まちかど News

おおたユニバーサル駅伝大会

今年のライトアップは3月3日で終了しました

出場
出場者募集
対 選 手＝小 学 生、60歳 以 上、視 覚・

聴覚・知的・精神障がいのある方、車
いすの方
伴走サポーター＝中学・高校生
日 6月2日㈰午前10時〜午後2時
会 平和の森公園
費 1,000円
（小中学生、高校生無料）
※昼食付き
定 先着150名
（チームは事務局で編成）
申 おおたユニバーサル駅伝大会事務局
（☎5753−3860 FAX 5753−3861
EM info@jusn.org）
へ電話かFAXかE
メール（記入例参照）5月18日必着
問 福祉管理課調整担当
☎ 5744−1242 FAX 5744−1520

梅と調和した優しい光が幻想的で厳かな夜を醸し出します。
次の梅の季節は夜の池上梅園を満喫してみませんか。

さぽーとぴあ へ行こう
イベント名

11月のOTAふれあいフェスタの日には大森ふるさとの浜辺公園（浜辺橋周辺）を
ライトアップ予定！ぜひご来場ください！

24時間 AED設置補助
申請する団体が所有する区内の施設に
AEDを購入・設置し、24時間誰でも使える
状態で設置する場合
●補助額 初期費用の2/3
（上限431,000円か466,000円）

5月10日、6月14日㈮午後6時〜6時45分

4月24日

野菜パンケーキと
にんじんゼリーを作ろう

5月18日㈯午後1時〜3時

4月24日

ヨガ講座

5月24日㈮午後6時〜6時45分

5月10日

ひんやり涼しげな
夏のキャンドル作り

6月9日㈰午前10時30分〜正午

ユニカールをやってみよう

6月9日㈰午後2時〜3時30分

事業者の方へ

5月22日

国の軽減税率対策補助金を
ご存じですか

消費税軽減税率制度への対応に必要となるレジの導入やシステム改修に対し、
補助を行っています。詳しくは問合先HPをご覧ください。
対 複数税率への対応を必要とする中小企業、小規模事業者など
●申請期限 受発注システムの改修等支援＝6月28日（改修期限 9月30日）
複数税率対応レジの導入等支援＝12月16日
（レジ導入・支払い期限 9月30日）
問 軽減税率対策補助金事務局
☎ 0120−398−111 http://kzt-hojo.jp/

区内で行う行事で、AEDを業者から借り
る場合
●助成額 費用の9割（上限14,000円）
対 区内在住・在勤の方が主催する団体
問 健康医療政策課庶務係

☎5744−1262

ダンス講座
（2日制）

区内在住・在勤・在学の方（10歳以下のお子さんは保護者同伴）、
区内在住・在勤・在学で障がいのある15歳以上の方（エプロン、三角巾、手
拭タオル持参）
費 350円 500円 定
抽選で各15名 抽選で6名
抽選で各12名
申 問合先へ電話かFAX
（記入例参照）
※手話通訳希望は申し込み時にお伝えください
問 さぽーとぴあ ☎ 5728−9434 FAX 5728−9438

AED短期レンタル費用助成

24時間 AEDの設置例

申込締切

対

AED設置・レンタル費用の一部を補助します！
条 件・申 込 方 法
など詳細はお問い
合わせください。

開催日時

FAX 5744−1523

大型連休中は窓口開設時間などにご注意ください
（4月27日〜5月6日）
区役所の各窓口は、通常の土・日曜、
休日と同様の対応となります。区役
所窓口での手続きを予定している方
は、お早めに手続きいただくか、各
担当窓口までお問い合わせをお願い
いたします。
※資源とごみの収集も通常通りです

区役所本庁舎1階 戸籍住民窓口（休日窓口）
戸籍・住民票などに関する証明書の発行、戸籍届書の受領
日 4月27・28日、5月4・5日の土・日曜、午前9時〜午後5時
（5月4・5日は住所異動届もお預かりします）
※上記日時以外に出される戸籍届書は、区役所本庁舎宿直室で
お預かりします
問 戸籍住民課戸籍住民担当 ☎5744−1185 FAX 5744−1513

区内医療機関の夜間・休日診療
※必ず電話連絡をしてからおでかけください

外科
診療時間：日曜＝午前 9 時〜午後 4 時 30 分
大森医師会診療所（中央 4−31−14）

☎3772−2402

接骨
（ほねつぎ）
施術時間：日曜、祝日＝午前 9 時〜午後 5 時
東京都柔道整復師会大田支部
☎090−3542−3896
眼科
診療時間：日曜、祝日＝午前 9 時〜翌日午前 9 時
月〜金曜＝午後 5 時〜翌日午前 9 時
土曜＝正午〜翌日午前 9 時（近隣の開業医で受診可能な時間には
そちらをご案内することがあります）
診療曜日・医療機関
日・月・水・土曜 東邦大学医療センター大森病院 ☎3762−4151
☎3784−8383
日・火・金・土曜 昭和大学病院附属東病院
木曜 保健医療公社荏原病院
☎5734−8000
4 大田区報 平成 31 年 4 月 1 日号

休日保育 ※27日㈯は通常保育です
対 認可保育園などに在園し、保護者の就労で家庭保育が受けら
れない満1歳以上のお子さん（特別な配慮が必要な場合を除く）
定 1日あたり各園10名
申 利用日の2週間前までに実施園
（雪谷保育園☎3726−1583、
新蒲田保育園☎3734−1020）に電話
問 保育サービス課管理係 ☎5744−1279 FAX 5744−1715

歯痛

小児科、内科
診療時間：日曜、祝日＝午前 9 時〜午後 9時 30分
土曜＝午後 5時〜9時 30分
大森医師会診療所（中央 4−31−14） ☎3772−2402
田園調布医師会診療所
（石川町 2−7−1）
☎3728−6671
※土曜を除く
蒲田医師会診療所
（蒲田 4−24−12） ☎3732−0191

診療時間：日曜、祝日＝午前 9 時〜午後 5 時
（受付は午後 4 時 30 分まで）
大森歯科医師会館（池上 4−19−7）
☎3754−8648
蒲田歯科医師会館
（新蒲田 1−4−14）
☎3731−9282

その他の医療機関案内（24 時間受付）

小児科
診療時間：月〜金曜（祝日を除く）
＝午後7時45分〜10時45分
大田区子ども平日夜間救急室
（大森西 6−11−１）
東邦大学医療センター大森病院3号館内 ☎3762−4151

薬（処方せん調剤）

日時、日程

救急車を呼んだほうがいいか迷ったら
（24時間受付）

取り扱い時間：日曜、祝日＝午前9時〜午後10時
土曜＝午後5時〜10時
大森地区
大森会営薬局（中央 3−1−3）
☎3774−7721
田園調布地区 ※土曜を除く
☎3728−3231
ゆきがや薬局
（東雪谷 5−1−1）
蒲田地区
蒲田薬局
（蒲田 4−38−5）
☎3732−1291
対象

●東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」
☎5272−0303

会場

費用

定員

●東京消防庁救急相談サービス
「救急相談センター」 ☎＃7119
※ダイヤル回線のときは ☎3212−2323

子供の健康相談室（小児救急相談）
開設時間：月〜金曜＝午後 6 時〜11 時
土・日曜、祝日＝午前 9 時〜午後 11 時
●子供の健康相談室 ☎＃8000
※ダイヤル回線のときは ☎5285−8898
申込方法、申込先

問合先 HP＝ホームページ

