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。

（〒144−0035南蒲田1−20−20）
3734−0203
☎3734−0202
oca2010@o-2.jp

全国中学生人権作文コンテスト
東京都大会表彰式
優秀作品の表彰と朗読など
11月27日㈰、午後1時から
大田区民プラザ
先着450名
当日会場へ
人権・男女平等推進課人権・同和対策
担当
5744−1556
☎5744−1148

海苔つけ体験
ほ

昔の手作りの方法で、乾し海苔づくり
11月27日、12月4・17日 ※時間は
いずれも午前10時〜正午
先着各80名
問合先へ電話
大森 海苔のふるさと館
5471−0347
☎5471−0333

体力測定会〜自分自身の
体力年齢を知り、家庭でも簡単に
できる運動を学びます〜
今年度初めて参加する、医師などに運
動を制限されていない区内在住の65歳
以上の方
※飲み物、タオル、上履き（雨天時）持参
11月29日＝大田文化の森、12月
15日＝六郷地域力推進センター
※時間は午後1時45分〜3時45分
先着各50名
問合先へ電話予約
高齢福祉課総合事業担当
5744−1522
☎5744−1624

認知機能測定会
〜あなたの認知機能を
チェックしませんか〜
認知機能を確認するテスト、認知症予
防についての講義など
会場まで自分で通うことが可能な区内
在住の65歳以上の方
11月30日＝池上会館、12月7日＝
六郷地域力推進センター
※時間は午後2時〜3時30分

先着各50名
問合先へ電話予約
高齢福祉課総合事業担当
☎5744−1624
5744−1522

保育人材担当
☎5211−2860
5211−1494
http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/
hoiku/sodankai.html

子育てママのための
面接対策セミナー

日本赤十字社の講習
「幼児安全法ワンポイント講習」

12月1日㈭、午後2時〜3時
エセナおおた
抽選で12名
11月21日までに問合先へ電話。保育
あり ※詳細はお問い合わせください
ハローワーク大森 ☎5493−8612

学校保健会学術講演会
「子どもに伝える性とからだ
〜性教育の進め方、考え方〜」
学校関係者・区民
12月1日㈭、午後2時30分〜4時30分
●講師 NPOぷれいす東京 池上千寿子
池上会館
先着100名
学務課保健給食係
5744−1536
☎5744−1431

親子で遊ぼう
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
12月7日㈬、午前10時〜11時30分
六郷地域力推進センター
先着30組
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

保育士就職支援研修・相談会
（世田谷会場）
大田・世田谷・港・品川・中野・杉並
区の私立保育園の就職に向けた研修会、
就職相談会。
保育士の資格をお持ち（取得見込み
可）の方
12月10日㈯、①就職支援研修会＝午
前10時〜午後2時30分②就職相談会＝
午後2時30分〜4時
世田谷区役所三軒茶屋分庁舎
問合先ホームページから申し込み
東京都保育人材・保育所支援センター

大田区議会定例会の開催
平成28年第4回区議会定例会は、11月29日〜12月8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、11月21日の予定です。
傍聴を希望する方は、本会議は区役所本庁舎11階の傍聴受付、委員会は10階の
議会事務局までお越しください。
手話通訳希望の方（本会議および委員会）＝7日前までに問合先へ申し込み
FM補聴システム受信機貸し出し希望の方（本会議）＝前日までに問合先へ申し込み
問 議会事務局議事担当 ☎5744−1473 FAX 5744−1541

「デイキャンプ企画Ⅰ」＝平成29年1月
12日、午後7時〜9時30分。「デイキャ
ンプ企画Ⅱ」＝29年1月18日、午後7時
〜9時30分。「デイキャンプ実習」＝29
年1月22日、午前9時〜午後4時
※①②どちらかのみの参加可
区役所本庁舎2階、②「デイキャンプ
実習」は平和島公園キャンプ場
700円（②のみ）
①②ともに先着25名
11月28日までに、問合先へ電話か
ファクシミリ（記載例参照。性別、①②
の別も明記）。区のホームページからも
申し込めます。
地域力推進課青少年担当
5744−1518
☎5744−1223

子どもに起こりやすい事故の予防と手
当
12月8日㈭、午前10時〜正午
大森赤十字病院講堂
160円
抽選で25名
※ハンカチ、ストッキング、筆記具持参
●申込期限 11月30日
問合先へ電話。ホームページからも申
し込めます。
日本赤十字社東京都支部救護課
☎5273−6746
http://www.tokyo.jrc.or.jp/

