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。

各種休暇・社保完備）
●募集人員 10名程度
●選考方法 書類選考後、面接
履歴書（写真貼付）
、資格を証明する書
類（資格証書、卒業証書など）の写し、作
文（「児童の健全育成に際して心がけるこ
と」手書きで 400字程度）を子育て支援課
子育て支援担当へ郵送か持参。5月24日
必着
（〒144−8621大田区役所）
5744−1525
☎5744−1272

休館などのお知らせ
◆大田文化の森
5月9・13〜15日（情報館は 5月13〜
18日） ※清掃、設備点検などのため
3772−7300
☎3772−0700
◆消費者生活センター集会室の利用休止
10月2〜7日午後4時30分まで
※大田区生活展のため
3737−2936
☎3736−7711

参加・催し
認知症サポーター養成講座
特別出張所で開催します

工業統計調査
調査員証を携帯した調査員が訪問しま
す。インターネットか調査票での回答に
ご協力をお願いします。
※調査内容は統計法により厳重に保護さ
れます
区内の製造事業所
●実施時期 5月中旬〜6月中旬
地域力推進課統計調査係
5744−1518
☎5744−1186

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。詳細は区HP を
ご覧になるかお問い合わせください
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1250

5月は赤十字運動月間です
全国的に活動資金募集運動を行い、災
害救護や国際救援・血液事業などへ資金
が活用されます。自治会・町会の方がボ
ランティア（赤十字協賛委員）として各家
庭を訪問します。皆様のご理解・ご協力
をお願いします。
地域力推進課地域力推進担当
5744−1518
☎5744−1224

さぽーとぴあの催し
聴覚障がいについて知ろう
5月21日㈫午後1時30分〜4時30分
手話入門
6月10日㈪午後2時〜4時
ともに◇
◇
区内在住・在勤・在学の方
さぽーとぴあ
先着各30名
さぽーとぴあへ往復はがきか FAX か E
メール（記入例参照）
（〒143−0024中央4−30−11）
6303−7171
☎5728−9355
ota@tokyo-shuwacenter.or.jp

おおた区報11・21日号を
お届けします
11・21日号は、新聞折り込み、駅広
報スタンド、区施設、公衆浴場などで配
布していますが、要件を満たす方にはご
自宅へ配送しています。詳細はお問い合
わせください。
次の全てを満たす方
①区内在住②新聞を定期購読していない
③外出が困難である④インターネットな
どで区報を閲覧できない
問合先へ電話かはがきか FAX（
「区報
配送申込」
、〒住所、氏名、電話番号を
明記）
広聴広報課広報担当
☎5744−1132

ご存じですか？

保育（1歳以上の未就学児15名。1人500
円）希望はお子さんの名前、年齢も明記。
5月18日必着
エセナおおた
☎3766−4586
5764−0604
escena@escenaota.jp

5744−1503

世代や障がいの垣根を越えてタスキを
つなぐ選手たちを応援しましょう。観客
が楽しめるアトラクションもあります。
6月2日㈰午前10時〜午後2時
平和の森公園
当日会場へ
※5月18日まで、選手・ボランティアも
募集しています。詳細はおおたユニバー
サル駅伝大会事務局（☎5753−3860
5753−3861）へお問い合わせを
福祉管理課調整担当
5744−1520
☎5744−1242

●平成30年度中に付託された案件
事業者から「お宅の屋根が壊れているのが見えた」と工事を勧められ、契約した。
その工事後に軒工事も勧誘され、契約した。後日、
軒工事に対するクーリング・オフ通知を出した
が、事業者は工事を実施し、代金を請求してきた。

●講師 高橋龍太郎
6月21日㈮午後7時30分〜8時30分
大田区民プラザ
抽選で 500名
問合先へ往復はがき（記入例参照。1通
につき 1名分）問合先HP からも申込可。
6月7日必着
（公財）大田区文化振興協会
（〒146−0092下丸子3−1−3）
3750−1150
☎3750−1611

