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。

建物を新築・改築、名称変更するとき
は住居表示の届け出を忘れずに！
届け出後、建物を調査して出入り口の
位置で住居表示番号を決定し、表示板を
お渡しします。集合住宅所有の方も、入
居者の住民登録に差し支えることがある
ので、忘れずに届け出てください。
更地に新築したか、建て替えたか、一
部改築した、建物名称を変えた方
●届出時期・方法 完成予定日の 2〜4
週間前か、建物登記や住民登録の前に「建
物その他の工作物新築・新設届」などを
問合先へ持参
戸籍住民課戸籍住民担当
☎5744−1180
5744−1513
☎5744−1185
5744−1513

道路は正しく、
きれいに使いましょう
公道に物や看板などを許可なく置くこ
と、自転車置場として使用することは禁
止されています。樹木が道路にせり出す
のも危険ですので手入れしてください。
災害時の避難路や緊急活動場所の確保
にご協力ください。
地域基盤整備各課管理係
第一課 ☎5764−0629
5764−0633
5713−2009
第二課 ☎5713−2006

参加・催し
ホッケー体験教室
オリンピアン・藤尾香織さんとホッ
ケーの基礎練習（ドリブル・パス・シュー
ト）
とミニゲームを行います。
区内在住・在勤・在学の小学生以上
2月10日㈯午前10時〜正午
開桜小学校
先着50名
問合先へ電話か FAX
（記入例参照）
スポーツ推進課東京
オリンピック・パラ
リンピック推進担当
☎ 5744−1189
5744−1539

生涯学習相談会
区内サークルや講座の紹介、図書館の
本のリサイクル市など
2月10日㈯午前10時〜午後4時
蒲田図書館

当日会場へ
地域力推進課生涯学習担当
☎5744−1443
5744−1518

高齢者との交通安全集会
警察官の講話、交通安全映画の上映、
大学生による落語口演などを行います。
当日会場へ
日程

場所

2月1日㈭

大森中老人いこいの家

2月7日㈬

山王高齢者センター

2月8日㈭

羽田老人いこいの家

2月13日㈫

入新井老人いこいの家

2月14日㈬

本蒲田老人いこいの家

2月21日㈬

矢口区民センター

3月2日㈮

鵜の木老人いこいの家

3月7日㈬

東六郷老人いこいの家

3月13日㈫

中馬込老人いこいの家

3月14日㈬

大森西区民センター

3月15日㈭

シニアステーション田園調布西

3月16日㈮

久が原老人いこいの家

3月19日㈪

大森東地域センター

3月20日㈫

千束老人いこいの家

外国人観光客向けイベント
Discover the real Japan：Visit Ota
（主催：大田区観光推進連絡協議会）
か っ ちゅう
和菓子作り体験や甲冑コスプレなど
2月11日㈷・12日㉁午後1時〜8時
羽田空港国際線旅客ターミナル4・5階
当日会場へ
観光課観光振興担当
5744−1323
☎5744−1322

北海道ひやま 食・観光フェア
北海道檜山管内7町の特産品販売など
2月17日㈯・18日㈰
東急プラザと JR蒲田駅西口広場
文化振興課文化事業担当
5744−1539
☎5744−1226

図書館の催し
◆大人のための朗読会 石川淳に魅せら
れて
高校生以上の方
2月18日㈰午後2時〜3時30分
先着35名
問合先へ電話か来館

アプリで読めます
スマートフォンやタブレット向け無料
アプリ「マチイロ」で、おおた区報・お
おた区議会だよりを読むことができます。
●主な機能
区報・区議会だよりの発行をお知らせ
します
気になる記事や写真を画像として保存
できます
ページめくりや拡大・縮小も簡単です
他の自治体が発行する広報紙も読むこ
とができます
●ダウンロード方法
App Store、Google playから無料
でダウンロードできます。右の二次元コードから
もダウンロードページにアクセスできます。通信
料は利用者の負担となります。
問 広聴広報課広報担当
☎5744−1132 FAX 5744−1503

