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

種目 日程 会場

クレー射撃 9月13日㈰ 千葉県成田射撃場

少林寺拳法演武 9月20日㈰
大森スポーツセンター

バドミントン 中学生＝9月26日㈯、一般＝9月27日㈰

ゲートボール 10月4日㈰ 六郷橋緑地ゲートボール場

武術太極拳 11月23日㈷ 大田区総合体育館

区民スポーツ大会 　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。

●保険料について
　前年の所得に基づき東京都後期高齢者医療広域連合が年間保険料額を決定しま
す。令和2年度の所得割率は8.72％、均等割額は44,100円、限度額は64万円です。
また、保険料の軽減措置が段階的に本則に戻されることとなりました。詳細は同
封のお知らせをご確認ください。
●納付方法、延滞金について
　納付方法の決定（保険料の月割）は区が行っています。ご自身の納付方法は通知
書でご確認ください。特別徴収の方は口座振替に変更できます。納期限までに保
険料の納付がない場合、納期限の翌日から納付までの期間に応じて、延滞金が加
算されます。収入の減少による納付猶予などは問合先にご相談ください。
■問国保年金課　■FAX 5744－1677（共通）
　通知書・保険料額について＝後期高齢者医療資格担当　☎5744－1608
　保険料の納付・口座振替・延滞金について＝後期高齢者医療収納担当
　☎5744－1647

　保険料の納付方法に応じて、下表のとおり郵送しました。

令和2年度 後期高齢者医療保険料通知書を
7月中旬に郵送しました

障がい者施策推進会議
8月6日㈭午後1時30分〜2時45分
さぽーとぴあ
先着5名
当日会場へ　※手話通訳希望は7月29

日までに問合先へ電話かFAX
障害福祉課障害者支援担当

　☎5744－1700　 5744－1592

教育委員会定例会
①8月11日㈫②9月17日㈭

※いずれも午後2時から
①池上会館②ニッセイアロマスクエア

5階（蒲田5－37－1）
抽選で①112名②16名
当日会場へ　※手話通訳・要約筆記希

望は1週間前までに問合先へ電話
教育総務課庶務係

　☎5744－1422　 5744－1535

離婚と養育費にかかわる総合相談
　無料の弁護士相談です（1人1時間）。
離婚前後の生活相談もお受けします。
※会場は申し込みの際にお伝えします

未成年のお子さんの保護者
8月22日㈯午前10時〜午後4時
先着12名
8月7日までに問合先へ電話
福祉管理課調整担当 

　☎5744－1244　 5744－1520

明るい選挙のポスターを
描いてみよう！

区内在住・在学の小中学生・高校生
●紙の大きさ　四つ切りか八つ切り画用
紙　※画材は絵の具、紙、布など自由

9月11日までに作品（裏に学校名、学
年、氏名・ふりがなを明記）を学校へ提出

選挙管理委員会事務局庶務・開票担当
　☎5744－1462　 5744－1540

自衛官・学生などの募集
●募集種目　自衛官候補生・一般曹候補
生（18〜32歳）、防衛大学校学生など

自衛隊東京地方協力本部大田出張所　
　☎3733－6559

大田区立障害者福祉施設の
指定管理者

①就労継続支援B型事業所をすでに運
営している社会福祉法人②生活介護事業
所をすでに運営している社会福祉法人③
共同生活援助、短期入所をすでに運営し
ている社会福祉法人
●該当施設　①うめのき園(分場含む)、
しいのき園②久が原福祉園、新井宿福祉
園、池上福祉園③つばさホーム前の浦

所定の申込書（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

生涯学習に関する講師・指導者
　英会話、ヨガ、合唱など生涯学習に関
する講師・指導者を区HPや窓口で紹介し
ています。ボランティアや社会貢献として
生涯学習に関する知識などを提供できる
方を募集しています。詳細はお問い合わ
せください。

地域力推進課区民協働・生涯学習担当
　☎5744－1443　 5744－1518

大田区職員
　詳細は区HPをご覧ください。
1福祉（保育士・児童指導）

昭和58年4月2日〜平成13年4月1日生
まれで、次のいずれかに該当する方
①保育士の資格を有し、都道府県知事の
登録を受けている②児童指導員の資格を
有する　※いずれも取得見込み含む
●募集人数　10名程度
●第一次選考　8月23日㈰
2技能Ⅵ（作業Ⅲ）

