暮

ら

し

の

情報箱
要支援と認定された方へ
高齢者紙おむつ等支給事業に
よる助成は 3月31日まで
現在、助成対象者は要介護3〜5 の方
で す が、 要 介 護1・2 と 要 支 援 の 方 も、
医師の証明書により助成対象となってい
ます。ただし要支援の方への助成は、3
月31日で終了となっていますので、改
めてお知らせします。
なお、要介護1・2 の方、65歳以上で
入院し要介護状態にある方は、引き続き
医師の証明書により助成対象となります。
地域福祉課高齢者地域支援担当
大森 ☎5764−0658
5764−0659
調布 ☎3726−6031
3726−5070
蒲田 ☎5713−1508
5713−1509
糀谷・羽田
6423−8838
☎3741−6525

特別養護老人ホーム入所の
優先度評価の有効期間満了の方へ
優先度評価で二次に進んだ方の有効期
間は 1年です。満了後も入所を希望され
る方は再度お申し込みを。申し込みがな
い場合入所希望者登録から除かれます。
次のいずれかに該当する方
①昨年3月に同評価を受けた②区内在住
で原則3〜5 の認定を受け、初めて入所
申し込みをする③すでに申し込み済みだ
が要介護度や介護者の状況などに変更が
あった
「入所（変更）申込書」
（申込先で配布。
区HP からも出力可）を地域包括支援セン
ターか地域福祉課か問合先へ提出。2月
28日必着
※昨年7月に様式を変更しました（旧様
式使用不可）。また、申込書の「介護支援
専門員等意見書」欄はケアマネジャーな
どに記入を依頼してください。
介護保険課介護サービス担当
☎5744−1258
5744−1551

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

2月8日までに問合先へ電話か FAX（記
入例参照。学校名も明記）
地域力推進課青少年担当
☎5744−1223
5744−1518

（ふりがな）
がな）
❸ 氏名

※費用が記入されて
いない催しなどは
原則無料です。

年）
（学年）
❹ 年齢
❺ 電話番号
要事項
❻ その他必要事項

労内定も可、求職中の保育は最長2 か月）
②お子さんが平成28年4月2日〜30年2
月17日生まれで健康である③保育ママ
の親族（3親等以内）でない
2月12日 ㉁ 〜16日 ㈮ 午 前8時30分 〜
午後5時（12日のみ午前9時〜午後4時）
※30年2月1〜17日生まれのお子さんに
限り 3月4日㈰午前9時〜午後4時も受け
付け
お子さんをお連れの上、母子手帳、就
労証明書を問合先へ持参
※就労証明書は、保育園入園申請で提出
済みの場合は省略可
保育サービス課保育指導担当
☎5744−1643
5744−1715

区立小中学校作品展
区立小中学校特別支援学級連合展覧会
特別支援学級児童・生徒の絵画、習字
作品など
2月14日㈬〜20日㈫午前9時〜午後5
時
（20日は午後1時まで）
池上会館
MOA美術館大田児童作品展巡回展
小学校児童の絵画・書写作品など
①2月26日㈪〜28日㈬②開催中〜3月2
日㈮まで
①大森医師会館②東邦大学医療セン
ター大森病院
教育総務部指導課
5744−1665
☎5744−1435

次の全てに該当する区内在住の方
①1 か月に 48時間以上の就労がある（就

2月6日㈫午後1時30分〜3時
アプリコ小ホール
先着20名
当日会場へ
都市開発課都市開発担当
5744−1526
☎5744−1339

地域包括支援センター運営協議会

パートタイム就職面接会

2月8日㈭午後1時30分〜3時
消費者生活センター
先着9名
当日会場へ
高齢福祉課高齢者支援担当
☎5744−1268
5744−1522

東急多摩川線沿線地域の企業12社との
面接
（主に事務、軽作業） ※履歴書持参
2月9日㈮午後1時30分〜4時
大田区民プラザ
当日会場へ
ハローワーク大森 ☎5493−8711

高齢者福祉計画・
介護保険事業計画推進会議

平成30年度特別区職員採用説明会

2月9日㈮午後6時〜8時
蒲田地域庁舎
先着20名
当日会場へ
都市計画課計画調整担当
☎5744−1332
5744−1530

障がい者施策推進会議の
開催時間変更
2月13日㈫午後1時15分〜3時15分（時
間が 15分早くなりました）
さぽーとぴあ
先着20名
当日会場へ
障害福祉課障害者支援担当
☎5744−1700
5744−1555

大田区国民健康保険運営協議会
2月17日㈯午後2時から
蒲田地域庁舎
先着15名
当日会場へ
国保年金課管理係
5744−1516
☎5744−1208

平成29年10月〜30年1月分を振り込
みます。必ず通帳などでご確認ください。
金融機関によっては 2〜3日入金が遅れ
る場合があります。
子育て支援課こども医療係
☎5744−1275
5744−1525