パブリック
コメント募集

調布地域庁舎など
抽選で 30名
2月16日までに環境計画課地球温暖化
対策担当へ電話
（区HP から電子申請も可）
5744−1532
☎5744−1362

分譲マンション管理セミナーと
相談会

◆いっしょに考えよう！マンション大規
模修繕
3月4日㈰午後1時〜3時
消費者生活センター
先着90名
当日会場へ
◆分譲マンション相談会
大田市場
3月4日㈰午後3時〜4時
フラワーアレンジメント教室
消費者生活センター
抽選で 4組
2月20日㈫午後1時〜3時
問合先へはがきか FAX（記入例参照）
。
2月20日必着
1,500円
抽選で 20名
往復はがき（記入例参照）を大田市場
建築調整課住宅担当
業務課（〒143−0001東海2−2−1）へ。 （〒144−8621大田区役所）
5744−1612
1人1枚。2月7日必着
☎5744−1343
3790−6544
☎3790−6530

森deポールウオーク

わたしと地域がつながる
防災講座

時間は、午後2時〜4時
都市基盤管理課交通安全対策担当
5744−1527
☎5744−1315

おおた区報・
おおた区議会だよりが

洗足池図書館
☎3726−0401
3726−3268
◆ビブリオバトル
バトラーといわれる紹介者より本を紹
介し投票していただきます。詳細は区
HP をご覧ください。
中学生以上
2月25日㈰午後2時〜4時
先着20名（バトラーも同時募集）
問合先へ電話か来館
大森東図書館
3298−6021
☎3763−9681

講話と避難所運営ゲームの体験など
区内在住・在勤・在学の方
2月24日㈯午後1時30分〜4時
先着30名（事前申込制）
問合先へ FAX か Eメール（記入例参照）
エセナおおた
5764−0604
☎3766−4586
escena@escenaota.jp

大田区個店・商店街見学&勉強会
区内の際立ったお店と魅力ある商店街
の見学、専門家主導のワークショップを
半日で行うバスツアー
区内の事業者と区内で創業を目指す方
3月1日㈭午後0時45分〜5時15分
●集合場所 産業プラザ
先着20名
問合先へ電話後、HP から申し込み
（公財）大田区産業振興協会
3733―6459
☎3733―6401
http://www.pio-ota.jp/

省エネルギー対策セミナー
〜アルプス電気㈱の挑戦！〜
BEMS を最大限に活かしたビルの省エ
ネ・運用管理
区内事業者
3月1日㈭午後2時30分〜4時

自然の恵みを感じながらポールウオーク
3月13日㈫午前10時〜正午
先着30名
2月2日午前10時から問合先へ電話
平和の森公園展示室（月曜休室）
☎6450−0123

こらぼ deアート
団体や地域の皆さんの作品展示など
①展示会 3月15日㈭〜17日㈯午前
10時〜午後4時
②親子工作など 3月17日㈯午後1時30
分〜3時30分
②先着20名
①当日会場へ②問合先へ電話
こらぼ大森 ☎ 5753−6560

1〜2月は

はたちの献血
キャンペーン
成人を迎えた方をはじめ、皆さん
の献血へのご協力をお願いします。
献血の際は、本人確認できるものを
お持ちください。
問 東京都赤十字血液センター
☎5272−3523

ご意見を募集します

①食品衛生監視指導計画（案）に対する意見
●閲覧・募集期間 2月1〜14日
●閲覧場所 問合先、区政情報コーナー、区HP
問 生活衛生課食品衛生担当
（〒143−0015大森西1−12−1）
☎5764−0697 FAX 5764−0711

②児童手当及び児童医療費助成制度事務に関する特定個人情報保護評価書
への意見
●閲覧・募集期間 2月1日〜3月2日
●閲覧場所 問合先、区政情報コーナー、特別出張所、区HP
問 子育て支援課こども医療係
（〒144−8621大田区役所） ☎5744−1275

FAX 5744−1525

③税務事務における特定個人情報保護評価書への意見
●閲覧・募集期間 2月1日〜3月2日
●閲覧場所 問合先、区政情報コーナー、特別出張所、区HP
問 納税課庶務担当
（〒144−8621大田区役所） ☎5744−1205

FAX 5744−1517

④大田区国民健康保険第2期データヘルス計画（案）への意見
●閲覧・募集期間 2月15日〜3月8日
●閲覧場所 問合先、区政情報コーナー、特別出張所、区HP
問 国保年金課管理係
（〒144−8621大田区役所） ☎5744−1208 FAX 5744−1516
◇①〜④いずれも◇
●意見の提出方法 問合先へ持参、郵送、FAX、Eメール
（住所・氏名を明記）
大田区報
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