①☎3763−1191
3744−8421
②☎3744−8411
◆馬込文士村教養講座Ⅲ「文士村の魅力
〜馬込文士村と田端文士村〜」
10月1日㈯、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
◆読み聞かせボランティア講座・ステッ
プアップ「科学絵本」（3日制）
読み聞かせボランティア経験がおおむ
ね2年以上で3日間出席できる方
10月11・18日、11月15日。午前10
時〜正午
馬込図書館
抽選で30名
往復はがき（記載例参照。ボランティ
ア経験年数も明記）。大田図書館（〒145
定員

申込方法、申込先

問合先

