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。

の3Rでごみを出さないように工夫しま
しょう。
◆ごみ減量リサイクルポスター展
①10月30日＝多摩川清掃工場（環
境フェア）
②11月18〜24日＝区役所本庁舎1階
環境計画課庶務係
5744−1532
☎5744−1625

区民と区長との懇談会
◆住み慣れた地域でいきいきと暮らす
10月24日㈪、午後3時30分〜5時
新井宿特別出張所
先着50名
当日会場へ
広聴広報課広聴担当
5744−1504
☎5744−1135

住民基本台帳事務に関する特定
個人情報保護評価書（再評価案）
の閲覧・意見書受付
委託事務の変更や基盤の強化などに関
する評価書の再評価について
9月26日〜10月24日
●閲覧場所 区政情報コーナー、特別出
張所、問合先、区のホームページ
●意見書の提出方法 問合先へファクシ
ミリか郵送かEメールか持参
戸籍住民課住民担当
（〒144−8621大田区役所）
5744−1513
☎5744−1185

都市計画変更の縦覧・
意見書受付
◆補助線街路第333号線・環状第8号線
9月28日〜10月12日
●縦覧場所 ①都庁第二本庁舎21階北側
②区役所本庁舎7階
●意見書の提出方法 東京都都市整備局
都市計画課（〒163−8001東京都庁
☎5388−3225）へ郵送か持参
都市計画課計画調整担当
5744−1530
☎5744−1332

10月15〜21日は
違反建築防止週間
建築基準法の手続きを正しく行い、違
反建築を防止しましょう。10月20日に
新築工事の建物を重点対象とした全国一
斉公開パトロールを行います。
建築調整課監察担当
5744−1558
☎5744−1384

郷土博物館刊行物
●物品名、販売価格 図録『まちがやっ
て来た−大正・昭和 大田区のまちづ
くり』＝1,000円、DVD『大田区の船大
工・中ベカを復元する』＝1,300円

●販売場所 郷土博物館、区政情報コー
ナー、大森 海苔のふるさと館
郷土博物館
☎3777−1070
3777−1283

コミュニティ助成事業

地域デビュー応援のつどい

今年度、宝くじが原資の（一財）自治総
団塊の世代や高齢者の方と地域活動団
合センターからの助成金で、大森東地区
自治会連合会に補助金を交付し、発電機、 体などとの交流を図ります。
区内在住のおおむね55歳以上の方
テントなどの備品を整備しました。
地域力推進課地域力推進担当
10月15日㈯、午前9時45分〜11時
5744−1518
入新井集会室
☎5744−1224
先着60名
蒲田図書館の休館
高齢福祉課高齢者支援担当へ電話
10月17〜22日（特別整理のため）
5744−1522
☎5744−1252
蒲田図書館
大田市場まつり
3736−9782
☎3738−2459
ふくしま・くまもとの応援、野菜・花
参加・催し
や水産品の販売、まぐろ解体など
10月23日㈰、午前9時15分〜午後1
おおた研究・開発フェア
時 ※午前9時30分から販売開始
全国の大学や研究開発型企業などが出
大田市場 ☎3790−8301
展します。
図書館の催し
10月6・7日、午前10時〜午後5時
産業プラザ
◆文学講座｢名作初版本の魅力―『名著
問合先ホームページから申し込み。当
複刻全集』で辿る―｣
10月29日㈯、午後2時〜4時
日会場での登録もできます。
（公財）大田区産業振興協会
消費者生活センター
3733−6496
先着40名
500円
☎3733−6126
蒲田駅前図書館へ電話か来館
http://www.pio-ota.jp/
3736−1094
☎3736−0131
カヌーを体験しませんか？
◆ねこと文学−『月刊ねこ新聞』創刊
申込方法など詳細は、問合先ホーム
200号記念座談会
中学生以上
ページをご覧ください。
シーカヤック・スクール（初心者可）
10月23日㈰、午後2時〜3時30分
10月8日（申込締切10月4日）、11月
先着50名
問合先へ電話か来館
馬込図書館
5・6日（申込締切10月23日）。①午前
10時〜正午②午後1時〜3時
3775−5841
☎3775−5401
4,000円
◆拡大写本ボランティア入門講座
抽選で各回10名
10月19・20日、午前10時〜正午
ジュニアカヌー教室
先着各40名
問合先へ電話か来館
小中学生、高校生
下丸子図書館
10月29日（申込締切10月16日）、
3759−2604
☎3759−2454
◆教養講座「笑いについて〜目の前が
11月19日（申込締切11月6日）。開始
パッと明るくなる話」
時間は①午前10時②午前11時③午後1
10月23日㈰、午後2時〜3時30分
時④午後2時⑤午後3時
抽選で各回5組10名
先着35名
問合先へ電話か来館
ともに◇
洗足池図書館
◇
大森ふるさとの浜辺公園
3726−3268
☎3726−0401
大田観光協会
◆大人のための朗読会 声で楽しむ物語
3734−0203
10月30日㈰、午後2時〜4時
☎3734−0202
oca2010@o-2.jp
先着40名
問合先へ電話か来館
多摩川図書館
http://www.o-2.jp
3756−1745
☎3756−1251

