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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

大田区報　令和 3年 9月 11日号2

※費用が記入されていない催しなどは原則無料です

対象  日時  会場  費用  定員  申込方法  問合先  Eメールアドレス  HP＝ホームページ

大田区奨学生募集
（令和4年度大学等進学予定者）
1貸付型
●月額　国公立＝35,000円以内
　　　　私立＝44,000円以内
2給付型（大学等進学応援基金）
　同時に1を申し込む必要があります。
●支給額　15万円（入学準備金として1
回のみ）

◇12ともに◇
次の全てに該当する方を対象に選考

①令和3年4月1日時点で、区内に引き続
き1年以上居住する保護者などに扶養さ
れている
②令和4年度、学校教育法で定める大学、
短期大学、専修学校（専門課程）に進学予定
③令和2年分の世帯の総所得額が基準以
下
※新型コロナウイルス感染症の影響によ
り減収した場合は、令和3年分の世帯の
見込総所得額が基準以下
④高等学校などの成績が基準以上
10月12日～11月8日（消印有効）に問

合先へ申込書（問合先で配布。区HPから
も出力可）などを郵送か持参
※選考基準など詳細はお問い合わせくだ
さい
福祉管理課援護係

　☎ 5744－1245　 5744－1520

重症心身障害者通所事業
令和4年度新規利用者

　通所、食事、排せつ、入浴などの日常
生活を支援します。申込方法など詳細は
お問い合わせください。
区内在住で医療的ケアを要し、次のい

ずれかに該当する重症心身障がいのある方
①令和4年4月1日時点で18歳以上
②令和4年3月31日に特別支援学校高等
部を卒業見込み
③重度の障がいがあるため、障がい者施
設などに通所できない
●通所施設・申込期限（必着）
①都立北療育医療センター城南分園＝9
月30日
②大田生活実習所、池上福祉園、上池台
障害者福祉会館＝10月29日　※今年度
中の利用についてはご相談ください
地域福祉課障害者地域支援担当

大森  ☎ 5764－0657  5764－0659
調布  ☎ 3726－2181  3726－5070
蒲田  ☎ 5713－1504  5713－1509
糀谷  ☎ 3743－4281  6423－8838

ぜん息キャンプ
　デイキャンプを通して療養生活上の指
導を行います。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。
区内在住で気管支ぜん息などにか

かっている小学1年～6年生と保護者
11月7日㈰午前10時～午後4時
本門寺公園キャンプ場、池上会館
抽選で25組50名（1組2名）
問合先へ申込書（問合先へ

電話かFAXで請求。区HPか
らも出力可）を郵送かFAXか
持参。9月29日必着
健康医療政策課健康政策担当

　☎ 5744－1246　 5744－1523

○乳○子医療証の更新
　10月1日から有効の新しい医療証（淡
いオレンジ色）を9月下旬に郵送します。
有効期限が過ぎた医療証は処分してくだ
さい。
○乳 医療証＝未就学児（平成27年4月2

日以降生まれ）
○子 医療証＝小学1年～中学3年生（平成
18年4月2日～27年4月1日生まれ）
※加入している健康保険や住所、氏名が
変更になった方、まだ医療証の交付を受
けていない方は、お問い合わせください
子育て支援課こども医療係

　☎ 5744－1275　 5744－1525

新小学1年生の就学時健康診断
　10月下旬～11月に行います。案内を
10月中旬に郵送します。10月18日まで
に届かない場合はお問い合わせください。
令和4年4月に区立小学校へ入学する

お子さん（平成27年4月2日～28年4月1
日生まれ）
※国・都・私立学校への入学が決定して
おり、区での受診が不要な方は、会場校
と問合先へ連絡して手続きが必要です
※外国籍のお子さんは学務課学事係で入
学手続きが必要です。在留カードか特別
永住者証明書を持参してください
学務課保健給食係

