
タイムリーで正確な情報をお届けする「大田区防災アプリ」が新しくでき
ました。近年激甚化する自然災害から命を守るためには、災害発生前の情
報収集や適切な行動が重要です。便利なアプリの機能と使い方を紹介しま
す。事前準備の1つとしてぜひダウンロードしてください。

　大田区防災アプリ
で配信する防災情報
をウェブサイト上で
も確認できます。

「大田区防災
アプリ」
って何？

これ1つで地震や
風水害時に必要な情報を
素早くチェックできる

アプリだよ

避難所の開設状況や
混雑度がリアルタイ
ムで確認できる

GPS機能で今いる場所
とハザードマップを重ね
て表示できる

〈〈
詳細はコチラ

〈〈
詳細はコチラ

区民安全・安心メール
kumin@anzen.city.ota.
tokyo.jp に空メール ☎︎ 0180－993－993

防災行政無線
電話応答サービス

最新の気象情報・鉄道運
行状況など災害時に役立
つ情報も確認できる

プッシュ通知で区からの
情報がいち早く届く

大田区防災ポータル 検 索

　災害時の緊急情
報などをメールで
お知らせします。

　防災行政無線
の放送内容を確
認できます。

○○学校なら
まだ混雑していない
みたいだね

ここは浸水する
可能性が低そうだね

注意報が出てる。
避難準備をしよう

必要な災害情報を
集約

ができました！

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

あっ！避難指示だ。
避難しよう！

大田区防災
◯◯地域に避難指示を発令しました。
詳細は、大田区防災ポータルをご確認く
ださい。

※表示画面は
イメージです

PUSH

問合先　防災危機管理課防災危機管理担当　☎5744－1236　 FAX 5744－1519

ダウンロードは
コチラから

〈〈

地域力・国際都市　おおた
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地域力応援基金助成事業の
実施事業が決定しました

　スタートアップ助成（設立間もない区
民活動団体を応援）5事業、ステップアッ
プ助成（活動の拡大拡充を支援）7事業の
実施が決定しました。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

「自動通話録音機」を
無料で貸し出しています

　特殊詐欺被害のきっかけのほとんどが
電話です。被害に遭わないためには、犯
人からの電話を直接受けないことが重要
です。
区内在住の65歳以上の方
問合先か区内警察署（東京空港警察署

を除く）の窓口へ本人確認書類を持参
防災危機管理課防災危機管理担当

　☎5744－1634　 5744－1519

福祉サービス事業者の方へ
第三者評価を受けましょう

　専門評価機関による事業の評価結果
はとうきょう福祉ナビゲーションHP�
（http : / /www. fukunav i .o r . jp/
fukunavi/）に公開されます。区では、
第三者評価を受ける際の費用を助成して
います。
●助成額　15万～60万円
高齢者向けサービス（施設）

　＝介護保険課　☎5744－1258
　高齢者向けサービス（居宅）
　＝介護保険課　☎5744－1655
　障がい者（児）向けサービス
　＝障害福祉課　☎5744－1591
　保育所
　＝保育サービス課　☎5744－1727

被災建築物応急危険度判定
　地震で被災した建物には、余震による
二次災害防止のため「応急危険度判定」を
行います。建築物の被害状況を調査し、
当面の使用に耐えられるか判定するもの
です。判定後、危険（赤）・要注意（黄）・
調査済（緑）のステッカーを建物外部の見
やすいところに貼ってお知らせします。
建築審査課管理調査担当

　☎5744－1615　 5744－1557

住民基本台帳の閲覧状況の
公表について

　令和2年4月～3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いた
だけます。
戸籍住民課戸籍住民担当

　☎5744－1185　 5744－1701

いきいき高齢者入浴証のご案内
　公衆浴場を1回200円で年間36回と、
無料で年間1回、利用できます。
区内在住で介護老人福祉施設に入所し

ていない70歳以上の方
地域包括支援センター、老人いこいの

家、地域福祉課、問合先へ申請書（申込
先で配布）を持参。問合先へ郵送も可
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎5744－1252　 5744－1522