友好都市

東御市パネル展

◆自然が育てたおいしい恵みを召し上が
れ！元気な体をつくるもと、豊かな東御市

詳細はお問い合わせください。 http://www.bunmori-unkyo.jp/
〒143−0024中央2−10−1（4階）

☎3772−0770

◆ビブリオバトル
バトラーと呼ばれる紹介者が本を紹介
し、参加者の皆さんには読みたいと感じ
た本に投票していただきます。
10月23日㈰、午後2時〜3時30分
先着20名
問合先へ電話か来館
※ビブリオバトルに参加する「バトラー」
も同時募集。詳細はお問い合わせを。
大森東図書館
3298−6021
☎3763−9681

男の生き方塾（3日制）
◆退職後10万時間の使い方・楽しみ方
区内在住・在勤のおおむね50歳以上
の男性
11月2・9・17日、午後2時〜5時（2
日は5時30分まで）
エセナおおた（2日は池上会館）
抽選で25名
1,000円
問合先へファクシミリかEメール（記
載例参照）。10月24日必着
エセナおおた
5764−0604
☎3766−4586
escena@escenaota.jp

海の森水上競技場をめぐる
東京湾クルーズ
区内在住・在勤・在学の方
11月19・27日、午前9時30分〜正午
●集合場所 羽田空港天空橋船着場
2,000円（中学生以下1,000円）
抽選で各40名
はがき（希望日、参加者全員の〒住所、
氏名、年齢、性別、緊急連絡先、勤務
先か学校名を明記。1枚で4名まで）。㈱
JTBコーポレートセールス霞が関第五事
業部「大田区舟運申込事務局」（〒100
−6051千代田区霞が関3−2−5）へ。
10月3〜21日消印有効
都市計画課計画調整担当
5744−1530
☎5744−1332

区民による区民のための
連携講座
◆腹式発声で大きな声を出してみよう！
〜詩吟で健康〜
区民団体「湘清会」が講師となり、俳
句などを吟じます。 ※飲み物持参
区内在住・在勤・在学の16歳以上の方
11月8日㈫、午後2時〜4時
大田区民センター
先着20名
10月31日までに問合先へ電話か来所
地域力推進課生涯学習担当
5744−1518
☎5744−1443

スマートフォンから簡単申請！

マイナンバーカード

大田文化の森 催し案内
問 大田文化の森運営協議会

の農産物はこのようにつくられています
10月12〜16日（16日は正午まで）
区役所本庁舎1階
文化振興課文化事業担当
☎5744−1226
5744−1539

FAX 3772−0704

アマチュア落語まつり 平日スーツ休日キモノ！！
費 全席自由500円。150名。10月3日から大田文化の森、
未就学児同伴不可。12月3日㈯、午後1時開演。■
アプリコ、大田区民プラザでチケット販売。

歌ひろば みんなで歌って元気に
費 300円。抽選で200名 往復はがき。催し名、〒住所、申込者と同伴
11月7日㈪、午後1時30分〜4時。■
者1名までの氏名・年齢、電話番号、区報で見た旨、2曲までのリクエスト曲名を明記。10月24日必着
※申し込みが一定数に達しないときは、中止か延期する場合があります。

文通を楽しもう！小さな芸術品・郵便切手展
10月8〜11日、午前10時〜午後4時 ※11日は午後1時まで
誰でも簡単！リフレッシュ体操（事前申込不要）
費 1回300円。当日先着40名。素
10月〜平成29年3月の第1火曜（1月のみ10日）、午前10時〜11時45分。■
足・動きやすい服装で。飲み物・タオル持参。

森で言葉を楽しみましょう！（事前申込不要）
費 1回300円。当
言葉遊び、日本語の粋を学ぶ。10月〜平成29年3月の第3水曜、午前10時〜11時45分。■
日先着40名。

森のこだま（事前申込不要）
みんなで楽しく歌いましょう。歌集「心のうた」持参。10月〜平成29年3月の第4水曜、午前10時〜11
時45分。当日先着250名

住民票の写しなどの証明書をコンビニエンスストアで受け取
れるサービスにも活用できるマイナンバーカードですが、将来
的には、ネットバンキングなど民間のオンライン取引の本人確
認にも使用できるようになります。
マイナンバーカードは、スマートフォンなら3ステップで申
請ができます。ぜひご利用ください。
①スマートフォンのカメラで顔写真を撮影
②スマートフォンのカメラで交付申請書の二次元
コード（右図参照）からEメールアドレスを登録
③登録したEメールアドレスに通知される専用
ホームページへ①の顔写真を送信
※郵送、パソコンでも申請できます。
問 大田区マイナンバーコールセンター
☎0570−03−3370
FAX 050−3737−9318
二次元コード
（日本語、英語、中国語、韓国語）
月〜金曜、午前9時〜午後7時
土・日曜、休日、午前9時〜午後5時
大田区報

マイナンバー
キャラクター

マイナちゃん

見本
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