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。

暮

ら

し

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

の

就労継続支援Ｂ型事業所を既に運営し
ている社会福祉法人
申込書（区ＨＰから出力可）と必要書類
を問合先へ持参
障害福祉課障害者支援担当
☎5744−1639
5744−1592

（ふりがな）
がな）
❸ 氏名

情報箱

※費用が記入されて
いない催しなどは
原則無料です。

福 祉
東京都シルバーパスの更新は
9月1〜30日です
有効期限が令和元（2019）年9月30日
までのシルバーパスをお持ちの方へ、8
月下旬に更新書類を郵送します。更新希
望の方は忘れずにご確認ください。
※介護保険料納入通知書か課税（非課税）
証明書が必要な場合があります
（一社）東京バス協会 ☎5308−6950

年金・国保・後期高齢者医療
20歳前の傷病により
障害基礎年金を受けている方へ
障害基礎年金証書のコードが
「2650」
か
「6350」の方の、 所得状況届、 障害状態
確認届
（診断書）の提出方法・時期が変更
となりました。 詳細は日本年金機構から送
付されているお知らせをご確認ください。
日本年金機構大田年金事務所
☎3733−4141

❺ 電話番号
要事項
❻ その他必要事項

お知らせ

高齢受給者証を7月下旬に郵送します
医療機関などで支払う本人負担額の割
合を記載しています。75歳になるまで、
保険証とあわせてお使いください。一部
負担金の割合など、詳細は同封のチラシ
か区HPをご覧ください。
70〜74歳の国民健康保険加入者
国民健康保険料は必ず納めましょう
納期限内に納付してください。督促の
納期限後も滞納が続いた場合は、財産の
差し押さえなどの処分を受けることがあ
ります。延滞金も加算されます。
一時的な収入減などで納付が難しい方
はご相談ください。
本人確認書類、保険証、 は印
鑑
（スタンプ印不可） は病名が分かる
医師の証明を問合先へ持参
※平成31年1月2日以降に転入した方は、
前住所地の課税（非課税）証明書などが必
要な場合があります
国保年金課
5744−1516
（共通）
国保給付係 ☎5744−1211
国保資格係 ☎5744−1210
国保料収納担当 ☎5744−1697

住民基本台帳の閲覧状況の公表
平成30年4月〜31年3月分を公表して
います。閲覧申出者氏名、閲覧の目的な
どを区HP、区政情報コーナーでご覧に
なれます。
戸籍住民課戸籍住民担当
☎5744−1185
5744−1513

文化財刊行物のご案内
●
『大田区の埋蔵文化財』第24集＝平成
27年度に発掘調査された
「山王横穴墓
群」の成果を収録（1,000円）
●
『大田区歴史散策ガイドブック』大森・
山王編、鵜の木・矢口編＝地域ごとの文
化財を巡りながら学べる冊子
（各100円）
●販売場所 問合先、区政情報コーナー
郷土博物館
3777−1283
☎3777−1070

休館のお知らせ
◆龍子記念館・熊谷恒子記念館
7月16日㈫〜26日㈮
※展示替えなどのため
龍子記念館 ☎ 3772−0680
熊谷恒子記念館 ☎ 3773−0123
◆大森スポーツセンター
7月30日㈫〜8月1日㈭
※保守・修繕のため
5763−1314
☎5763−1311

後期高齢者医療保険に
加入している方へ

国民健康保険に加入している方へ
高額療養費の「限度額適用認定証」を
発行します
医療機関で保険証と一緒に提示する
と、保険診療分は医療機関ごとに自己負
担限度額までの負担となります。発行に
は申請が必要です。既に限度額適用認定
証があり、8月以降も引き続き利用を希
望する方も申請が必要です。 ※保険料
に未納があると発行できない場合有り
次のいずれかに該当する方
①69歳以下②住民税非課税世帯の70〜
74歳③住民税課税世帯の70〜74歳のう
ち「現役並みⅡ」
「現役並みⅠ」
の区分
「特定疾病療養受療証」
を発行します
医療機関の窓口で提示すると、1か月
の自己負担限度額が10,000円
（人工透析
を受けている慢性腎不全の69歳以下で
上位所得世帯の方は20,000円）になりま
す。受療証の有効期限が7月31日の方へ
は、7月下旬に郵送します。
次の疾病にかかり、長期にわたり継続
した治療が必要な方
①血友病②血液凝固因子製剤の投与に起
因するＨＩＶ感染症③人工透析が必要な
慢性腎不全

