
　認知症などによって外出先から家に戻れな
い高齢者の情報を配信し、区に登録した協力
員へ捜索を呼びかけることができます。
行方不明になったら（ご家族・介護者）
①警察署へ行方不明者届を提出する
②住所を管轄する地域包括支援センターへ
相談・依頼
③大田区から登録協力員へメール送信
登録協力員（地域の皆さん）　
※事前に登録が必要です
①携帯電話・スマートフォンやパソコンで
メールを受信
②ご近所を可能な範囲で捜索
③本人と思われる人がいたら「何か
お困りですか？」と声かけ
④110番通報（警察が保護します）

そんなときは
「大田区高齢者見守りメール」

協力員募集中

▶問合先　高齢福祉課高齢者支援担当　☎5744－1250　■FAX 5744－1522

　0歳児クラス（令和3年4月2日～10月1日に生まれたお子
さん）の保育園の入所予約。通常の入所とは別に申し込みが
必要です。詳細は区HPをご覧ください。
▶対象　次の全てに該当する方
①申し込み時、お子さんと保護者ともに区内に住民票があ
る（区内在住の単身赴任者は要証明）②産後休暇からお子さ
んの1歳の誕生日の前日まで継続して育児休業を取得して
いる③育児休業給付金の受給資格（予定を含む）がある④お
子さんが1歳になる月に入所を希望 （パパ・ママ育休プラ
ス制度利用の場合、1歳2か月まで）⑤入所月の月末までに育児休業から復帰可能
▶定員　次の園で各1名
大森西、山王、馬込、わかば、田園調布二丁目、千鳥、雪谷、浜竹、
萩中（2歳児クラスまでの在園）、志茂田、東蒲田、本蒲田
▶申込方法　10月1～18日（必着）に、問合先へ就労証明書（両親分）、
育児休業明け保育所入所予約申込書兼同意書を、書留で郵送　
※必要書類は区HPから出力可。就労証明書は、申し込み日からさか
のぼり3か月以内に発行されたものを通常の入所申し込みなどで提出
済みの方は省略可
▶問合先　保育サービス課保育利用支援担当（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1280　■FAX5744－1715

育児休業明け入所予約制度育児休業明け入所予約制度
（令和4年度・前期）の受け付けが始まります（令和4年度・前期）の受け付けが始まります

▲
必要書類の

ダウンロードは
コチラ

家族が
帰って
こない！

▲
登録はコチラ

行方不明高齢者の
情報提供です。
・名前
・いなくなった場所
・性別
・身長
・服装
・持ち物

見守りメール

見つけたら110番

区立施設の窓口へ
キャッシュレス決済を
導入します！

　一部の区立施設での施設使用料や入館
料などの支払いに、キャッシュレス決済
を9月下旬以降導入します。詳細は区HP
をご覧ください。
●導入施設　①ゆいっつ②勝海舟記念館
●利用できるキャッシュレス決済
交通系ICカードほか各種電子マネー、ク
レジットカード（VISA、Mastercard）
①地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518
②勝海舟記念館
　☎6425－7608　 6425－7610

喫煙ルールを守りましょう
　公共の場所では周
囲への配慮を心が
け、区条例で決めら
れている以下の喫煙
ルールを守りましょ
う。公衆喫煙所を使
うときは、3密を避け
ることも忘れずに。
●公園での喫煙禁止
●周囲の人の受動喫煙防止に
努める
●歩行中、自転車・バイク運転中の喫煙
禁止
●吸い殻のポイ捨て禁止
環境対策課環境推進担当

　☎5744－1366　 5744－1532

「防災街区整備方針」原案の
公述申出と公聴会

　詳細は区HPをご覧ください。
●縦覧・公述申出書の配布期間
9月1～15日
●縦覧場所　都市計画課、問合先
●公述の申出期間　
9月1～15日（必着）
東京都都市整備局都市計画課

　☎5388－3336

中小企業向けに
「大田区簡易版BCPシート」を

作成しました
　区内の地域特性・産業特
性を踏まえた「事業継続計画
（BCP）」の作成に簡単に取り
組むことのできるツールとし

て「大田区簡易版BCPシート」を作成しま
した。
区内の中小企業・小規模事業者の方
産業振興課産業振興担当

　☎5744－1363　 6424－8233

休館のお知らせ
◆勝海舟記念館
9月13日㈪～16日㈭　※展示替えのため

　☎6425－7608　 6425－7610
◆エセナおおた
9月20日㈷　※全館清掃のため

　☎3766－4586　 5764－0604
◆山王草堂記念館
10月1日㈮　※燻

くん

蒸作業のため
龍子記念館

　☎ 3772－0680
◆こらぼ大森
10月2日㈯～3日㈰終日　

※工事のため。既にグラウンドを予約し
ている団体は使用可能
　☎5753－6616　 5753－6560

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・講座などを紹介します。
9月3・13・17・28日、10月8・12・