夜間・休日のご相談に
「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、保健
福祉関係の資格を持つ相談員が、健康や
介護・福祉に関する相談をお受けします。
区内在住のおおむね65歳以上の方と

その家族、関係者
●相談専用電話　☎3773－3124
●受付時間
平日＝午後5時～翌日午前8時30分
土・日曜、休日、年末年始＝24時間
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎5744－1250　 5744－1522

「介護マーク」「高齢者見守り
アイロンシール・見守りシール」

を配布しています
◆介護マーク
　認知症の方などの介護者が介護中であ
ることを周囲に理解してもらうために配
布しています。
区内在住で介護を必要とする高齢者な

どを介護している方
●配布場所　問合先、地域包括支援セン
ター、地域福祉課

◆高齢者見守りアイロンシール・見守り
シール
　認知症などで高齢者見守りキーホル
ダーを携帯するのが難しい方へ配布して
います。
区内在住の65歳以上の方　※高齢者

見守りキーホルダーの登録が必要です
●配布場所　地域包括支援センター

高齢福祉課高齢者支援担当
　☎5744－1250　 5744－1522

国民健康保険に
加入している方へ

1「特定疾病療養受療証」を発行します

　医療機関の窓口で提示すると、1か月
の自己負担限度額が10,000円（人工透析
を受けている慢性腎不全の69歳以下で
旧ただし書所得が600万円を超える方は
20,000円）になります。令和3年7月31
日が有効期限の受療証をお持ちの方へ
は、7月中旬に郵送しました。
次のいずれかの疾病にかかり、長期に

わたり継続した治療が必要な方
①血友病②血液凝固因子製剤の投与に起
因するHIV感染症③人工透析が必要な慢
性腎不全
2高額療養費の「限度額適用認定証」を発
行します
　医療機関の窓口で保険証と一緒に提示
すると、1か月ごとの医療機関などに支
払う保険診療分が、医療機関ごとに自己
負担限度額までの負担となります。発行
には申請が必要です。すでに限度額適用
認定証があり、8月以降引き続き利用を
希望する方も申請が必要です。保険料に
未納があると発行できないことがありま
す。
※保険が適用されない診療費、食事代、
差額ベッド代などは対象外です
次のいずれかに該当する方

①69歳以下②住民税非課税世帯の70～
74歳③住民税課税世帯の70～74歳のう
ち「現役並みⅠ」「現役並みⅡ」の区分

◇1�2ともに◇
問合先へ本人確認書類、保険証、1は

病名が分かる医師の証明を持参
※令和3年1月2日以降に転入した方は、
前住所地の課税（非課税）証明書などが必
要な場合があります
国保年金課国保給付係

　☎5744－1211　 5744－1516

蒲田西地区の
地域包括支援センター・

シニアステーション運営受託法人
　蒲田西地区の地域包括支援センターと
シニアステーションの一体的運営を受託
する事業者を募集します。応募資格、申
込方法など詳細は区HPをご覧ください。
●申込締切　9月24日午後5時
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎5744－1250　 5744－1522

意見募集
1大田区住宅宿泊事業法施行条例の改正
案に対するご意見
2公衆浴場施行条例等及び旅館業法施行
条例等の改正案に対するご意見
3予防接種法及び新型インフルエンザ等
対策特別措置法による予防接種の実施等
に関する事務へのご意見
●閲覧・意見募集期間
1�27月26日～8月16日3 8月2～31日
●閲覧場所　区HP、問合先、区政情報
コーナー、特別出張所
●意見書の提出方法
問合先へ郵送、FAX、Eメール、持参(〒住
所、氏名を明記)。3は電子申請も可
1�2生活衛生課環境衛生担当

　☎5764－0693　 5764－0711
3感染症対策課新型コロナウイルスワ
クチン接種調整担当
　☎5744－1493　 5744－1574

自衛官の募集
●募集種目
自衛官候補生・一般曹候補生（18～32
歳）、航空学生、防衛大学校学生、防衛
医科大学校学生（医学・看護学科）、高等
工科学校生徒
自衛隊東京地方協力本部大田出張所

