区報作成時点で元号が改められていないため、元号表記を平成のまま用いています。

勝海舟記念館
窓口業務等委託事業者
勝海舟記念館の窓口・ミュージアム
ショップ業務の委託事業者を募集します。
詳細は 4月15日に区HP に掲載します。
文化振興課勝海舟記念館開設準備担当
5744−1539
☎5744−1653

青少年問題協議会委員
●任期 7月1日〜平成33（2021）年6月
30日
●募集人員 2名
●選考方法 書類選考と面接
区内在住・在勤で青少年問題に関心・
熱意のある方
所定の用紙（特別出張所、図書館で配
布。区HP からも出力可）を地域力推進課
青少年担当へ郵送か持参。5月10日必着
5744−1518
☎5744−1223

清掃・リサイクル協議会委員
●任期 7月〜平成33（2021）
年6月
●募集人員 4名
●選考方法 書類選考と面接
区内在住の 18歳以上で、資源やごみ
について関心のある方
所定の用紙（清掃事務所、問合先で配
布。区HP からも出力可）を問合先へ郵送
か持参。4月26日必着
清掃事業課清掃リサイクル担当
5744−1550
☎5744−1374

地域力応援基金助成
公益的で地域社会に貢献する、区民対
象の非営利事業に助成金を交付します。
スタートアップ助成
オーちゃんネットに登録し、設立から
おおむね 5年以内の団体が 3月末までに
行う事業
●助成金額 1団体あたり 20万円まで
ステップアップ助成
オーちゃんネットに登録し、設立から
3年以上の団体が 3月末までに行う事業
●助成金額 1団体あたり 40万円まで
ともに◇
◇
●説明会 4月5日㈮午後6時30分から、
消費者生活センター。当日会場へ
事前連絡のうえ、所定の申請書（問合
先で配布、区HP からも出力可）に必要書
類を添付し、問合先へ持参
●申請期間 4月5〜19日午後5時必着
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
5744−1518
☎5744−1204

大田の観光にぎわい創出事業
補助金
大田の観光資源を活用し、新たな地域
のにぎわいを創出する次の事業に対し、
費用の一部を補助します。補助額など詳
細は区HP をご覧ください。
①新たな水辺のにぎわいを創出する事業
②新たな地域のにぎわいを創出する事業
③産業観光受入環境整備事業
4月1〜26日に所定の申請書（区HP か
ら出力可）を問合先に持参
観光課観光振興担当
5744−1323
☎5744−1322

「エセナフォーラム2019」
ワークショップ・展示発表団体
6月30日㈰のフォーラムで男女共同参
画に関する活動について発表を希望する
団体は、説明会へ参加してください。
区内で活動する 3名以上の団体（営利・
宗教・政治活動団体は不可）
4月20日㈯午前10時30分から
申込書（問合先か問合先HP で入手可）
を問合先へ提出。4月12日必着
エセナおおた
5764−0604
☎3766−4586
http://www.escenaota.jp/

おおた介護のお仕事
定例就職面接会
区内事業者6〜10社が参加します。詳
細は区HP をご覧ください。
4 月 10 日、5 月 8 日、6 月 12 日、7 月
10日、9月11日の水曜
●受付時間 午後2時〜4時
ハローワーク大森
当日会場へ
介護保険課介護サービス担当
5744−1551
☎5744−1655

特別区
（東京23区）
職員Ⅰ類
【一般・新方式】
詳細は採用試験案内（問合先、特別区
人事委員会で配布）をご覧ください。
●第一次試験日 5月5日㈷
●申込方法・期限
インターネット＝4月4日受信有効
※郵送は 4月2日消印有効
人事課人事担当
5744−1507
☎5744−1152

区立中学校の柔道指導員
1日4〜5時間、授業で教員と指導。詳
細はお問い合わせください。
大学生で柔道二段以上の方
●期間 9月〜平成32
（2020）
年3月
（予定）
●謝礼 1時間3,000円（源泉徴収有り）
教育総務部指導課
5744−1665
☎5744−1435

中学生以上
4月30日㉁午前
10時〜午後4時
400円
先着20名
4月2日午前8時
30分から問合先へ電話
郷土博物館
3777−1283
☎3777−1070

みちくさウォーク
in 平和の森公園
生垣・植栽帯造成助成制度
生垣を造成する方への費用助成の対象
を 4月から植栽帯（花壇など）にも拡大し
ます。詳細はお問い合わせください。
環境対策課環境推進担当
5744−1532
☎5744−1365

平成31
（2019）
年度
大田区食品衛生監視指導計画
食の安全・安心確保のため、区の食品
衛生監視員が行う監視指導の内容につい
てまとめました。区政情報コーナー、問
合先、区HP で閲覧できます。
生活衛生課食品衛生担当
5764−0711
☎5764−0698

