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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
の記入例

保育人材情報サイト
「おおた ほいく・ぽ〜と」
を
活用ください

（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。

（学年）
年）
❹ 年齢
❺ 電話番号
要事項
❻ その他必要事項

登録しませんか？
子育てすくすくネット
児童育成手当
（育成・障害手当）
現況届の提出と新規申請

会員数は現在923人。児童館・おおたっ
子ひろばなどで、子どもと家庭を地域で
◆現況届の提出
見守り応援する会員を募集します。
児童育成手当を引き続き受給するには、 ●おもな活動内容 できることをできる
6月1日現在の状況について届け出が必
時間にできる範囲で。
要です。該当する方には書類を郵送しま
①子どもたちの登下校や生活の見守り
す。6月29日までに提出してください。
②イベントの企画運営、児童館で子ども
◆新規申請
たちの話を聞くこと
平成29年中の所得が限度額未満の方
③子どもたちやその保護者と顔見知りに
が申請できます。戸籍謄本などを持参の
なり、子育てを支えること
活動を希望する児童館へお問い合わせ
うえ、申請してください。詳細は、お問
ください。会員登録後、児童館ごとのバッ
い合わせください。
子育て支援課児童育成係
ジ、ステッカーをお渡しします。登録後
5744−1525
☎5744−1274
は、登録児童館へ自由に来館できます。
子育て支援課子育て支援担当
5744−1525
☎5744−1273

ぜん息キャンプ

災害時協力井戸の登録

デイキャンプを通して療養生活上の指
導を行います。館山さざなみ学校へはバ
スで移動します。
区内在住で気管支ぜん息にかかってい
る小学1年〜中学3年生
7月25日㈬午前7時30分〜午後6時30
分
館山さざなみ学校（千葉県館山市）
抽選で 50名
6月8日までに問合先へ所定の申込書
（電話か FAX で問合先へ請求）を提出
健康医療政策課公害保健担当
5744−1523
☎5744−1246

井戸水は生活用水として利用します。
平成28・29年度に登録した方は登録の
必要はありません。27年度に登録した
方は、今回再度の登録が必要です。
次のすべてに該当する方
①日常的に井戸水を使用し、近隣の方に
も利用しやすい場所に井戸がある
②災害時に近隣の方へ無償で井戸水を提
供できる
③井戸所有の事実を災害対策上、必要な
範囲で自治会などへ事前に公表できる
●登録期間 3年間
※登録した井戸は、原則として年に 1回、
区が簡易水質検査（一般細菌・大腸菌・
六価クロム化合物など）を実施します。
問合先へはがきか FAX（記入例参照。
「災害時協力井戸登録希望。井戸の所有
に関する情報提供に同意します」と明記）。
5月31日消印有効
防災危機管理課管理担当
5744−1519
☎5744−1235

住民税課税
（非課税）
証明書・
納税証明書の土・日曜の発行を
一部休止します
区 役 所 本 庁 舎1階 戸 籍 住 民 課 窓 口 で
行っている土・日窓口サービスでの証明
書の発行を休止します。 ※郵送請求は可
（課税課管理係 〒144−8621大田区役
5744−1515）
所 ☎5744−1192
●発行休止日 5月12・19・20日
戸籍住民課戸籍住民担当
5744−1513
☎5744−1185

認知症サポーター養成講座
特別出張所で開催します
認知症の人やその家族を地域で温かく
見守る応援者が認知症サポーターです。
認知症の基礎知識や認知症の人と接する
ときの心構えなどを 90分の講座で学び
ます。
詳細は区HP をご覧になるか問合先へ
お問い合わせください。
区内在住・在勤・在学の方
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1250
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地域福祉計画推進会議
5月31日㈭午前10時〜正午
区役所本庁舎2階
先着20名程度
当日会場へ（手話通訳が必要な方は 5
月23日までに問合先へ FAX）
福祉管理課調整担当
5744−1520
☎5744−1244

東京五輪音頭-2020CD を貸し出しています
東京2020オリン
ピ ッ ク・ パ ラ リ ン
ピック競技大会開催
まであと 805日！
歌詞・振り付けがリ
ニューアルされ、子
どもから大人まで
踊っていただけます。歌詞カードと振り
付けカードも一緒に貸し出します。
平日午前8時30分〜午後5時
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
対象