　☎3733－6559

都営住宅の入居者
　詳細は募集案内（8月2～11日に区役
所本庁舎1階、特別出張所、大田区住宅
管理センターで配布）をご覧いただくか、
お問い合わせください。
●募集住宅　①家族向住宅（ポイント方
式）②単身者向住宅③シルバーピア住宅
東京都住宅供給公社都営住宅募集セン

ター
　☎3498－8894

おおた少年少女チャレンジ創造
コンテスト参加チーム

小学3年～6年生（1チーム2～3名）
先着15組
問合先へEメール（記入例参照。参加

人数、保護者氏名も明記）。7月30日締
め切り
●開催日時　8月23日㈪午前10時～正午
●開催会場　産業プラザ
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6109　 3733－6459
　 jinzai@pio-ota.jp

大田区職員　看護師
　詳細は区HPをご覧ください。
昭和52年4月2日以降生まれで、看護

師の資格を有している方
※取得見込みを含む
●第一次選考　9月19日㈰
問合先へ申込書（問合先

で配布）を郵送か持参。8月
20日消印有効
人事課人事担当

　☎5744－1152　 5744－1507

自転車の盗難に注意しましょう
　自転車の盗難が非常に多くなってい
ます。盗難された自転車の多くは鍵がか
かっていません。また、駐輪場や自宅の
敷地内の盗難も少なくありません。自転
車から降りたら必ず鍵をかけてください。
違う種類の鍵を2つ以上かけると効果的
です。
防災危機管理課防災危機管理担当

　☎5744－1634　 5744－1519

自転車は駐輪場に止めましょう
　区では駅周辺の放置禁止区域で放置自
転車等の撤去を行っています。道路上に
自転車を放置せず、お近くの駐輪場をご
利用ください。放置自転車
のない安全で美しいまちを
つくりましょう。
都市基盤管理課交通安

全・自転車総合計画担当
　☎5744－1390　 5744－1527

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ
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し の 記入例
❶催しなどの名称
❷〒住所
❸氏名（ふりがな）

❹年齢（学年）
❺電話番号
❻その他
　必要事項

※費用が記入されていない催しなどは原則無料です



スポーツ
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新型コロナウイルス感染予防のための大田区スポーツイベントガイドラインはコチラ�▶

（公財）大田区スポーツ協会の催しなど
▶問合先　（公財）大田区スポーツ協会（〒143－0011大森本町2－2－5（大森ス
ポーツセンター内））�
　☎5471－8787　 5471－8789　https://www.sportsota.or.jp/

◆夏休み子ども体育塾(3日制)
～ポイントをつかんで運動を得意にしよう！～
　跳び箱・ボール投げ・かけっこなど体を動かす基本動作を楽しく学びます。

▶対象　①小学1・2年生②小学3～6年生
▶費用　1,000円
▶定員　先着各30名
▶申込方法　問合先へ電話かFAX(記入例参照。学校名も明記)�

◆区民スポーツ大会

大森スポーツセンターの催し
▶会場・問合先　大森スポーツセンター（〒143－0011大森本町2－2－5）
　☎5763－1311　 5763－1314

▶費用　①500円②無料
▶申込方法　問合先へ電話か来館（先着順）。8月14日午前10時から受け付け
※動きやすい服装と室内シューズをお持ちください

種目 日時 対象 定員

①ランニングクリニック 8月22日㈰
午前10時～11時30分 15歳以上 15名

②バスケットボールクリニック 8月23日㈪
午後1時30分～3時 小学生以上 50名

日程 時間 会場 締め切り

8月18日㈬～20日㈮
①午前9時～10時

中萩中小学校 8月4日
②午前10時30分～11時30分

8月24日㈫～26日㈭
①午前9時～10時 大森スポーツ

センター 8月16日
②午前10時30分～11時30分

種目 日程 会場
卓球（レディース・
シニアラージボール） 9月23日㈷

大森スポーツセンター
バレーボール(一般・6人制) 10月2・23日㈯
ゲートボール 10月3日㈰ 六郷橋緑地ゲートボール場
空手道 10月31日㈰ 大森スポーツセンター
武術太極拳 11月21日㈰ 大田区総合体育館

