
消費生活のお困りごとは、消費者生活センターにご相談ください
消費者相談専用電話　☎3736－0123

（月～金曜）午前9時～午後4時30分　※祝日、年末年始を除く 

土・日曜、祝日は、国・都の機関がお受けします
消費者ホットライン　☎188

（土曜）午前9時～午後5時　（日曜、祝日）午前10時～午後4時 

「1回だけのお試しのつもり」が、定期購入に
消費者相談

　お試し価格のサプリメントをインターネッ
トで申し込み、商品を受け取った。続けて買
いたいとは思わずそのままにしていたら、翌
月も商品が配達され、お試し価格の3倍以上
の値段を請求された。
　事業者に問い合わせると、4回購入が条件
の定期購入だった。広告に購入条件が書かれ
ていたようだが、注文時には気付かなかった。

●「定期購入」などの条件について契約内容をしっかり確認しましょう
●契約時の画面のスクリーンショットや事業者の連絡先などを記録に残しておき
ましょう

●通信販売はクーリング・オフ制度がないため、解約・返品の条件などの事前確
認をしっかりしましょう

相談事例

被害防止のために

（公財）大田区スポーツ協会
☎5471－8787　 5471－8789　https://www.sportsota.or.jp/

区民スポーツ大会
種目 日程 会場

軟式野球 8月23日㈰〜11月8日㈰ 多摩川緑地野球場

水泳 9月6日㈰ 平和島公園プール

テニス（ダブルス） 9月5日㈯〜10月11日㈰ 本羽田公園庭球場ほか

　申込期限があります。申込先など詳細
は問合先HPをご覧ください。

区立保育園　夏季保育補助員
　保育士の補助（資格不要）。詳細は募集
案内（問合先で配布。区HPからも出力可）
をご覧ください。
●申込締切　5月29日
●勤務期間　7月上旬〜8月下旬
●勤務場所　区立直営保育園28園

保育サービス課保育職員担当
☎5744－1278 5744－1715

令和元年度
包括外部監査結果報告書を

閲覧できます
●監査のテーマ　スポーツ推進に関する
事務の執行について
●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

総務課内部統制推進担当
☎5744－1160 5744－1505

保育人材情報サイト
「おおた ほいく・ぽ〜と」を

ご活用ください
　区内保育園などへ就職をお考えの方向
けの求人情報や、新規施設、
各種研修などの情報を発信
します。

保育サービス課保育サー
ビス基盤担当

☎5744－1277 5744－1715

令和2年1月1日現在の
地価公示価格を閲覧できます

　問合先、国土交通省HPで閲覧できます。
経理管財課土地対策担当

　☎5744－1166　 5744－1508

流通センター駅前自転車駐車場
7月1日から有料化

●所在地　平和島六丁目二番先
●利用料金（24時間につき）
自転車＝100円、原動機付自転車＝200
円、自動二輪車＝300円

地域基盤整備第一課自転車対策担当
　☎5764－0630　 5764－0633

東京都議会議員補欠選挙
立候補予定者説明会

　7月5日執行の選挙に立候補予定の方
はご出席ください。
※出席者は立候補予定者1名につき2名
以内。責任者の印鑑をお持ちください

5月24日㈰午後2時から
区役所本庁舎11階
問合先へ電話
選挙管理委員会事務局庶務・開票担当
☎5744－1462 5744－1540

マイナンバー通知カード廃止
マイナンバー通知カードは、法令な

どの改正により、5月25日に廃止されま
す。「住所・氏名等券面変更の手続き（通
知カードの住所・氏名等変更）」「通知カー
ドの再交付申請」ができなくなるのでご
注意ください。

戸籍住民課戸籍住民担当
　☎5744－1185　 5744－1513

工業統計調査
　調査員証を携帯した調査員が訪問しま
す。インターネットか郵送での回答にご
協力をお願いします。
※今回は調査員による回収はありません

区内の製造業事業所
●実施時期　5月中旬〜6月中旬

地域力推進課統計調査係
☎5744－1186 5744－1518

教科書展示会
　令和3年度使用中学校教科書の展示。
会場で、区民の皆さまのご意見を募集し
ます。

6月1日㈪〜30日㈫
区役所本庁舎3階、大森第二中学校、

池上会館
教育総務部指導課
☎5744－1435 5744－1665

大森スポーツセンターの休館
6月3日㈬　※保守・修繕のため

　☎5763－1311　 5763－1314

消費者生活センター集会室の
利用休止

9月30日㈬〜10月5日㈪午後4時30分

※大田区生活展のため
☎3736－7711 3737－2936

認知症サポーター養成講座
特別出張所で開催します

　認知症の方やそ
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
症の方と接するときの心構えなどを90
分の講座で学びます。受講者には認知症
サポーターの目印「オレンジリング」をお
渡しします。
　詳細はお問い合わせいただくか区HP
をご覧ください。

