＝詳細は区のホームページでご覧になれます
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情報箱
傍 聴
環境審議会
1月13日㈮、午後2時〜4時
消費者生活センター
先着20名
当日会場へ
環境計画課環境計画担当
5744−1532
☎5744−1365

子ども・子育て会議
1月30日㈪、午後7時〜9時
区役所本庁舎2階
先着20名
当日会場へ ※保育・手話通訳希望は
1月20日までに問合先へ申し込み
子育て支援課経営計画担当
5744−1525
☎5744−1272

幼児教育振興プログラム
検討委員会
2月1日㈬、午前9時30分〜11時30分
区役所本庁舎6階
先着10名
当日会場へ（10分前までにお越しく
ださい）
幼児教育センター
5744−1535
☎5744−1618

募 集
公共職業訓練4月入校生
（エンジニア養成科など）
1月10日〜2月3日の期間に必要書類
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

お知らせ
休館のお知らせ
◆矢口区民センター温水プール
1月18〜31日（定期点検のため）
3759−1492
☎3758−2941
◆こらぼ大森
1月22日（特別清掃のため）
5753−6560
☎5753−6616

「世論調査」
の結果が
まとまりました
7月14日〜8月2日に実施した「大田区
政に関する世論調査」の報告書を図書館、
大田文化の森情報館、区政情報コーナー、
区のホームページで公開しています。
広聴広報課広聴担当
5744−1504
☎5744−1135

区内公衆浴場こども入浴デー
小学生以下の方は、毎月第1日曜に無
料で銭湯を利用できます。当日、受付に
年齢を伝えてください。
産業振興課産業振興担当
5744−1528
☎5744−1373

平成29年度
地域力応援基金助成事業
（ステップアップ助成）
3つの区民活動団体がステップアッ
プ助成事業に内定しました。
地域力推進課区民協働担当
5744−1518
☎5744−1204
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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。

さぽーとぴあ
先着各20名
問合先へ電話かファクシミリ（記載例
参照）
上池台障害者福祉会館
3726−6677
☎3728−3111

海苔つけ体験
昔ながらの乾し海苔づくりを体験
1月9・21日、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

空き巣にご用心！

●講師 跡見学園女子大学教授 鍵屋 一
池上会館
先着400名
問合先へ電話かファクシミリ（記載例
参照）
◇
ともに◇
防災危機管理課普及担当
5744−1519
☎5744−1611

地域医療機関連携講演会
〜学校で遭遇する整形外科領域
の疾患と外傷〜

区内で、ガスバーナーなどで窓ガラス
の錠付近に穴を開け、開錠して侵入する
「焼き切り」という手口が発生していま
区内在住の方、学校関係者
す。窓の防犯対策は補助錠を取り付ける、
1月18日㈬、午後3時〜4時30分
防犯フィルムを貼付する、センサー付き
池上会館
先着50名
1月15〜21日は
ライトを設置する、庭先に砂利を敷くこ
当日会場へ
「防災とボランティア週間」
となどがあります。普段からあいさつや
学務課保健給食係
声掛けを行い、「地域の目」で犯罪の起
「防災とボランティア週間フェア」
5744−1536
☎5744−1431
きにくい街にしていきましょう。
家庭内備蓄の方法や防災用品、耐震改修
栄養セミナー
防災危機管理課生活安全・危機管理担当
事例と助成制度の紹介。災害時支援ボラ
〜コレステロールと食事の関係〜
☎5744−1634
5744−1519
ンティアのPRと募集など
1月14〜20日
区役所本庁舎1階
●講師 日本女子大学家政学部食物学科
参加・催し
要 配慮者（災害時要援護者）の支援を
教授 丸山千寿子
1月18日㈬、午後3時〜5時
考える講習会
図書館の催し
池上会館
先着100名
1月21日㈯、午後1時30分〜3時
◆スペシャルおはなし会
大森地域健康課業務係へ電話
●内容 「被災地における要配慮者（災
「お正月にはなにしよう！？」
5764−0659
☎5764−0661
害時要援護者）支援の現状と対策」
小学生以下のお子さんと保護者
12月28日㈬、午後3時〜3時45分
パブリック ご意見を募集します
先着30名
当日会場へ
コメント
募集
入新井図書館
（仮称）
おおた都市づくりビジョン
（素案）
3763−3781
☎3763−3633
●閲覧・募集期間
1月16日〜2月5日
◆児童映画会
●閲覧場所 問合先、区政情報コーナー、各特別出張所、図書館、大田文化の森
「あらしのよるに」「ムーミン」ほか
情報館、区のホームページ
小学生以下のお子さんと保護者
●意見書の提出方法 問合先へ郵送、持参、ファクシミリ、Eメール
1月21日㈯、午前10時30分〜11時
都市計画課都市計画担当 ☎5744−1333
5744−1530
40分
先着60名
当日会場へ
大田区移動等円滑化推進計画
「
（仮称）
さぽーとぴあ周辺地区」
（素案）
大森西図書館
●閲覧・募集期間 12月27日〜1月16日
3298−6022
☎3763−1191
●閲覧場所 問合先、さぽーとぴあ、区政情報コーナー、各特別出張所、図書館、
◆ビジネス講座
大田文化の森情報館、区のホームページ
90分でわかる「健康経営」
●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
1月22日㈰、午前10時〜11時30分
都市計画課計画調整担当 ☎5744−1332
5744−1530
消費者生活センター
500円
先着35名
蒲田駅前図書館へ電話か来館
3736−1094
☎3736−0131
◆「江戸の物売り芸」を聞く
1月22日㈰、午後2時〜3時
先着40名
当日会場へ
蒲田図書館
3736−9782
☎3738−2459