◆スポーツきっかけ教室（申込先・期限など詳細は問合先HPをご覧ください）

▶対象　初心者（15歳以上）

◆スポーツバイキング「蒲田」
　5種目のスポーツ(弓道・卓球・フレスコボール・ボッチャ・バドミントン)を
体験できます。
▶対象　小学生以上　※小学1・2年生は保護者同伴
▶日時　9月5日㈰午後1時30分～4時30分
▶会場　大田区総合体育館
▶定員　先着110名
▶申込方法　問合先へ電話かFAX(記入例参照)。8月26日締め切り

種目 日時 会場

弓道 8～10月の木曜、
午後6時30分～8時30分（全10回） 大田区総合体育館

ソフトテニス 9～10月の木曜、
午後7時～9時（全8回） 大森スポーツセンター

水泳（クロール、
背泳ぎ、平泳ぎ）

9～10月の金曜、
午後1時～3時（全6回） 平和島公園プール

テニス 10～11月の土曜、
午前9時～正午（全6回） 本羽田公園庭球場

申込先・期限など
詳細は問合先HPを
ご覧ください

　大田区スポーツ協会 検索

休館・休止のお知らせ
◆大森スポーツセンター
8月12日㈭まで

※ブラジル代表キャンプ、保守点検のため
　☎5763－1311　 5763－1314
◆郷土博物館
8月16日㈪～18日㈬

※特別展「川瀬巴水」の準備のため
　☎3777－1070　 3777－1283
◆粗大ごみ受付センター
7月24日㈯午後8時～25日㈰午後7時

※保守点検のため
清掃事業課清掃リサイクル担当

　☎5744－1628　 5744－1550

夏休みこども手話教室
　あいさつなどの手話を楽しく学びます。
区内在住・在学の小学生　※保護者同

伴を希望する場合はご連絡ください
8月18日㈬午後2時～4時
先着20名
問合先へ往復はがきかFAXかEメール

（記入例参照）
さぽーとぴあ

　（〒143－0024中央4－30－11）
　☎5728－9355　 6303－7171
　 ota@tokyo-shuwacenter.or.jp

子どもの救急法講座
～正しく判断、対応できますか？～
　子どもの特性に配慮した救命処置や判
断基準、子どもに起こりやすい事故への
対応について、地域活動など実際の場面
を想定した救助体験を交えて学びます。
区内在住・在勤・在学の16歳以上の方
8月21日㈯午前10時～午後3時
消費者生活センター
800円
先着14名
問合先へ電話か来所。電

子申請も可。8月10日締め
切り
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

日本語ボランティア入門講座
（12日制）

　座学を通じて外国人への日本語学習支
援の基礎と、オンラインでの学習支援方
法を学びます。座学のほかに実習も予定
しています。詳細は問合先HPをご覧く
ださい。
次の全てに該当する方

①区内在住・在勤・在学
②全日程に参加できる
③ノートパソコンかタブレットを持参で
きる（難しい場合は要相談）
8月22日～11月7日の日曜、午前9時

30分～11時30分
3,000円
抽選で16名
問合先HP（https://www.ota-goca.�

or.jp/japanesevol/）から申し込み。8月�
3日締め切り

（一財）国際都市おおた協会
　☎6410－7981　 6410－7982

ゲートキーパー基礎講座
　身近な人の自殺の危険を示すサインに
気付き、支援につなげるゲートキーパー
（門番）の養成講座です。
8月25日㈬午前9時30分～11時30分
蒲田地域庁舎
先着50名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。�

8月18日締め切り
健康医療政策課健康政策担当

　☎5744－1728　 5744－1523

消費者講座「スマートフォン体験会
～初めてのスマートフォン・
ネットトラブル防止～」

区内在住・在勤・在学で、初めてスマー
トフォンに触れる方
8月30日㈪①午前10時～正午②午後2

時～4時
先着各20名
問合先へ電話。8月6日締め切り
消費者生活センター

　☎3736－7711　 3737－2936

障がいのある方のための
健康体操教室

区内在住の障がいのある方と家族
9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

山王草堂・尾﨑士郎記念館
2館ギャラリートーク　

8月7日、9月4日、10月2日、11月6
日㈯①午前11時～正午②午後1時～2時
山王草堂記念館（集合）、尾﨑士郎記念

館（解散）

先着10名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
龍子記念館

　☎ 3772－0680

技術指導講習会
CAD製図初級講座（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ている
②Windowsの基本操作ができる
③機械図面の知識がある
④業務上CAD製図の基礎技能を必要と
する
10月9・16・23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
問合先へ応募用紙（問合先へ連絡して

請求）をFAX。問合先HP(https://oota�
koren.com/)からも申し込み可。8月30
日締め切り
（一社）大田工業連合会
　☎3737－0797　 3737－0799

区ゆかりのアスリートを応援しよう
　いよいよ東京2020大会が開幕し、区
ゆかりのアスリートも出場
します。区HPでは、出場す
るアスリートの紹介や競技
スケジュールを公開してい
ます。熱い声援をよろしく
お願いします。
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
　☎5744－1189　 5744－1539

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

参加・催し

3大田区報　令和 3年 7月 21日号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

情報箱
暮 ら

し の 記入例
❶催しなどの名称
❷〒住所
❸氏名（ふりがな）

❹年齢（学年）
❺電話番号
❻その他
　必要事項

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、マスクの着用などの感染症対策にご協力をお願いします。



症状がある・感染が疑われる方／新型コロナ受診相談窓口
☎5320－4592

☎5744－1360
■FAX5744－1524

東京都発熱相談センター
（24時間対応）

大田区相談センター
（平日、午前9時～午後5時）

詳細はコチラ

▲

新型コロナワクチン接種の関連詐欺
金銭・個人情報が狙われています。不安なことがあったら、

 ☎0570－550571  ■FAX5388－1396

東京都新型コロナコールセンター
（午前9時～午後10時　土・日曜、休日も対応）
※多言語（英・中・ハングル）による相談も可

感染への不安のある方

新型コロナワクチン接種について
大田区新型コロナワクチン接種コールセンター
☎6629－6342　■FAX5744－1574

新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン
(☎0120－797－188)へ

ご注意ください

　大田区における新型コロナウイル
ス感染症対策については、区HPをご
覧ください。

(月～土曜、午前8時30分～午後5時15分　※休日を除く)
※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
お電話ください

●接種は無料です。接種のために金銭を要求されるこ
とはありません　
●「ワクチン接種のご案内」をかたった不審なメールに
は返信しない・URLは開かないでください

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ

　おもちゃ花火で遊ぶときは、子ども
には大人が付き添い、思わぬけがや火
事に注意しましょう。遊んだ後は、必
ず水に浸して火種が完全に消えている
ことを確認し可燃ごみとして出してく
ださい。未使用の花火は発火の恐れが
あるため、ごみとして出せません。火
気がなく湿気の少ない冷暗所で保管し、
次の機会に使用してください。

▶問合先　清掃事業課許可指導係
　☎5744－1629　 5744－1550
　大森清掃事務所　☎3774－3811　 3775－6028
　調布清掃事務所　☎3721－7216　 3722－3478
　蒲田清掃事務所　☎6451－9535　 6451－9623

〈〈詳細は
コチラ

▶対象　区内在住・在勤で1高
校生以上の方2スマートフォン
をお持ちでない60歳以上で両日
参加できる方
▶申込方法　問合先へ電話か来
所。17月21日午前9時から27
月22日午前9時から受け付け
▶問合先　洗足区民センター
　☎3727－1461　
　 3727－1462

▶問合先　地域力推進課青少年担当 
　　　　　☎5744－1223　  5744－1518        

▶問合先　文化振興課文化振興担当 　☎5744－1226　  5744－1539        

　区では、世界の恒久平和と人類の永遠の繁栄を願い、昭和59年に「大田区平和都市宣言」を行
いました。これを記念し、今年は8月15日㈰に「平和の記念式典」を開催します。
※多摩川河川敷での「花火の祭典」は中止します