高齢福祉課高齢者支援担当
　☎5744－1250　 5744－1522

自分も相手もたいせつにする方法
〜アンガーマネジメントの

視点から〜
　円滑なコミュニケーションや自分の気
持ちの整理の仕方を学び合います。

区内在住・在勤・在学でおおむね45
歳以下の方

7月10・17日㈮午後7時〜9時
消費者生活センター　 抽選で20名
問合先へ往復はがき（記入例参照。手

話通訳・要約筆記希望はその旨も明記）。
6月4日必着。電子申請も可

地域力推進課区民協働・生涯学習担当
（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1443　 5744－1518

大森 海苔のふるさと館
「あみあみペットボトル

ホルダーづくり」
　海苔網の編み方を応用し、ペットボト
ルを持ち歩く小さな袋づくりをします。

小学5年生以上
6月21日㈰午後1時〜4時
先着18名
問合先へ電話

大森 海苔のふるさと館
☎5471－0333 5471－0347

博物館講座「大森厳正寺と水止舞」
講義編・まち歩き編

　民俗芸能における大森厳正寺の水止舞
の位置付けを考えます。
●講師　神田より子（敬和学園大学名誉
教授）

①講義編＝6月21日㈰午後2時〜4時
30分
②まち歩き編＝6月28日㈰午前9時〜正
午

①問合先②大森厳正寺とその周辺
先着①100名②30名
①当日会場へ②問合先へ電話
郷土博物館
☎3777－1070 3777－1283

子どものおこづかい
どうしている？

〜キャッシュレス時代の
見えないお金との関わり〜

　電子マネーやネット決済など、家庭で
のお金教育の実践方法を学ぶ講演会
●講師　吉田淳子（東京都金融広報委員
会金融広報アドバイザー）

小中学生の保護者
6月23日㈫午前10時〜正午　
アプリコ　 先着100名
当日会場へ。保育（1歳6か月以上の未

就学児先着15名）希望は問合先へ電話
教育総務課教育地域力推進担当

　☎5744－1447　 5744－1535

障がいのある方のための
健康体操教室

区内在住で障がいのある方
7月5日㈰午後1時30分〜3時
さぽーとぴあ　 先着15名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
上池台障害者福祉会館

　☎3728－3111　 3726－6677

都立城南特別支援学校
ボランティア養成講座（4日制）

　障がいのある子どもの理解、障がい児
スポーツなど。各時間など詳細はお問い
合わせください。

高校生以上
9月5・12日、10月24日、12月12日

㈯
220円　 先着25名
問合先へ電話。8月7日締め切り

都立城南特別支援学校
　☎3734－6308

産業のまち発見隊
ものづくり体験

区内在住・在学の小学4〜6年生と保
護者

8月20日㈭午前9時〜午後4時30分
※会場はお問い合わせください

抽選で24組
（一社）大田工業連合会HP（http://www.

ootakoren.com/）から申し込み。6月
22日必着

産業振興課工業振興担当
　☎5744－1376　 5744－1528

親子で楽しむ
「ロボット作り教室」in2020
区内在住・在学の小学1〜4年生と保

護者
8月22日㈯・23日㈰午前10時〜午後

4時
産業プラザ
5,000円　 抽選で各100組

（一社）大田工業連合会HP（http://www. 
ootakoren.com/）から申し込み。6月
22日必着

産業振興課工業振興担当
　☎5744－1376　 5744－1528

▲
詳細はコチラ

オレンジリング

※費用が記入されて
　いない催しなどは
　原則無料です

はがきなどで
申し込む場合
の記入例

情報箱
暮 ら

し の ❶
❷
❸
❹
❺
❻

催しなどの名称
〒住所
氏名（ふりがな）
年齢（学年）
電話番号
その他必要事項
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新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。詳細はお問い合わせいただくか区HPをご覧ください。

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




