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情報箱
国保・後期高齢者医療
国民健康保険・後期高齢者医療
制度に加入している方へ

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

（ふりがな）
❸ 氏名

※費用が記入されて
いない催しなどは
原則無料です。

❺ 電話番号

民営化などに伴う事業者

聴

大田区景観審議会
9月18日㈬午後3時から
区役所本庁舎5階
先着20名
当日会場へ
都市計画課都市計画担当
5744－1530
☎5744－1333

募

集

永年勤続従業員表彰
区内の同一中小企業に勤務し、企業が
属する団体が推薦する次のいずれかに該
当する方
（団体未加盟企業に勤務する方は
事業主の推薦）①工業関係＝勤続15年
②商業関係＝勤続10年
所定の推薦書
（問合先で配布。 区HPか
らも出力可）
を問合先へ持参か郵送
●受付期間 9月2〜30日
産業振興課産業振興担当
☎5744－1363
5744－1528

大田区生活展
「子どもフリーマーケット」
の出店者

な

か

だ

よ

し

え

8月27日 ㈫ ～12月24日 ㈫ 午 前9時 ～
午後10時
アプリコ
▲︎詳細は
（公財）大田区文化振興協会
コチラ
☎5744－1600
5744－1599

子育てママのための
再就職準備セミナー
区内在住の子育て中の方
9月6日㈮午後2時～3時
エセナおおた
抽選で6名
8月30日までに問合先へ電話
ハローワーク大森 ☎5493－8612

高齢者の就職のために

重点的に推進する事業や新たに取り組
む事業を中心とした
「おおた重点プログラ
ム」
を策定しました。 詳細は区HPをご覧く
ださい。
企画課政策・企画担当
☎5744－1735
5744－1502

新基本計画策定に向け
区民ワークショップを行います

尿もれ予防体操と筋力アップ教室
(2日制)

大田区の新たな基本計画の策定に向け、
区民参加型のワークショップを行います。
平成16年4月1日以前に生まれた区内
在住の方 ※無作為抽出により案内を送
付します
企画課政策・企画担当
☎5744－1735
5744－1502

区内在住で尿もれが気になる方
9月12・26日㈭午後2時～3時30分
蒲田地域庁舎
先着30名
蒲田地域福祉課高齢者地域支援担当へ
電話
☎ 5713－1508
5713－1509

おおた重点プログラム
（令和元年度～2年度）

大田区禁煙外来マップを
作成しました！
禁煙は医療機関での治療を利用すると
成功しやすくなります。 禁煙をお考えの方
はぜひご活用ください。
健康づくり課健康づくり担当
☎ 5744－1683
▲詳細は
コチラ︎
5744－1523

大田区災害時医療フォーラム
これまでの災害の教訓から災害時の備
えについて学びます。
9月14日㈯午後1時30分～5時
大田文化の森
先着250名
当日会場へ
健康医療政策課地域医療政策担当
☎5744－1264
5744－1523

公園プールの休場

ミュージアム・トーク
「馬込文士と歴史小説」

◆平和島公園プール＝9月2日㈪～13日㈮
◆東調布公園プール＝9月2日㈪～9日㈪
◆萩中公園プール＝9月2日㈪～9日㈪
道路公園課公園管理担当
☎5744－1319
5744－1527

学芸員が展示解説と講座を行います。
9月14日㈯午後2時～4時
先着30名
当日会場へ
郷土博物館
☎3777－1070
3777－1283

●出店できる物＝食品や医薬品を除く、
持ち運びができる物
区内在住の小学生と保護者
大規模小売店舗出店計画書の縦覧
10月6日㈰午前10時～午後3時
先着8組
問合先へ電話
次の店舗の出店が生活環境に与える影
消費者生活センター
響について、意見書を提出できます。
☎ 3736－7711
●名称 （仮称）
大田区西馬込二丁目計画
3737－2936
（西馬込二丁目30番2）
（550㎡）
●縦覧場所・意見書提出先 産業振興課
産業振興担当
（11月20日まで）
☎5744－1363
5744－1528
2 大田区報 令和元（2019）年 8 月 21 日号

アプリコ・アートギャラリー
「仲田好江 光の趣き」

1 再就職等支援セミナー
応募書類の書き方＝9月10日㈫、面接
の極意＝9月11日㈬
※いずれも午後2時～4時
大田区社会福祉センター
先着各30名
9月9日までに問合先へ電話
2 合同就職面接会
9月19日㈭午後1時30分から
（午後3時
30分まで受付）
産業プラザ
先着100名
履歴書持参の上、当日会場へ
◇1 2ともに◇
おおむね55歳以上の方
大田区いきいきしごとステーション
5713－3602
☎5713－3600