看護職就職相談会

大森 海苔のふるさと館企画展
船大工の仕事
−切る・削る・組む−

区内病院・介護事業所に就職や転職を
希望する看護職の方
6月8日㈯午後１時30分〜４時
アプリコ
当日会場へ
健康医療政策課地域医療政策担当
5744−1523
☎5744−1264

船 大 工 が 使 用 し た 道 具 と、 平 成8
（1996）年に大田区で行われたベカブネ
復元の記録写真を展示し、作業風景や技
術を紹介中。
7月15日㈷まで
大森 海苔のふるさと館
5471−0347
☎5471−0333

家庭教育講演会
子育ての 3 つのヒント
〜愛情期・しつけ期・見守り期で
大切なこと〜
もろとみよしひこ

●講師 諸富祥彦（明治大学教授）
子育て中の方
6月12日㈬午前10時〜11時30分
アプリコ
先着100名

ベカブネ復元の
記録写真より

私の役者人生

人権
講演会

〜人との絆 家族の大切さ〜
日 6月7日㈮午後2時〜3時45分

●講師 笹野高史（俳優）
対 区内在住・在勤・在学の方 会 アプリコ 定 先着1,400名
申 当日会場へ。保育
（1歳6か月以上の未就学児）希望は5月
20日までに問合先へ電話
問 人権・男女平等推進課人権・同和対策担当

大田区消費者被害救済委員会

区は、条例により消費者被害救済委員会を設置しています。消費者生活セン
ターに寄せられた相談のうち、区民の消費生活に影響を及ぼすと考えられる案
件について、区長が救済委員会に付託して「あっせん」が行われます。

OTA アート・プロジェクト
講演会「コレクターが語る
現代ア トの魅力」
現代アートの魅力」

おおたユニバーサル駅伝大会
おおたユニバ
サル駅伝大会

私らしいワークスタイルを創る
女性のための起業応援セミナー
起業に必要な心構えや、具体的な準備
について学びます。
区内在住・在勤で起業に興味のある女
性
5月28日㈫午前10時〜正午
先着40名
問合先へ FAX か Eメール（記入例参照）
。

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

夜間・休日のご相談は

☎5744−1148

FAX 5744−1556

高齢者 ほっと テレフォン

区役所が閉まっている時間帯に、高
齢の方の健康や介護・福祉に関する相談
を、保健福祉の専門資格を持つ相談員
がお受けします。

みなひと安心24時間

☎3773−3124

対 区内在住のおおむね65歳以上の方とその家族、関係者
日 午後5時〜翌日午前8時30分
（土・日曜、祝日、年末年始は24時間）
問 高齢福祉課高齢者支援担当

☎5744−1250

FAX 5744−1522

●付託案件のあっせん結果
委員会が事情を聴取した結果、双方が付託案
件の合意解決を望んでいることが判明しました。
委員会は「相談者が屋根工事代金全額と軒工
事契約代金の一部を支払う」という内容のあっ
せん案を提案したところ、当事者間であっせん
が成立しました。
消費生活のお困りごとは、消費者生活センターへご相談ください

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

参加者募集
対 区内在住の65
歳以上で、医師か
ら運動制限を受
けていない方
申 当日会場へ

会場
新井宿児童公園

開催日時
第2・4月曜

萩中公園
ふくし公園

午後2時〜3時
午前10時〜11時

第2・4木曜

矢口二丁目公園
本門寺公園

雨天時

午後2時〜3時
午前10時〜11時

第1・3金曜

午後2時〜3時

中止
第2木曜は嶺町集会室、
第4木曜は中止
中止
第1金曜は中止、第3金
曜は池上会館科学室

☎188

（土曜）午前9時〜午後5時 （日曜、祝日）午前10時〜午後4時

問 高齢福祉課高齢者支援担当

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

☎5744−1624

FAX 5744−1522
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