昭和61年4月2日〜平成15年4月1日
生まれの方
●職務内容　清掃事業（ごみ収集）など
●募集人数　6名程度
●第一次選考　9月20日㈰

◇1 2ともに◇
所定の申込書（問合先で配布）を問合先

へ郵送か持参。17月31日28月28日
消印有効

人事課人事担当
　☎5744－1152　 5744－1507

「おおた地域力発見ガイド2020」
発行

　区内の地域活動を応援する事業が一覧
できる、これから始めたい方からベテラ
ンの方にまで役立つ冊子です。
●配布場所　micsおおた、こらぼ大森
など（区HPからも出力可）

地域力推進課区民協働・生涯学習担当
　☎5744－1204　 5744－1518

地域力応援基金助成の
実施事業が決まりました

　設立間もない区民活動団体を応援する
スタートアップ助成5事業、拡大拡充を
支援するステップアップ助成3事業が決
定しました。詳細は区HPをご覧くださ
い。

地域力推進課区民協働・生涯学習担当
　☎5744－1204　 5744－1518

文化財刊行物のご案内
●『大田区の文化財』第43集
　大田区の古民家調査報告書（1,000円）
●『大田区歴史散策ガイドブック』馬込・
新井宿編、池上・久が原編
　A5判のガイドブック（各100円）
●販売場所
　郷土博物館、区政情報コーナー

大田図書館文化財担当
　☎3777－1281　 3777－1283

住民基本台帳の閲覧状況の公表
　平成31年4月〜令和2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

コミュニティセンター羽田旭
体育室の使用休止

8月1〜31日　※床面補修工事のため
　☎ 3741－3969

アプリコの休館
7月29日、8月24日

※全館清掃のため
　☎5744－1600　 5744－1599

生涯学習相談会
　あなたに合ったサークル情報やイベン
ト、講座などの情報を紹介します。

8月4・14・18・28日、午前10時〜
午後2時　※1人30分ずつ

生涯学習センター蒲田
先着各8名

問合先へ電話
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1443　 5744－1518

龍子記念館　名作展
「旅行く心

龍子が描いた日本の風景」
8月23日㈰まで

●入館料　200円（子ども100円）。65
歳以上（要証明）と5歳以下は無料
※休館日はお問い合わせください

龍子記念館
　☎ 3772－0680

障がいのある方のための教室
区内在住で障がいのある方
①9月6日㈰午後1時30分〜3時＝健康

体操②10月4日㈰午後2時〜4時＝パソ
コン

さぽーとぴあ　
先着①15名②10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

技術指導講習会
CAD製図初級（3日制）

次の全てに該当する方
① 金 属 加 工 や 機 械 工 業 に 従 事 し、
Windowsの基本操作ができる
②機械図面の知識があり、業務上CAD
製図の基礎技能を必要とする

10月10・17・24日㈯午前9時15分〜 
午後4時30分

都立城南職業能力開発センター大田校
抽選で10名
4,000円
所定の応募用紙を（一社）大田工業連合

会（☎3737－0797　 3737－0799）へ 
連絡して入手しFAX。HP（http://www. 
ootakoren.com/）からも申込可。8月
31日必着

産業振興課工業振興担当
　☎5744－1376　 5744－1528

熊谷恒子記念館　かなの美展
「恒子が書く

日本古典文学の世界」
10月11日㈰まで

●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
※休館日はお問い合わせください

熊谷恒子記念館
　☎ 3773－0123

熊谷恒子「竹取物語」（部分）1934年頃

川端龍子「筏流し」1959年

保険料の納付方法 内容
① 特別徴収（年金からの差し引き） 納入通知書兼特別徴収決定通知書
② ①に該当せず、口座振替の手続きが未済 納入通知書、7月～翌3月分の納付書
③ ①に該当せず、口座振替の手続き済み 納入通知書

④ 納付書で納めていて10月以降①へ変更 納入通知書兼特別徴収決定通知書、
7～9月分の納付書

⑤ 口座振替の手続き済みで10月以降①へ変更 納入通知書兼特別徴収決定通知書

相　談

求　人

※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

3大田区報　令和 2（2020）年 7 月 21 日号

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。催しなどにご参加の際は、マスク着用などの感染症対策にご協力をお願いします。

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