22・26日午前10時～午後2時
生涯学習センター蒲田
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

大田区地域遺産・
ユネスコ世界遺産写真展

　公募した「100年後の区民に残したい
区内の風情ある景色や催事」「ユネスコ世
界遺産に認定された自然・文化遺産」の
写真を展示します。
9月10日㈮～17日㈮、午前9時～午後

5時
※10日は午後1時から、17日は午後3時
まで
池上会館
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1443　 5744－1518

秋の交通安全イベント
　区内では、令和2年の事故件数の全体
に占める自転車の事故関与率が40％を
超えています。ご家族で楽しみながら交

通安全について学びませんか。
①9月12日㈰午後2時～3時

＝JR大森駅東口
②9月12日㈰午前11時～11時30分
＝徳持神社→池上会館（交通パレード）
③9月18日㈯午後2時～3時
＝田園調布警察署前
④9月23日㈷午後1時～4時
＝JR蒲田駅西口
当日会場へ
都市基盤管理課交通安全・自転車総合

計画担当
　☎5744－1315　 5744－1527

働く私のストレスケア
セルフハンドマッサージ体験

　ハンドマッサージ解説やセ
ルフマッサージ体験を通して
自分自身を知り、大切にする
ことで自分らしく働き続ける
ことができるよう心身のケア
方法を学びます。
区内在住・在勤で就労中の女性
9月23日㈷午前10時～正午
抽選で20名
問合先へFAX（記入例参照。保育（1歳

以上の未就学児7名。1人500円）希望は
お子さんの名前、年齢も明記）。電子申
請も可。9月16日必着

エセナおおた
　☎3766－4586　 5764－0604

生活展消費者講座
①「世界はつながっている　私も起点～
SDGsを考える～」
②「地球環境に今、何が起こっているか」
区内在住・在勤・在学の方
10月2日㈯①午前10時～正午②午後1

時30分～3時30分
先着各60名
問合先へ電話か来所。9月1日から受

け付け
消費者生活センター

　☎3736－7711　 3737－2936

居場所セミナー
～発達障がいに寄り添った、
子どもの体験の場づくり～

　発達障がいのある子どもへ
のケアや、体験活動プログラ
ムの組み立て方について学び
ます。
区内在住・在勤・在学で

16歳以上の方
10月3日㈰午前10時～午後3時
ゆいっつ
550円
先着30名
9月1～22日に問合先へ電話か来所。

区HPからも申し込み可
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

ふる浜「ビーチヨガ」
　海を目の前に、風や太陽を感じながら、
心も身体もリフレッシュしませんか。
10月9日㈯午前10時～11時、午後4

時30分～5時30分
10月16日㈯午前10時～11時
大森ふるさとの浜辺公園
先着各30名
当日会場へ
スポーツ推進課スポーツ推進担当

　☎5744－1441　 5744－1539

オンライン会議を体験しよう！
　タブレットを使用しながら、
Z
ズ ー ム

oomの基本的な操作方法を
学び、参加者の体験をする講
座です。
※タブレットは貸し出します
区内在住のZoom初心者で、メール

の送受信ができる方
①10月12日＝羽田特別出張所②14

日＝六郷地域力推進センター③19日＝
嶺町集会室④25日＝大森西特別出張所
⑤27日＝区役所本庁舎2階⑥28日＝池
上特別出張所
※いずれも午後2時～3時30分。⑤は午前
10時～11時30分
抽選で各30名
区HPから申し込み。問合先へ電話も

可。9月24日締め切り
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1443　 5744－1518

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
公衆喫煙所は
コチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

3大田区報　令和 3年 9月 1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

区立施設の窓口へ
キャッシュレス決済を
導入します！

　一部の区立施設での施設使用料や入館
料などの支払いに、キャッシュレス決済
を9月下旬以降導入します。詳細は区HP

て「大田区簡易版BCPシート」を作成しま
した。
区内の中小企業・小規模事業者の方
産業振興課産業振興担当

　☎5744－1363 6424－8233

休館のお知らせ

通安全について学びませんか。
①9月12日㈰午後2時～3時

＝JR大森駅東口
②9月12日㈰午前11時～11時30分
＝徳持神社→池上会館（交通パレード）
③9月18日㈯午後2時～3時
＝田園調布警察署前

16歳以上の方
10月3日㈰午前10時～午後3時
ゆいっつ
550円
先着30名
9月1～22日に問合先へ電話か来所。

区HPからも申し込み可

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。




