子育ての手続きは
オンライン申請で！

児童手当・児童医療費助成制度の各手続きはパソコン、スマートフォンから申請できます。
ぴったりサービス

問 子育て支援課こども医療係

検索

☎5744−1275

FAX 5744−1525

8 月30 日〜9 月5 日は防災週間・建築物 防 災 週 間 で す 。
問

「ヘルプカード」
「命を守る3ご存知ですか
動作」知っていますか？

子育て支援課こども医療係
☎5744−1275 FAX 5744−1525
点検
建物の安全☎5728−9433
FAX 5728−9437
すか？

できていま

災害時の被害を防ぐため、
支援が必要な方のカードです。あなたの隣に「ヘルプカード」を
提示している方がいたら、書かれた内容に沿って支援をお願いします。
建築物の
㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷
1 9月2日㈪に
「命を守る3動作（大田区シェイク
適正な維持管理と
㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷
アウト訓練）
」
を実施します
はねぴょん
Ⓒ大田区
午前10時の防災行政無線からの放送を合図に行
点検をしましょう。
います。その場で命を守る3動作を行ってください。
放送に合わせてDROP！COVER！HOLD ON！
2 防災週間フェア

●赤（危険）
●黄色（要注意）
●緑（調査済）

？

被災建築物応急危険度判定 のこと
地震で被災した建物の余震による二次災害防止の
ため、「応急危険度判定」が行われます。建築物の被
災状況を調査し、当面の使用に耐えられるか判定す
るものです。この判定を行う人を
「応急危険度判定
員」
と呼び、専門の講習を受講した建築士などが防災
ボランティアとして登録しています。区内では「大田
区被災建築物応急危険度判定員会」
が組織され、講習
会や判定模擬訓練などを行い、災害に備えています。

地域力応援基金助成事業

区ではブロック塀などの撤去とその後のフェンス
などの設置に対し助成を行っています。
防災まちづくり課耐震改修担当
☎ 5744－1349
5744－1526

建築審査課管理調査担当
5744－1557
☎ 5744－1615

キッズスポーツ
フェスタ

ホッケーとかけっこを一度に教えてもらえます。

●男子日本代表（サムライジャパン）の選手達によるホッケー指導！
●日本代表選手による紅白戦、参加者との交流会も！
●かけっこ教室では、ジャマイカ式で人気の講師が速く走るコツを指導！

団体名

区民と区民活動をつなげる「OTA 健康スタ
（一社）
日本社会連帯機構
ンプラリー」
波及事業

健康行動を生活に取り入れた生活習慣獲得 おおた高齢者見守りネット
つな
2
ワーク
に繋がる地域づくり

東京 2020オリンピック会場で 開催！

「ホッケー& かけっこ教室！」

区民活動団体の
「新しい挑戦 」
を応援するチャレンジプラス助成の交付先が
下記 3 事業に決定しました（受付順）。事業の詳細は区HP をご覧ください。

対 区内在住・在学の小学生

詳細は
コチラ↓

会 大井ホッケー競技場

日 10月6日㈰午前 9 時～午後 0 時 45 分

定 抽選で 70 名
（付き添いの方も入場可）

申 イベントHP から申し込み。9 月17日午前 10 時締め切り

NPO 法人大田・花とみどり
のまちづくり

地域力推進課区民協働・生涯学習担当 ☎5744－1204

9月2日㈪・3日㈫午前10時～正午、午後1時～4時
区役所本庁舎1階
問合先へ電話
建築調整課建築相談担当
☎5744－1383
5744－1558

●あなたの家のブロック塀は大丈夫ですか？

の実施事業が決まりました！

3 花とみどりで心と身体の健康づくり

●無料建築相談

の判定ステッカーを
建物外部の見やすい
ところに貼って
表示します。

皆さんの寄付が地域力を
推進します！

事業名

不特定多数の人が使用する建築物の防火区画や避
難設備の維持管理状況を調査し、所有者に防災・安全
上の注意点を通知します。
※実施する建物の所有者には事前に連絡します。
建築審査課管理調査担当
☎5744－1615
5744－1557

防災危機管理課普及担当
☎5744－1611
5744－1519

ご存じですか

1

●防災査察の実施

提供：日本シェイクアウト提唱会議

8月31日㈯～9月4日㈬
区役所本庁舎1階
地震・台風などの災害に備えて、家庭でできる安全対策や備蓄品、
マイ・タイムラインの作成方法、過去の災害写真の展示など

※当選発表は 9 月19 日
問 スポーツ推進課東京オリンピック・パラリンピック推進担当
5744－1539
☎5744－1189

5744－1518

申し込みは
コチラ↓

キッズスポーツ

蒲田映画祭
映画上映と
トークショー

大田観光協会（〒144 －0035 南蒲田1－20－20）
3734－0203
cinepara@o-2.jp
☎3734－0202
https://www.o-2.jp/cinepara/
上映作品

開催日時（開場時間）

会場

① 『時代屋の女房』
② 『東京オリンピック』
③ 『小さいおうち』

9月28日㈯午後3 時
9月29日㈰午後1時30分
9月30日㈪午後1 時30分

④ 『おとうと』

10月14日㈷午後1時

周防正行監督トークショー・
⑤
無声映画『子宝騒動』ほか

10月17日㈭午後6時

⑥ 『家族』

10月19日㈯午後1時30分

⑦

アプリコ

費 各 500 円

定 抽選で各100名（④は80名）

9月1日号
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特集

9月7日

カートや散策で巡る感動の絶景。
参加者には小さなお土産付き！
対 代表者が区内在住か在勤の方

日 10 月20 日㈰・21日㈪（1 泊 2 日）

アプリコ

定 抽選で 42 名

産業プラザ

そのほか展示、
問合先へ往復はがきか FAX か E メール（参加希望日、タイトル、イベント情報は HP
をご覧ください
参加者全員の氏名・年齢・〒住所・連絡先を明記）。9月16日必着

次号の区報は

天空の遊覧カートと
黄葉の上高地ツアー

プラザ・アペア

（西蒲田8－3－5）

倍賞千恵子さんトークショー・
10月20日㈰午後0 時30分
『遙かなる山の呼び声』

に泊まるバスツアー

上高地
に泊まるバスツアー

費 大人 22,900 円、
小学生以下 21,000 円から

※部屋は相部屋か 1 室利用。申込期限、申込
方法など詳細は問合先 HP をご確認ください
休養村とうぶ（長野県東御市和 6733－1）
☎ 0268－63－0261
http://recreationvillage-tobu.com/

勝海舟記念館オープン！

地域力推進課区民施設担当

☎ 5744－1229

富士見高原

5744－1518

11 日号・21 日号は新聞折込か駅広報スタンド、区施設、公衆浴場で配布。
配送サービス（外出困難などの要件有り）も行っています。