保育ママの 4月1日からの
利用申し込み

蒲田都市づくり推進会議

グリーンプランおおた推進会議

六郷とんび凧（簡易版）作りと凧あげ、
たき火、焼き芋など
2月18日㈰午前10時〜午後2時（昼食、
水筒、敷物、雨天時は上履きも持参）
平和島公園と平和島ユースセンター
当日会場へ（当日連絡先 大田区少年
少女団体協議会☎090−3349−3004）
地域力推進課青少年担当
☎5744−1223
5744−1518

児童手当の振り込みは、
2月6日です

2月6日㈫午前10時〜正午
区役所本庁舎11階
先着5名
当日会場へ ※手話通訳希望は福祉
管理課調整担当へ申し込み
☎5744−1721
5744−1520

2月9日㈮午後1時30分〜3時30分
六郷特別出張所
先着20名
当日会場へ
高齢福祉課高齢者支援担当
☎5744−1430
5744−1522
介護保険課計画担当
5744−1551
☎5744−1732

大田区子ども交歓会
「北風小僧よ、飛んで行け !!」

ヤングフェス−Oh!!盛祭−
中学生百人一首大会参加者募集

おおたユニバ サルデザインの
おおたユニバーサルデザインの
まちづくり区民推進会議

区内在住で区外の学校へ通う中学生
※区内の中学校に通う方は学校単位でと
りまとめます。
3月11日㈰午前10時〜午後4時
大田文化の森

施設の点検などを行うボランティア
区内在住の 18歳以上で、平日の日中
に活動できる方
●任期 4月1日〜平成32年3月31日
●選考 作文と面接（2月28日午後）
問合先へ所定の申込書（問合先で配布。
区HP から出力可）と作文を郵送か持参。
2月15日必着
地域におけるユニバーサルデザイン実
践講座
車いす、白杖などを使った疑似体験など
区内在住・在勤・在学の方
2月24日㈯午後1時〜4時30分
石川町文化センター
先着40名
問合先へ電話か所定の申込書（区HP か
ら出力可）を FAX
◇
ともに◇
福祉管理課調整担当
5744−1520
☎5744−1721

23区合同説明会
特別区職員採用試験の受験希望者
3月3日㈯午前10時〜午後4時
明治学院大学 白金キャンパス（港区
白金台1−2−37）
抽選で 5,000名程度
2月5日午後5時までに特別区人事委員
会HP から申し込み
http://www.tokyo23city.or.jp/
大田区職員採用フォーラム2018
平成30年度特別区職員採用試験を受
験予定で、大田区での採用を希望する方
3月12日㈪午後1時20分〜4時30分
産業プラザ
抽選で 250名程度
区HP から電子申請
人事課人事担当
5744−1507
☎5744−1152

蒲田駅前図書館休館日の変更
2月26日㈪に休館日を変更します（2
月15日は開館）
。
3736−1094
☎3736−0131

赤い羽根共同募金へ
ご協力ありがとうございました
平成29年10月1日からの区内の募金
総額は、40,314,603円でした。募金は、
地域の民間福祉施設・団体に配分されます。
東京都共同募金会大田区協力会事務局
☎3736−2266
3736−2030

戸籍住民課住民担当より
［ユニバーサルデザイン］
まちづくりパートナー・講座
おおたユニバーサルデザインのまちづ
くりパートナー

2月1日から窓口の受付予約を開始し
ます
●対象届け出 転出届
●予約方法 区HP から申し込み

大田区議会定例会の開催
平成30年第1回区議会定例会は、2月16日㈮〜3月27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、第1次分は2月9日、第2次
分は2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。
手話通訳者配置希望の方＝7日前までに問合先へ申し込み
FM補聴システム希望の方＝前日までに問合先へ申し込み
問 議会事務局 ☎5744−1474 FAX 5744−1541
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対象

◆高齢者福祉のために ◯長原商店街振興組合婦人部 20,000円
◆区民活動を支えるために ◯田中義則 10,000円 ◯田中翔三 250,000円
◯城南質屋協同組合 200,000円 ◯カトリック大森教会 53,133円
◆災害義援金
（日本赤十字社東京都支部大田区地区受付分 ※平成29年12月31日まで）
○東日本大震災義援金 2億1,249万9,272円
○熊本地震災害義援金 3,259万3,867円
○大雨災害義援金 129万9,430円
※寄附された方の氏名・団体名などは区HPに掲載しています。
日時、日程

会場

費用

定員

申込方法、申込先

問合先 HP＝ホームページ