年）
（学年）
❹ 年齢

◆一部負担金の割合が変更になる方へ新
しい後期高齢者医療被保険者証を郵送し
ます
7月中旬に郵送します。8月1日以降に
お使いください。現在お持ちの被保険者
証は8月1日からは使用できません。
※一部負担金の割合に変更のない方への
郵送はありません。現在お持ちの被保険
者証が引き続き使用できます
国保年金課後期高齢者医療資格担当
☎5744−1608
5744−1677
◆
「限度額適用・標準負担額減額認定証」
「限度額適用認定証」を郵送します
後期高齢者医療被保険者で過去に認定
を受け、現在も資格のある方へ、7月下
旬に郵送します。
国保年金課後期高齢者医療給付担当
☎5744−1254
5744−1677

参加・催し
景観パネル展
大田区景観まちづくり賞の募集案内や
大田区景観計画についての展示
7月16日 ㈫ 午 前10時 〜31日 ㈬ 午 後3
時
区役所本庁舎3階
都市計画課都市計画担当
☎5744−1333
5744−1530

平和展
「いわさきちひろ展」
パネル展示やDVD上映会
区内在住・在勤・在学の方
①パネル展＝7月17日㈬〜8月20日㈫
②DVD上映会＝8月13日㈫午前10時30
分〜正午、午後5時30分〜7時
②先着各30名
当日会場へ

募 集
大田福祉作業所の指定管理者
大森西分場も含みます。詳細は区HP
をご覧ください。

ひとり親家庭・障がいのあるお子さんの保護者などへの助成制度
案内パンフレットは問合先、地域
庁舎、特別出張所などで配布してい
ます。詳細はお問い合わせください。
手当
①育成手当
（児童育成手当）
②ひとり親家庭等医療費助成

③児童扶養手当

対象など

支給期間

児童1人につき13,500 円
健康保険対象の医療費の自己負担分の一部を助成
ひとり親家庭
（生活保護受給者は対象外）
※父母が離婚、 父か母が死亡、 父か母から1
（全部）
42,910円
年以上遺棄、父か母が重度障がい、父か母が
（一部）
所得に応じて10,120円〜42,900円
DV保護命令を受けた、父母が未婚など
（加算額）
2人目5,070円〜10,140円、
3人目以降3,040円〜6,080円

④特別児童扶養手当

児童1人につき 重度 52,200円

⑤障害手当
（児童育成手当）

児童1人につき15,500円

③＝公的年金などが支給される場合は給付制限が
あります。ただし、公的年金などの額が児童扶養
手当よりも低い場合には、その差額分の手当が支
給されます。
④⑤＝診断書の障がいの状況によっては該当しな
いことがあります。
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児童が18歳に達し
た日の 属する年 度
末まで
※②③は重度の障
がいのある児童の
場合、20歳に達す
る日の前日まで

中度 34,770円 20歳未満で身体障害者手帳1〜3級程度（⑤は1 児童が20歳に達す
〜2級程度）
、愛の手帳1〜3度程度の児童
る日の前日まで

◆お済みですか？児童扶養手当・特別児童扶養手当 継続受給の手続き
引き続き受給するためには現況届の提出が必要です。該当する方へ8月上旬
に書類を郵送します。児童扶養手当は8月30日まで、特別児童扶養手当は9月
6日までに提出してください。
子育て支援課児童育成係 ☎5744−1274
5744−1525
対象