休館などのお知らせ
◆大森スポーツセンターの休館
4月21・22日 ※選挙のため
5763−1314
☎5763−1311
◆大田区総合体育館アリーナの使用停止
4月22日〜7月4日 ※工事のため
5703−1105
☎5480−6688

参加・催し
春の生涯学習相談会
区民ボランティアが、あなたに合った
サークル・講座の情報などを紹介します。
①4月9・23日㈫、5月24日㈮午前10
時〜正午②4月19日、5月10日㈮5月28
日㈫午後2時〜4時③5月14日㈫・15日
㈬午前10時〜午後4時
①②生涯学習センター蒲田
③区役所本庁舎1階
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
5744−1518
☎5744−1443

体験講座
「大森麦わら象嵌細工」
ぞうがんざい く

染色した麦わらを使い、象嵌技法の額
絵を作ります。

みちくさ部長こと佐々木知幸さんから
平和の森公園の植物について学びます。
5月2日㉁午前10時〜正午
先着20名
4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

山王草堂・尾﨑士郎記念館見学
毎月第1土曜、学芸員がご案内します。
●山王草堂記念館＝午後1時から
●尾﨑士郎記念館＝午後2時から
当日会場へ
龍子記念館 ☎ 3772−0680

熊谷恒子記念館 かなの美展
「筆線の連なり
現代女流書展の追憶」
4月27日 ㈯ 〜
7月15日 ㈷ 午 前
9時〜午後4時30
分
●ギャラリートー
クと庭園案内
5 月 4・25 日、
6 月 29 日、7 月 「夜をこめて（正岡子規）」
昭和56（1981）年
13日 ㈯ 午 後1時
から
●入館料 100円
（子ども 50円）
※65歳以上（要証明）と 5歳以下は無料
熊谷恒子記念館
☎ 3773−0123

初級点字講習会
（20日制）
区内在住で視覚に障がいのある方
5月10日〜10月11日の金曜
午後1時30分〜3時30分
（8月9・16・23
日を除く）
12名
（初めての方優先）
問合先へ電話か FAX
（記入例参照）
さぽーとぴあ
5728−9438
☎5728−9434

高齢者 とその ご家族 の方へ
もしものときに安心！
か？
高齢者見守りキーホルダーに登録しませんか？

家族介護者支援ホームヘルプサービス

在宅介護中のご家族をサポートするため、ヘルパーを派遣します。介護保険で
は認められないサービスでも一部利用できます。詳細はお問い合わせください。
緊急連絡先や医療情報などを事前に登録いただくと、医療機関
機関
対 区内在住で要介護4・5と認定され、家族に居宅で介護を受けている方
や警察からの照会に迅速に対応できます。登録者には無料で登録
登録
●サービス内容 掃除、洗濯、調理・配膳・片付け、食事・服薬の介助、排せつの介助、
番号などが入ったキーホルダーとマグネットをお渡しします。
入浴・清拭・着替えの介助、見守り・話し相手、通院や病院内での介助（待ち時間
対 区内在住で65歳以上の方
における付添いなど）、買い物・散歩などの外出介助など
申 管轄の地域包括支援センターへ緊急連絡先、服薬内容などが分かるものを持参
分かるものを持
●利用時間 午前8時〜午後8時。1回1時間単位。年間24時間以内。
在宅のねたきり高齢者への支援
●利用料金 1時間400円から（利用時間により異なります）
65歳以上で在宅の常時ねたきりの方に、出張理・美容券、寝台自動車利用助成券、 申 問合先へ来所
健康回復利用券（はり・きゅう・マッサージ）を支給します。ご利用には申し込み
高齢者自立支援住宅改修助成の自己負担が変わりました
が必要です。詳細はお問い合わせください。
4月1日から介護保険の負担割合に準じて1〜3割になりました。
※要介護3以上で平成30年度に利用があった方には、同じ券を郵送します
※助成対象限度額に変更はありません
申 管轄の地域包括支援センターへ来所
ともに◇
◇
◇
ともに◇
問
地域包括支援センター
問 高齢福祉課高齢者支援担当 ☎5744−1250 FAX 5744−1522
地域福祉課高齢者地域支援担当
認知症高齢者グループホーム家賃等助成制度
大森 ☎5764−0658 FAX 5764−0659
生計が困難な方が対象のグループホームを利用した場合に、申請により家賃など
調布 ☎3726−6031 FAX 3726−5070
を軽減します。条件や申請方法など詳細はお問い合わせください。
蒲田 ☎5713−1508 FAX 5713−1509
問 介護保険課給付担当 ☎5744−1622 FAX 5744−1551
糀谷 ☎3741−6525 FAX 6423−8838
せいしき

はがきなどの記入例 ①催しなどの名称 ②〒住所 ③氏名
（ふりがな） ④年齢
（学年） ⑤電話番号 ⑥その他必要事項
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