　青少年対策地区委員会は、区内18か所の特
別出張所ごとに設けられており、地域の青少
年の健全育成を目的としてさまざまな活動を
行っています。新型コロナウイルスの影響に
より、例年どおりの行事実施は難しい状況で
すが、地域の子どもたちのためにさまざまな
方法を検討しながら活動を行っていきます。
行事日程などの詳細は、お住まいの地区の特
別出張所にお問い合わせいただくか、区HPを
ご覧ください。

講座名 日時 会場 定員
（先着）

1教養講座「渋沢栄一」
第1回＝渋沢栄一と徳
川慶喜
第2回＝渋沢栄一、街
づくりの夢

第1回 8月21日㈯
第2回 9月11日㈯
※いずれも①午後0時
30分～2時30分②午
後3時～5時
※①②は同じ内容

洗足区民
センター 17 名

2シニアオープンカレッ
ジ「スマホ講座」

（2 日制）　※追加開催

8月23日㈪・24日㈫
午後1時30分～
2時30分

ゆうゆう
くらぶ
洗足

15 名

青少年対策地区委員会の活動

▶日時　8月15日㈰午後4時～5時30分
　　　　（午後3時開場）
▶会場　アプリコ　
※当日はチケットをお持ちください
▶定員　先着400名（全席指定）
※グループでの申し込みは4名まで
▶申込方法　●8月2日午前10時～午後2時

（公財）大田区文化振興協会予約専用電話（☎3750
－1555）へ電話
●8月2日午後2時～13日午後7時
次のいずれかの施設へ電話か来館
大田区民プラザ（☎3750－1611）
アプリコ（☎5744－1600）
大田文化の森（☎3772－0700）
※申し込み時に、「人数」「氏名（複数名の場合は代表者
名）」「住所」「連絡先」をお伝えください
※電話申し込みの場合は、8月14日までにチケット

をお受け取りください
※来館での申し込みの場合は、その場でチ
ケットをお渡しします
※キャンセル待ちは受け付けません
※内容は変更する場合があります

平和・原爆パネル展

8月5日㈭～11日㈬
区役所本庁舎3階

日程

会場

「平和の記念式典」を
アプリコで開催します

ーー大田区平和都市宣言記念事業ーー8月15日
日

◆式典プログラム
平和記念式典
（1）太鼓演舞（大田区太鼓連盟）
（2）大田区平和都市宣言文朗読、黙とう
（3）「平和ってなあに」合唱（東調布第三小学校）

第
1
部

ステージアトラクション
平和記念コンサート
「いつも何度でも」
「埴

は
生
にゅう
の宿」

第
2
部

木村弓（歌・ライアー）中川俊郎（ピアノ）

洗足区民センターの催し

平和記念コンサート出演予定者

大森西地区

嶺町地区

千束地区

大田区観光PR
特使の

シクラメンも
出演します！

をごみで出すときをごみで出すとき

4 大田区報　令和 3 年 7 月 21 日号

次号の区報は 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、セブンｰイレ
ブンで配布。配送サービス（外出困難などの要件有り）も行っています。8 月1日号 地域のつながりが大切な今特集

式典の模様は大田区チャン
ネル（YouTube）で後日配
信します 〈〈

詳細はコチラ

区内で働きたい方へ向けた求人サイト。アルバイト情報も掲載しています。

はねぴょん
Ⓒ大田区

「児童虐待防止」パネル展

㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷
㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷

1月9日㈭～1月14日㈫ 正午日 区役所本庁舎1階会
子ども家庭支援センター相談調整担当　☎6410－8551　　 3763－0199問 FAX

ぴったりサービス 検索

おしごとナビ大田区

申込期
限

2月15日
■問東京都聖火ランナー選考事務局
　☎6277－2459

詳細はコチラ▶

●マスクを外しての会話はやめよう　●体調が悪いときは外出をやめよう　●換気のために空気を入れ替えよう

■問大田区社会福祉協議会　☎3736－2023  　   3736－2030FAX

みんなで取り組もう
感染対策




