暮

ら

し

はがきなどで ❶ 催しなどの名称
申し込む場合
❷ 〒住所
の記入例

の

●採用人数 7名程度
●選考方法 書類審査、面接
所定の履歴書・志望理由書（申込先で
配布。区HPからも出力可）と栄養士免許
状の写しを指導課学校職員担当へ郵送か
持参。10月20日消印有効
5744−1665
☎5744−1424

（ふりがな）
がな）
❸ 氏名

情報箱

※費用が記入されて
いない催しなどは
原則無料です。

福 祉

年）
（学年）
❹ 年齢
❺ 電話番号
要事項
❻ その他必要事項

図書館の休館
◆多摩川図書館＝9月25〜30日
☎3756−1251
3756−1745
◆羽田図書館＝10月2〜22日
☎3745−3221
3745−3229

参加・催し

お知らせ

募 集

図書館の催し
歳末たすけあい運動の見舞金
皆様から寄せられた募金の一部を、民
生委員を通じてお届けします。
12月31日時点で区内在住・在宅で、
次のいずれかに該当する方
①介護保険の要介護状態区分が要介護5
の65歳以上の方を在宅で介護している
家族
（高齢者1名につき1件）
②身体障害者手帳1級・愛の手帳1度・
精神障害者保健福祉手帳1級
所定の申請書（問合先、地域包括支援
センターで配布。問合先HPからも出力
可）と必要書類を問合先へ郵送か持参。
11月10日必着
大田区社会福祉協議会
3736−2030
☎3736−2021
http：//www.ota-shakyo.jp/

障害者施設給食調理業務委託
事業者
詳細は区HPをご覧ください。
所定の申込書
（問合先で配布。区HP
から出力可）と必要書類を問合先へ持参。
11月2日必着
上池台障害者福祉会館
3726−6677
☎3728−3111
志茂田福祉センター
3734−0797
☎3734−0763

違法なはり紙・立て看板などを警察、
地域団体、企業などと共同で除却します。
①大森駅東口周辺＝10月25日㈬午後
2時〜3時②蒲田駅西口周辺＝10月20日
㈮午後1時30分〜3時
①地域基盤整備第一課
5764−0633
☎5764−0629
②地域基盤整備第二課
5713−2009
☎5713−2006

公共職業訓練1月入校生
（板金溶接科など）

地域力応援基金助成事業
公開プレゼンテーション

11月22日 ま で に 必 要 書 類 を ハ ロ ー
ワークへ持参。詳細はお問い合わせを
都立城南職業能力開発センター大田校
3745−6950
☎3744−1013

区民や事業者から頂いた寄付金を活用
する
「ステップアップ助成」の一次審査通
過団体が提案事業を説明します。詳細は
区HPをご覧ください。
10月21日㈯午前10時〜午後3時（予定）
区役所本庁舎2階
先着60名
当日会場へ
地域力推進課区民協働担当
5744−1518
☎5744−1204

OTAふれあいフェスタ
イベント参加者

健 康
高齢者インフルエンザ予防接種

◆競艇ボート試乗会
区内在住の中学生以上
11月4日㈯・5日㈰
抽選で各100名
往復はがき（記入例参照。希望日も明
記）
。文化振興課（〒144−8621大田区
役所）へ。1人1通。10月13日必着
5744−1539
☎5744−1226
◆てんけんくんまつり
自分の車を整備士と点検します。
11月4日㈯・5日㈰
往復はがき（記入例参照。車種、希望
日も明記）
。東京都自動車整備振興会大
田支部
（〒144−0052蒲田5−32−8−
201）
へ。1人1通。10月6日必着
☎3732−0026

12月31日時点で65歳以上の方か、そ
の他法令で指定された方へ9月下旬に予
診票を郵送します。詳細は予診票をご確
認ください。
2,500円
感染症対策課感染症対策担当
5744−1524
☎5744−1263

特定保健指導が始まります
特定健康診査で生活習慣改善が必要と
判定された方へ、案内を郵送します。
健康づくり課成人保健担当
5744−1523
☎5744−1265

傍 聴

求 人

10月27日㈮午後1時30分〜3時30分
さぽーとぴあ
先着20名
当日会場へ（手話通訳は10月12日ま
でに申し込み）
障害福祉課障害者支援担当
5744−1555
☎5744−1700