日時、日程

会場

費用

定員

申込方法、申込先

問合先

日本赤十字社の講習

大田市場夏休み親子見学会

救急法
「養成講習
（2日制）
」
急病や出血・骨折などけがの手当て
救急法基礎講習認定者
8月17日 ㈯・18日 ㈰ 午 前9時30分 〜
午後5時
1,900円
幼児安全法ワンポイント講習
子どもの心肺蘇生、AEDの使い方
9月19日 ㈭ 午 前10時30分 〜 午 後0時
30分
◇
ともに◇
大森赤十字病院
抽選で 40名 25名
※ は子連れ可
問合先HPから申し込み
※申込期限 7月25日 9月10日
日本赤十字社東京都支部健康安全課
☎5273−6746
http://www.tokyo.jrc.or.jp/

模擬せり体験、果物食べ比べ、マイナ
ス30度の冷蔵庫体験など。申込方法な
ど詳細は問合先HPをご覧ください。
●申込締切 8月1日
8月23日㈮午前9時〜正午
大田市場
▲ココからチェック
☎3790−8301

5764−0604

区民公開講座
若さを保つための膝関節痛との上手な
つきあい方を学びます。
●講師 順天堂大学教授 池田 浩
7月25日㈭午後2時〜3時
アプリコ
先着300名
当日会場へ
健康医療政策課地域医療政策担当
5744−1523
☎5744−1264

大田生活実習所芸術鑑賞会
「うたって、おどろう！コンサート」
7月26日㈮午後1時30分〜2時30分
先着30名程度
当日会場へ
大田生活実習所
3745−0945
☎3745−0878

子どもの表現講座
絵画・造形などを体験し、表現するこ
との楽しさや重要性を学びます。
区内在住の4・5歳と保護者
8月7日㈬午前10時〜11時30分
池上会館
先着30組
7月31日までに幼児教育センター幼児
教育担当へ電話かFAX
（記入例参照）
☎5744−1618
5744−1535

大田清掃工場夏休み親子見学会
清掃工場の見学と環境学習車によるご
み積み込み体験
区内在住の親子
8月10日㈯午前9時30分〜正午
先着50名
8月8日午後3時までに問合先へ電話
大田清掃工場
3799−5033
☎3799−7555

「川と干潟のみち」
干潟の生き物とふれあおう！
干潟に降りて、そこに暮らすカニなど
の生物を観察します。
8月18日㈰
午前10時〜正午
大師橋干潟
（萩中集会所集合）
抽選で30名
※小学生以下は保護者同伴
環 境 対 策 課 環 境 推 進 担 当（ 〒144−
8621大田区役所）へ往復はがき
（記入例
参照）
。電子申請も可。8月1日必着
☎5744−1365
5744−1532

こらぼ大森夏まつり
模擬店、区民活動団体の展示など
8月18日㈰午前10時20分〜午後3時
当日会場へ
こらぼ大森
5753−6560
☎5753−6616

夏休みアート・プログラム
「クレイア
ニメ！絵画のせかいへトリップ！」
粘土で作ったキャラクターを使って、
版画や名画をモチーフにコマ撮りアニ
メーションを作ります。
小学生
8月17日㈯①午前9時45分〜11時45
分②午後1時45分〜3時45分
アプリコ
500円
抽選で各25名
7月31日までに（公財）大田区
文化振興協会HPから申し込み
☎3750−1611
▲ココからチェック
3750−1150

җׄƵ¯ ་ߪ
郷土博物館

※所得制限があります
※児童が児童
（社会）福祉施設に入所しているときは対象になりません。ただし、
母子生活支援施設、保育園、児童発達支援センターなどの場合は対象になります
手当支給額（月額）

エセナおおた
☎3766−4586

電話で申し込み

夏休み子ども手話教室
小中学生
8月20日㈫・21日㈬午前10時〜正午
大田区社会福祉センター
先着各20名
おおた地域共生ボランティアセン
ターへEメールかFAX（記入例参照。参加
希望日も明記）
3736−5590
☎3736−5555
voc@ota-shakyo.jp