女性再就職サポートプログラム
in おおた（5日制）
働くために必要な準備を確認し、ビジ
ネスマナーやパソコンスキルなどを学び
ます。
主に結婚、出産、育児、介護などの理
由で離職し、再就職を希望する25〜54
歳までの女性
平成29年1月17〜20・24日、午前
10時〜午後4時
※事前に個別説明会（12月12・13・
19・20日のいずれか）に参加していた
だき、受講希望者に面接を行います。説
明会会場は申込時にお知らせします。
消費者生活センター
面接選考で25名
12月20日までに、問合先へ電話で個
別説明会と面接の予約
※保育（1歳以上の未就学児）有り。希
望者に職場体験（先着10名）有り。詳
細はお問い合わせください。
東京しごとセンター女性しごと応援テ
ラス ☎5211−2855

大森麦わら細工
（編み細工で提げ飾り作り）
体験教室
中学生以上
12月11日㈰、午前10時〜午後4時
先着20名
問合先へ電話
郷土博物館
3777−1283
☎3777−1070

リーダー講習会
「子どもたちに伝えよう！
自分を守る方法」
「野外活動」の事故やけがを予防する
ためのリスクマネジメントを学びます。
16歳以上の区内在住・在勤・在学で
青少年活動に興味のある方
①リスクマネジメント講座＝12月19
日㈪、午後7時〜9時30分
②キャンプセミナー（3日制）

知っていても、分かっていてもAIDS IS NOT OVER

12月1日は世界エイズデー
11月16日〜12月15日は東京都エイズ予防月間です
エイズとは HIV（ヒト免疫不全ウイルス）の感染で体の免疫力が弱くなり、
さまざまな病気を発症します。この状態をエイズといいます。HIV感染者は
20〜30歳代が全体の65％を占めており、性的接触による感染がほとんどで
す。現在では治療が進歩し、HIVに感染しても早期に治療すれば、エイズの
発症を長く抑えることができます。感染を防ぐことはもちろん、早期発見・
早期治療も重要です。

心配なことがあったらHIV検査を受けましょう
HIV、梅毒、クラミジア、B型肝炎の検査を無料、匿名で行っています（月2回
程度実施）。検査を受けてから約2週間後に結果がわかります。
※感染が心配される機会から60日以上経ってから検査を受けてください。
会 蒲田地域庁舎
問 感染症対策課感染症対策担当 ☎5744−1263 FAX 5744−1524
た

パブリック
コメント募集

ご意見を募集します

国民健康保険事務と付帯する事務・介護保険事務における特定個人
情報保護評価への意見
●閲覧・募集期間 12月1日まで
●閲覧場所 区政情報コーナー、特別出張所、区のホームページ、問合先
●意見の提出方法 問合先へ郵送、持参、ファクシミリ、Eメール
問 国民年金課国民年金システム担当（〒144−8621大田区役所）
☎5744−1228 FAX 5744−1516
介護保険課管理担当（〒144−8621大田区役所） ☎5744−1359 FAX 5744−1551

大田区環境基本計画（後期素案）
●閲覧・募集期間 12月2〜21日（12月2日は午後1時から）
●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、区のホーム
ページ、問合先
●意見の提出方法 問合先へ郵送、持参、ファクシミリ、Eメール
●説明会 ①12月9日、午後6時〜7時30分②12月10日、午前10時〜11時30分
会 区役所本庁舎2階 申 当日会場へ
※手話通訳、要約筆記希望は、11月24日までに問合先へ申し込み
問 環境計画課環境計画担当（〒144−8621大田区役所）
☎5744−1365 FAX 5744−1532

区では当日に結果がわかるHIV即日検査を行います（予約制）
陰性結果のみ。偽陽性・陽性の場合は後日来所が必要です。
会 区役所本庁舎2階
※詳細は問合先にお問い合わせください。
※感染が心配される機会から90日以上経ってから検査を受けてください。
日 11月19日㈯、午後2時〜3時30分

東京都の検査・相談窓口
●東京都HIV／エイズ電話相談 ☎3292−9090
●東京都南新宿検査・相談室
平日夜間と土・日曜も抗体検査を行っています。エイズ予防月間中は梅毒検査
を同時に実施、希望者にはクラミジア、淋菌検査を実施します。
予約受付時間（祝日を除く）①月〜金曜＝午後3時30分〜7時
②土・日曜＝午後1時〜4時30分
予約電話番号 ☎3377−0811（英語対応可）
FAX 3377−0821（聴覚障がいの方のみ）
※ホームページ（http://www.tmsks.jp/）からも予約できます。
問 感染症対策課感染症対策担当

☎5744−1263
大田区報

FAX 5744−1524
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