区内の保育人材の求人サイト。求人情
報の他、新規施設や各種研修などの情報
を発信します。
https://ota-hoiku.jp/
私立認可保育所、小規模保育所、認証
保育所、定期利用保育室などへの就職を
お考えの方
保育サービス課保育サービス基盤担当
5744−1715
☎5744−1277

平成29年度包括外部監査
結果報告書が閲覧できます
●監査のテーマ 小学校・中学校等に関
する事務執行について
●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（情報館）
、
区HP
総務課総務係
5744−1505
☎5744−1142

平成30年1月1日現在の
地価公示価格が閲覧できます
区政情報コーナー、図書館、特別出張
所、問合先で閲覧できます。
※国土交通省HP でもご覧になれます。
経理管財課土地対策担当
5744−1508
☎5744−1166

参加・催し

者とお子さん
①毎月第1・3木曜日、午前10時30分
〜11時40分②毎月第2・4木曜日、午前
10時30分〜11時50分③毎月第4土曜日、
午後1時30分〜4時
当日会場へ
エセナおおた
5764−0604
☎3766−4586

洗足区民センターの催し
東工大サイテク科学工作「春」〜ブラッ
クウォールボックスをつくろう！〜
区内在住・在学の小学生
5月19日㈯午後2時〜3時30分
150円
（材料費）
先着30名
浴衣着付教室
区内在住・在学・在勤の高校生以上
5月27日㈰、6月2日㈯・10日㈰、午
先着10名
後2時〜3時30分
（全3回）
親子で楽しむ JAL折紙ヒコーキ教室
区内在住・在学の小学生と保護者
6月17日㈰午後2時〜3時30分
先着30組
介護予防講座「熱中症に負けない！」
区内在住・在勤の 60歳以上の方
6月18日㈪午後1時30分〜3時30分
先着40名
◇ 〜 いずれも◇
問合先へ電話か来所 5月11日 5月
15日 5月29日から受付開始（ は当日
会場へ）
洗足区民センター
3727−1462
☎3727−1461

民生委員・児童委員パネル展

大田区&東松島市
「絆音楽祭」

民生委員・児童委員は地域の身近な相
談相手です。高齢者や子育て世帯、障が
いのある方、生活にお困りの方の相談に
応じ、必要な支援への「橋渡し役」をして
います。普段の活動の様子を紹介します。
①開催中〜5月31日㈭②5月14日㈪〜
17日㈭、午前9時〜午後4時
①各特別出張所②区役所本庁舎1階
福祉管理課援護係
☎5744−1245

5744−1520

親子で遊ぼう！ぴよたまクラブ
歌や手遊び、読み聞かせ、
親子体操など
①
「ぴよたまおはなし会」
②
「親子で Be Happy！」
③
「おもちゃであそぼ！」
原則、大田区在住・在勤・在学の保護

被災地支援ボランティア活動をきっか
けに出会った大田区と宮城県東松島市の
メンバーによる音楽祭です。
5月26日㈯午前10時30分〜午後4時
東京工科大学・日本工学院専門学校3
号館地下1階大講義室
文化振興課文化事業担当
5744−1539
☎5744−1226

子 育 て 応援します！
小学1年生の保護者
①6月30日㈯②7月13日㈮。午前10
カウンセラー経験30年の講師が、今
時〜11時50分
①入新井集会室②消費者生活セン
日から役立つ子育てに大切なことをお
ター
話しします。
小中学生の保護者
抽選で各40名
6月27日㈬午前10時〜11時30分
童話劇「スモモもモモもモモタロウ」
●講師 明治大学教授 諸富祥彦
友だち関係をテーマにした演劇と懇談
アプリコ
小学校低学年の子どもと保護者
先着100名
7月7日㈯午前10時〜11時30分
当日会場へ（午前9時30分受付開始。
消費者生活センター
抽選で 50組
保育は事前に電話で申し込み。1歳6 か
ともに◇
◇
月以上の未就学児、先着15名）
。
教育総務課教育地域力推進担当
問合先へ往復はがき（記入例参照。
5744−1535
は希望日と保育希望の有無、有りの場
☎5744−1447
合は子どもの氏名、ふりがな、年齢も
家庭教育学習会
明記）。区HP からも可。6月15日必着
小学校入学後プログラム
教育総務課教育地域力推進担当
子どもの力を伸ばすヒントについて （〒144−8623）
☎5744−1447
5744−1535
学びます。保育（1歳6 か月〜小学1年生、
先着各15名）
有り。

講演会
「子育ての 3 つのヒント」

日時、日程

会場

費用

定員

申込方法、申込先

問合先
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