小学生以上

麦わら遊び ・大森麦わら張り細工

小学3年生以上

先着各30名

大麦の脱穀と麦粉菓子づくり

小学3年生以上

先着30名

多摩川台公園古墳探検ツアー

小学3年生以上と保護者

麦わら遊び ・ガラガラづくり

小学3年生以上

先着各30名

電話で申し込み

体験学習会名

親同士で悩みを話し合い、自分に合っ
た子育てを見つけます。
初めてのお子さんが①②8か月〜1歳6
か月③1歳5か月〜2歳4か月で、全日程
参加可能な方
①9月5日〜10月10日の木曜
（6日制）
②
9月11・18・25日 ㈬ ③10月17・24・31
日㈭ ※いずれも午前10時〜正午
①蓮沼児童館 ☎3738−9449
②南馬込三丁目児童館 ☎3773−7498

大森南

☎3744−8411

350円
400円

小学生以上
電話か来館

3744−8421

7月17日㈬午後3時30分〜4時30分

馬込

☎3775−5401

8月2日㈮午前10時〜午後4時

小学生以下

3775−5841

7月20日㈯午後3時〜4時

先着100名

中学生以上

8月24日㈯午後2時〜4時

羽田

先着50名

☎3745−3221

☎5471−0333

中学生以上
当日会場へ

3745−3229

7月27日㈯午後2時〜3時30分

8月22日㈭午前10時〜午後4時

てんてん

小学生以上
8月4日㈰午後2時〜4時
電話か来館。7月25日受付開始

大森東

先着60名

☎3763−9681

3298−6021

★夏休み子ども映画会 「新ざわざわ森のがんこちゃん1」ほか
小学生以下

8月3日㈯午後2時〜3時

多摩川

先着20名

☎3756−1251

浜辺の生き物探検隊

小学3年生以上

先着各20名

タペストリーをつくろう

小学3年生以上

先着20名

7月30日㈫午後1時30分〜3時30分

自然素材でフォトフレームづくり

小学3年生以上

先着20名

8月9日㈮午後1時30分〜3時30分

自由研究で海苔を調べよう

小学3年生以上

先着30名

フジツボを観察しよう

小学3年生以上

先着20名

小学生以下
（幼児は保護者同伴）

7月28日㈰、8月25日㈰いずれも午前9時30分〜午後0時30分

8月11日㈷午後1時〜4時
先着各40名

当日会場へ

3756−1745

★夏場に気をつける感染症について 暮らしの講座シリーズ（健康）
8月3日㈯午後2時〜3時

先着40名

電話か来館。7月12日受付開始

★夏休み子ども工作教室「オリジナルカードケース」
小学生以上で1人で作業できる方
電話か来館。7月22日受付開始

下丸子

8月5日㈪午後2時〜4時

☎3759−2454

先着10名

3759−2604

★真夏のコンサート

バイオリンとギターによるラテン音楽をお届け
①区内在住・在勤の方②小学生以下
8月4日㈰①午前10時30分〜11時②午前11時10分〜11時40分
先着各30名
当日会場へ