10月7日㈯午前10時〜午後1時
区役所本庁舎2階＝先着20名、蒲
田法律相談センター＝先着12名
10月6日午前10時〜午後4時に予約専
用番号（☎3580−3181）
へ電話
東京弁護士会 ☎3581−2206

夜間納付相談

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。
土曜：10月21日㈯午前9時〜午後5時

日 夜間：10月12・26日㈭午後8時まで
会 区役所本庁舎4階

問 ●特別区民税・都民税について＝納税課

区立小中学校非常勤栄養士
栄養士免許保持者
（採用予定前日時点）
●勤務期間 平成30年4月1日〜31年3
月31日
（年度更新）
。採用前研修有り
●勤務条件 1日実働6時間、月20日勤
務、月額219,110円

楽しく体を動かしましょう

収納推進担当 ☎5744−1205（平成29年度分のみ）
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
・納付方法について＝国保料収納担当 ☎5744−1697
（共通）
・手続きについて＝国保資格係 ☎5744−1210

★歌声フィットネス後期
椅子に座って歌いながら、テンポよく体を動かし体力を向上させます。
先着各20名（六郷地域力推進センターは60名）
申込先へ電話予約

高齢の方向け講座

会場・申込先

10月〜平成30年3月ま
次の全てに該当する方
で行う講座の参加者を募 ①区内在住の65歳以上
集 し ま す(前 期 参 加 し て ②自分で会場まで通える
い な い 方 優 先)。 詳 細 は ③医師から運動制限を
お問い合わせください。
受けていない

曜日

時間

初回開催日

東糀谷老人いこいの家 ☎3741−7970

月

午前10時30分〜11時30分

10月2日

六郷地域力推進センター
☎5744−1624（高齢福祉課）

水

午後1時30分〜2時30分

10月4日

木

午前10時30分〜11時30分

シニアステーション糀谷 ☎6423−7033
シニアステーション田園調布

高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1624

会場

曜日

鵜の木老人いこいの家
千束老人いこいの家
羽田老人いこいの家

火

本蒲田老人いこいの家
東蒲田老人いこいの家

水

久が原老人いこいの家

金

時間
午後1時45分
〜2時15分
午後1時30分
〜2時
午後2時〜
2時30分

初回開催日

10月10日

10月11日
10月13日

対象

★頭とからだの
椅子ストレッチ後期
スクリーンに映すライ
ブ 映 像 を 見 な が ら、 椅 子
に座ってストレッチや体
操を行います。
先着各20名
申込先へ電話予約

日時、日程

会場

費用

10月5日

木（また
☎3721−1572
午後2時〜3時
は水）

シニアステーション東嶺町 ☎3753−3008

★いきいきシニア30分体操後期
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都内23区一斉無料法律相談会

◆久が原図書館に人形劇
がやってくる！
お子さんと保護者
9月24日 ㈰ ① 午 前10時
から②午前11時20分から
先着各80名
当日会場へ
久が原図書館
☎3753−3343
3753−5642
◆子ども映画会
「世界名作劇場トラップ一家物語」
9月30日㈯午後2時〜3時50分
入新井集会室
先着80名
当日会場へ（未就学児は保護者同伴）
入新井図書館
3763−3781
☎3763−3633
◆馬込文士村教養講座
「宇野千代〜幸福
が幸福を呼んだ作家人生〜」
10月21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
◆拡大写本ボランティア入門講座（2日制）
20歳以上の方
10月25日㈬・26日㈭午前10時〜正午
先着20名
9月23日から問合先へ電話かFAXか来館
下丸子図書館
3759−2604
☎3759−2454

※国保資格の取得・喪失届、再交付申請は午後 7 時まで
（本人確認、証明書などが必要）
。

大田区自立支援協議会

毎週の運動を習慣化し、
転倒しにくい体づくりを
目指します。
先 着 各20名
（久が原老
人いこいの家は17名）
高 齢 福 祉 課（ ☎5744−
1624）
へ電話予約

違法な屋外広告物を除却します

土

午後1時30分〜2時30分

会場・申込先
シニアステーション東嶺町
☎3753−3008
シニアステーション田園調布
☎3721−1572
シニアステーション田園調布西
☎3721−8066
東糀谷老人いこいの家
☎3741−7970

定員

申込方法、申込先

曜日
火

木

金

時間
午前11時〜
11時40分
午前10時〜
10時40分
午前11時〜
11時40分

問合先

10月7日

初回開催日
10月3日

10月5日

10月6日

HP＝ホームページ