乳がん自己触診のすすめ

傍

詳細は区HPをご覧ください。
8月25日㈰午前9時30分～午後4時
池上会館、池上小学校ほか
池上特別出張所
☎3752－3441
3752－4759

❻ その他必要事項

◆交通事故などに遭ったときは
治療費は原則、加害者が負担すべきも
のですが、 届け出により国民健康保険、
後期高齢者医療制度を利用できます。
●必ず警察に届け出を
●治療を受けるときは問合先へ連絡を
大田区職員
（看護師）
◆医療費の一部負担金の減免制度
災害など特別な事情で医療費を支払え
詳細は選考案内（問合先で配布）か区
なくなった場合、 一部負担金を免除か減
HPをご覧ください。
額することができます。
昭 和50年4月2日 以 降 に 生 ま れ た 方
※詳細はお問い合わせください
で 看 護 師 の 免 許 を 有 す る 方 ※ 令 和2
国保年金課
（2020）年3月31日までに取得見込みの
国民健康保険＝国保給付係
方を含む
☎5744－1211
5744－1516
●一次選考 10月6日㈰
後期高齢者医療制度
●募集人数 若干名
＝後期高齢者医療給付担当
●採用予定日 令和2（2020）年4月1日
☎5744－1254
5744－1677
所定の申込書
（問合先で配布）
を問合先
へ郵送か持参。9月11日消印有効
健 康
人事課人事担当
☎5744－1152
5744－1507
乳がんは初期症状がほとんどありませ
ん。 早期発見のため、30歳を過ぎたら乳
房の自己チェックをしましょう。
けい
※乳がん・子宮頸がん検診対象
となる方へ、6月中旬に案内を
郵送しました
▲詳細は
コチラ︎
健康づくり課健康づくり担当
☎5744－1265
5744－1523

池上まつり

（学年）
❹ 年齢

詳細は区HPをご覧ください。
●対象保育園
①東六郷②東糀谷③大森北六丁目
●運営開始日 令和3（2021）年4月1日
保育サービス課保育サービス基盤担当
☎5744－1277
5744－1715

問合先へ電話かFAX
（記入例参照）
キッズな大森
☎5753－1153
3763－0199

参加・催し

対象

日時

子育て講座
「パパ・ママが元気に
なる！子育てのコツ」
区内在住・在勤のおおむね1歳〜小学
3年生のお子さんの保護者、子育て支援者
9月27日㈮午前10時〜11時45分
入新井集会室
先着30名。 保育有り
（1歳以上の未就
学児先着20名。 1人500円）
会場

費用

定員

申込方法

問合先

デコパージュ教室
10月2日㈬午後2時～4時
1,500円
先着20名
問合先へ電話か来所
馬込区民センター
☎3775－2308
3775－2364

障がいのある方のための教室
区内在住の障がいのある方と家族
①パソコン＝10月13日㈰午後2時～4
時②編み物＝10月21日㈪、11月18日㈪
③俳句＝10月16日㈬、11月20日㈬④絵
画＝11月7日㈭
※②～④は午前10時～正午
さぽーとぴあ
先着①10名②～④各20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

秋のロボットセミナー
オリジナルロボット作りに挑戦！
区内在住・在学の小学5～中学2年生
10月19日㈯午前9時～午後3時
東京都立産業技術高等専門学校
（品川
区東大井1－10－40）
5,000円
抽選で40名
（一社）大田工業連合会
（〒144－0035
南蒲田1－20－20）へ往復はがき
（記入例
参照。 FAX番号、当日連絡のとれる携帯
番号も明記。 1人につき1枚）
。 9月20日
必着
産業振興課工業振興担当
☎5744－1376
5744－1528

ジャパンデイ～たのしもう、日本～
蒲田国際フェスティバル2019の中で行
う日本の文化体験。 茶道、盆景、畳ワー
クショップ、絵手紙などで世界の方々と交
流しませんか。 防災訓練も行います。
※一部参加費が必要です。 申込方法など
詳細はHPをご覧ください
10月26日㈯午前11時30分～午後2時
30分
日本工学院蒲田キャンパス
（西蒲田5－23－22）
（一財）
国際都市おおた協会
☎6410－7981
6410－7982
https://www.ota-goca.or.jp/

社会福祉協議会の催し
1 介護職員初任者研修
旧ホームヘルパー 2級課程に相当する、
介護の入門の資格が取得できます。
区内在住・在勤で16 ～ 65歳の方
10月5日～12月21日の土・日曜、 祝
日の25日間
2 同行援護従業者養成研修・一般
（3日制）
視覚障害者への移動の支援などを行う
資格です。
区内在住・在勤・在学で3日間参加でき
る方
10月29日㈫～ 31日㈭
◇1 2 ともに◇
会場、費用、定員、申込方法など詳細
はお問い合わせください。
1おおた地域共生ボランティアセンター
3736－5590
☎3736－5555
2 大田区社会福祉協議会
3736－2030
☎3736－5560
Eメールアドレス

HP＝ホームページ