　☎ 5744－1431　 5744－1536

障がいのあるお子さんの就学相談
　保護者・お子さんとの面談を行い、就
学に関するご相談をお受けします。
次のいずれかに該当するお子さんの保

護者
①令和4年4月に小学校へ入学予定で心
身に障がいがあると思われる
②令和4年4月に中学校の特別支援学級
か特別支援学校へ入学を希望する
③現在小・中学校の通常学級に在学中で、
特別支援学級か特別支援学校へ転学を希
望する
問合先へ電話
教育センター教育相談室

　☎ 5748－1202　 5748－1390

総合教育会議
10月25日㈪午後4時から
区役所本庁舎5階
抽選で16名
当日会場へ
総務課総務担当

　☎ 5744－1142　 5744－1505

特別相談「多重債務110番」
区内在住・在勤・在学の方
9月29日㈬・30日㈭午前9時～午後4

時30分
※30日午後は無料弁護士相談有り（予約
制）
問合先へ電話
消費者生活センター

　☎ 3736－7711　 3737－2936

公証週間特別講演会と
公証人による無料相談会

　遺言・任意後見・そのほか各種契約書
類などの公正証書作成、尊厳死宣言の認
証などについて相談ができます。
10月6日㈬

講演会＝午後1時30分～3時
相談会＝午後1時30分～4時30分
消費者生活センター
先着50名
問合先へ電話。9月13日から受け付け
おおた成年後見センター

　☎ 3736－2022　 3736－5590

生活再建・就労サポートセンター
JOBOTA（ジョボタ）

　経済的に困
り、生活・仕事・
住まいのことな
どでお悩みの方
のための無料相
談窓口です。お
気軽にご相談く
ださい。
月～土曜（休日、年末年始

を除く）、午前10時～午後6時
※窓口相談は要予約
JOBOTA（ジョボタ）

　☎ 6423－0251　 6423－0261

シニアステーション糀谷
運営受託法人

　応募資格、申込方法など詳細は区HP（9
月13日公開）をご覧ください。申し込み
にあたっては説明会の参加が必要です。
◆募集に係る説明会
9月22日㈬午前10時から
消費者生活センター
問合先へ申込書（区HPから出力）を

FAX。9月17日必着
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎ 5744－1252　 5744－1522

ファミリー・サポートおおた
提供会員養成講座（4日制）

　育児の援助を受けたい方（利用会員）と
手助けをしたい方（提供会員）の会員組織
です。講座修了後は、提供会員（有償ボ
ランティア）として活動できます。
区内在住の20歳以上で心身ともに健

康な方
10月18日㈪・26日㈫・27日㈬・29

日㈮午前10時～午後3時（18日は午後3
時30分まで）
消費者生活センター
先着15名
問合先へはがきか封書（記入例参照）を

郵送。10月1日必着
ファミリー・サポートおおた事務局

（〒143－0016大森北4－16－5）
　☎ 5753－1152　 3763－0191

大田区勤労者共済会員
　中小企業で働く方やその家族が加入す
ることで各種福利厚生事業への参加、各
種給付を受けることができます。
次のいずれかに該当する方

①区内の工場・商店・事務所などの中小
企業で働く事業主と従業員
②区内在住で区外の中小企業で働く従業
員
200円（入会金）、月額500円
問合先へ申込書（問合先で

配布。大田区勤労者共済HPか
らも出力可）を郵送か持参
（公財）大田区産業振興協会
　☎ 3733－6107　 3733－6122

郷土博物館の休館
10月18日㈪～22日㈮

※展示替えのため
　☎ 3777－1070　 3777－1283

展示
「ワタシのカラダ×ココロ×仕事」
　女性が自分らしく働き続けるために、

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

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）

●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

新型コロナワクチン接種の関連詐欺ご注意ください
金銭・個人情報が狙われています。不安なことがあったら、
新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン(☎0120－797－188)へ

 ☎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
(月～土曜、午前8時30分～午後5時15分　※休日を除く)詳細はコチラ

▲

　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。

※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

▲ 
詳細はコチラ

健　康

▲ 
詳細はコチラ

こ ど も

募　集

福　祉

お知らせ

参加・催し

傍　聴

相　談

▲ 
詳細はコチラ