夜間・土曜納付相談 特別区民税・都民税と国民健康保険料
お支払いについて、窓口と電話でご相談をお受けします。
1月12・26日、午後8時まで
土曜 1月21日、午前9時〜午後5時

日 夜間

※国保資格の取得・喪失届・再交付申請は夜間のみ午後 7 時まで（証明書などが必要。土曜は開設なし）
会 区役所本庁舎4階
※電話番号をご確認のうえ、お問い合わせください。
問 ●特別区民税・都民税の納付について＝納税課

障がいのある方のための教室
区内在住の障がいのある方と家族
●内容・日時 ①絵画＝1月5日②編み
物＝1月16日③俳句＝1月18日
※時間は午前10時〜正午

子育て
応援します！
初めてのパパママ
子育て教室

収納推進担当

FAX 5744−1517
（共通）
・整理大森 ☎5744−1200 ・整理調布 ☎5744−1201
・整理蒲田 ☎5744−1202 ・整理区外 ☎5744−1203
●国民健康保険について＝国保年金課
FAX 5744−1516
・保険料納付について＝国保料収納担当 ☎5744−1697
（共通）
・手続きについて
（夜間のみ）
＝国保資格係 ☎5744−1210

①②0歳のお子さん（第1子）と両親③7か月までのお子さん（第1子）と両親
※今年度実施の同教室に参加したことがない方
●内容 ①②親子ふれあい遊びと参加家族の交流③ベビーマッサージと参加家族の交流
先着各10組程度。1組1回
問合先へ電話か来所
開催日程

実施時間

①1月21日㈯
②2月4日㈯

午前10時〜正午

③3月11日㈯

★
さぽーとぴあ

☎5744−1205（平成28年度分のみ）

申込開始
（午前10時から）

会場・問合先
キッズな大森（☎5753−7830）

1月5日

キッズな六郷（☎6715−7830）

1月16日

キッズな洗足池（☎5754−7830）

2月20日

★ ※①はエプロン、三角巾、手ぬぐい②は汚れてもいい服装かエプロン持参③は動きやすい服装で

へ行こう

①は障がいのある方、④は3歳以上で妊娠中でない方 ※10歳以下のお子さんは保護者同伴
問合先へ電話かファクシミリ（記載例参照）※手話通訳希望は申し込み時にお伝えください
さぽーとぴあ地域交流支援部門 ☎5728−9434
5728−9438
定員
（抽選） 申込期限

開催日時

費用

①火を使わない簡単料理講座（3日制）

1月21日、2月18・25日。午前10時〜午後0時30分

各回500円

6名

1月11日

②消しゴムはんこをおしてつくるオリジナル手ぬぐい

1月21日㈯、午後2時〜3時30分

200円

8名

1月11日

③ダンス講座（3日制）

1月27日、2月10・24日。午後6時〜6時45分

④アロマdeつくるボディソープ

2月11日㈷、午前10時30分〜11時30分

⑤バリアフリー映画体験上映会

2月11日㈷、午後1時30分〜3時30分

イベント名

対象

日時、日程

会場

費用

定員

−

15名

1月18日

500円

12名

1月31日

−

先着50名

申込方法、申込先

2月6日

問合先