洗足池

☎3726−0401

3726−3268

★科学教室
「空気のなぞをたんけんする」
先着16名

☎3763−3633

3763−3781

☎3753−3343

入新井集会室

180円

3753−5642

★久が原シネマプラス

映画
「猫侍」の上映とミニカフェ
8月10日㈯午後2時〜5時
先着50名

高校生以上

☎3738−2459

当日会場へ

3736−9782

親子で楽しむ日本の歴史

8月25日㈰午前11時〜正午

先着20組

5471−0347
日時

100円

先着60名

★細川貂々・古今亭今いちの寄席講座

小学生と保護者
電話か来館

先着20組 7月21日㈰午後1時〜4時
100円

電話か来館

★大人の映画会 「滝沢秀明の火山探検紀行 巨大カルデラの謎に迫る」

★おしえて！やべけん先生

8月21日㈬午後1時〜4時
1,500円

当日会場へ

★講演会
「馬込の文士・画家と戦争」

蒲田

8月18日㈰午前10時〜正午

先着15組

先着30名

★なつやすみおたのしみ会

久が原

7月30日㈫、8月20日㈫いずれも午後1時〜4時

先着10組

Ⓒ大田区

★外国語でお話し会（パラグアイ） 外国語絵本の読み聞かせ

小学生
8月10日㈯午後2時〜4時
先着40名
来館。7月20日受付開始

7月26日㈮午後1時30分〜4時、
時
27日㈯午前9時30分〜正午、午後1時30分〜4時

対象・定員・費用

HP＝ホームページ

※未就学児は保護者同伴 ※申し込み・問い合わせ
は各館へ ※会場の記載がないものは各館で開催

各図書館の催し

★科学あそび教室「宇宙ってどんなとこ？」

小学生以上
（小学生は保護者同伴）

Eメールアドレス

図書館だより
図書
図書
書館
館だ
だよ
より
よ
り https://www.lib.city.ota.tokyo.jp/

入新井

ペーパークラフトで海苔とり舟をつくろう

貝がら工作

地域団体間の連携・協働を進める「つ
なぎ役」に必要なノウハウを学びます。

7月23日㈫午後1時〜4時

先着30名

小学4年生以上と保護者

大森 海苔のふるさと館

親支援プログラム

日時

先着30名

勾玉づくり

六郷のとんび凧づくり

働き方改革法の施行により、中小企業
が対応すべきことなどの講演。終了後、
希望者は社会保険労務士に個別相談でき
ます。
区内企業の経営者・人事担当者、関心
がある区内在住の方
8月27日㈫午後1時30分〜3時
区役所本庁舎2階
先着40事業者
（1事業者2名まで）
※個別相談は先着6事業者
8月20日までに人権・男女平等推進課
男女平等推進担当へFAX
（記入例参照。会
社名・所在地も明記）
。区HPからも申込可
☎5744−1610
5744−1556

3777−1283

まがたま

だこ

ワーク・ライフ・バランスセミナー

ভƃോ ǈԇƲż¯

൙Ҏ
対象・定員・費用

小学3年生以上

アフリカの基本情報や魅力などの入門
講座。詳細は問
問
合先HPをご覧く
く
ださい。
区内在住・在
在
勤・在学の方
8月24日㈯午後2時〜4時
午後2時〜4時
大森まちづくり推進施設
施設
5階
抽選で40名
7月21日までに問合先HPか
HPか
ら申し込み。問合先へ電話 かFAX（記入
例参照）も可
（一財）国際都市おおた協会
☎6410−7981
6410−7982
https://www.ota-goca.or.jp/

区民活動コーディネーター養成講座

小学生
8月4日㈰午後2時〜3時30分
電話か来館。7月12日受付開始

☎3777−1070

体験学習会名
麦わら遊び ・ホタルカゴづくり

国際理解講座
「となりのアフリカ」

日程・申込方法など詳細は区HPをご覧
ください。
自治会・町会、NPO・ボランティア
団体などで活動している方
9月から10回程度
消費者生活センターほか
選考で30名
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
☎5744−1204
5744−1518

③南六郷児童館 ☎3739−4452
先着各10名 ※保育有り
各会場へ電話
（③は8月21日受付開始）
子ども家庭支援センター地域子育て推
進係
3763−0199
☎5753−1153

8月18日㈰午後1時〜3時30分
8月22日㈭午前9時30分〜11時、午後1時30分〜3時

大田区観光PR特使 東京羽田ヴィッキーズが図書館にやってくる！
内容・定員など詳細は各館へお問い合わせください。
小学生以下
当日会場へ
①7月20日㈯＝大森南
（☎3744−8411）②7月28日㈰＝大森西（☎3763
−1191）③8月4日㈰＝浜竹（☎3741−1185）④8月24日㈯＝六郷（☎3732−
4445）
⑤8月24日㈯＝羽田
（☎3745−3221）
※いずれも午前10時から（③は午前10時30分から）

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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