
をご覧ください
（公財）大田区文化振興協会
　☎3750－1611　 3750－1150

しょうがい者巡回パネル展
①10月5日㈬～11日㈫午前10時～

午後9時（11日は午後4時まで）＝グラン
デュオ蒲田3階東西連絡通路(西蒲田7－
68－1）
②10月13日㈭～20日㈭＝アトレ大森5
階(大森北1－6－16)
③10月28日㈮～11月3日㈷＝さぽーと
ぴあ
障害福祉課障害者支援担当

　☎5744－1251　 5744－1555

自転車安全利用TOKYOセミナー
　事業者が従業員の自転車利用のルー
ル・マナーの向上を目指す交通安全教育
に役立つセミナーです。
都内の事業者など
10月7日㈮午後2時～4時40分
蒲田地域庁舎
先着50名
問合先へ申込書（問合先HP

から出力）を郵送かEメール
東京都生活文化スポーツ

局総合推進課
（〒163－8001東京都庁）
　☎5388－3124
  S1120301@section.metro.tokyo.
jp

親子で学ぶ　
性・カラダのいろいろworkshop
　命が生まれる仕組みの基本的な知識を、
カラフルな布や糸を使って工作をしながら
学びます。
区内在住の小学生と保護者
10月15日㈯午前10時30分

～正午
抽選で10組
問合先へFAX（記入例参照。

保育（1歳以上の未就学児6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。10月3日締め切り

エセナおおた
☎3766－4586　 5764－0604

大森 海
の り

苔のふるさと館の催し
1浅草海苔のふるさと大森を歩く
　浅草海苔の一大生産地であった面影を
探し、大森東地区の史跡や寺社、今も続
く海苔問屋などを訪ねます。
小学5年生以上の方
10月15日㈯午後1時～4時
100円

2大森の海苔の船づくりを知る
　展示中の船や収蔵している船模型を解
説し、中べか復元の記録映像を上映します。
小学生以上の方
10月30日㈰午後1時30分～ 3時30分

◇12ともに◇
先着115名230名
問合先へ電話
大森 海苔のふるさと館 

☎5471－0333　 5471－0347

子育て講座
「子どもとの上手な向き合い方」
区内在住・在勤の1歳～小学3年生の

お子さんの保護者、子育て支援者
10月18日㈫午前10時～11時45分
消費者生活センター
先着30名
問合先へ電話かFAX（記入例参照。保

育（1歳以上の未就学児先着15名。1人
500円）希望はその旨も明記）

教育支援資金の貸付
　高校・専門学校・大学などの入学金、
授業料などを無利子でお貸しします。初
回相談から貸付金交付までは1か月以上
かかります。詳細はお問い合わせくださ
い。
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎3736－2026　 3736－2030

歳末たすけあい運動の見舞金
　皆さんから寄せられた募金の一部を見
舞金としてお届けします。
令和4年12月31日時点、区内在住で、

身体障害者手帳1級・愛の手帳1度・精神
障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお
持ちの方（施設入所者を除く）
問合先へ申込書（問合先、特別出張所

で配布。問合先HPからも出力可）と必要
書類を郵送。11月9日必着
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎3736－2023　 3736－2030

高齢者インフルエンザ予防接種
　9月下旬に予診票を郵送します。接種
期間などの詳細は予診票をご確認くださ
い。
令和4年12月31日時点で65歳以上か、

法令で指定された方
感染症対策課感染症対策担当

　☎5744－1263
5744－1524

特定保健指導が始まります
　生活習慣病発症のリスクが高い方を、
管理栄養士などの専門職が支援するプロ
グラムです。特定健康診査で生活習慣の
改善が必要と判定された方へ、案内を郵
送します。
健康づくり課健康づくり担当

　☎5744－1265　 5744－1523

国民年金保険料の免除・
納付猶予制度

　承認期間は老齢基礎年金の受給資格期
間となります。10年以内にさかのぼっ
て納めることで、年金受給額を増やすこ
とができます。対象などの詳細はお問い
合わせください。
国保年金課国民年金係

　☎5744－1214　 5744－1516

不動産に関する無料相談会
　弁護士・税理士などに賃貸借・売買・
借地権・税金などの相談ができます。
10月3日㈪午前10時30分～午後4時
区役所本庁舎2階
当日会場へ
広聴広報課広聴担当

　☎5744－1135　 5744－1504

大田区住宅マスタープラン（素案）
へのご意見

●募集期間　10月11～31日
●閲覧場所　区HP、問合先、区政情報
コーナー、特別出張所、図書館、大田文
化の森情報館
●意見の提出方法　問合先へ郵送、FAX、
持参。電子申請も可
建築調整課住宅担当

　☎5744－1344　 5744－1558

要介護認定調査業務
　詳細は問合先HPをご覧ください。
介護支援専門員などの資格を有し、認

定調査員新規研修を修了し
た、月5件以上調査可能な
方（1件4,620円）
問合先へ必要書類（問合

先HPで確認）を郵送か持参
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎5703－8233　 3736－2030

障害者施設給食調理業務
委託事業者            

　詳細は区HPをご覧ください（10月1日
公開）。
上池台障害者福祉会館へ申込書（申込

先で配布。区HPからも出力可）と必要書
類を持参。10月31日締め切り
上池台障害者福祉会館

　☎3728－3111　 3726－6677
志茂田福祉センター
　☎3734－0763　 3734－0797

大田区職員　技能Ⅵ（作業Ⅲ）
　申込方法や受験資格などの詳細は区
HPをご覧ください。
昭和63年4月2日～平成17年4月1日

生まれの方
●第一次選考　11月13日㈰
問合先へ申込書（問合先で

配布）を郵送か持参。10月
18日消印有効
人事課人事担当

　☎5744－1152　 5744－1507

区立保育園の保育補助員
（名簿登録制）            

　欠員があった場合、名簿登録者の中か
ら中途採用します（資格不要）。詳細は区
HPをご覧ください。　
※登録は随時受け付けています
問合先へ申込書（区HPから出力）を郵送
保育サービス課保育職員担当

　☎5744－1278　 5744－1715

大田区交通政策基本計画推進協議会
10月11日㈫午後2時30分～4時
区役所本庁舎2階
先着15名
当日会場へ　※手話通訳

希望は9月28日までに問合
先へ電話かFAX（記入例参

照）
都市計画課公共交通・臨海部担当

　☎5744－1303　 5744－1530

違法な屋外広告物を除却します
　違法な屋外広告物を警察、地域団体、
関係企業などと共同で除却します。
①大森駅東口周辺＝10月14日㈮午後

1時30分～3時②御嶽山駅周辺=10月20
日㈭午後2時～3時30分③蒲田駅西口周
辺=10月28日㈮午後1時30分～3時
①地域基盤整備第一課

　☎5764－0629　 5764－0633
　②地域基盤整備第三課
　☎3726－4300　 3726－4318
　③地域基盤整備第二課
　☎5713－2006　 5713－2009

赤い羽根共同募金運動が
10月1日から始まります

　募金は地域の福祉活動支援を中心に活
用されます。ご協力をお願いします。
東京都共同募金会大田区協力会事務局

　☎3736－2023　 3736－2030

古着の拠点回収
　詳細は区HP、ごみ分別ア
プリなどでお知らせしますの
でご確認ください。
清掃事業課清掃リサイクル

担当
　☎5744－1628　 5744－1550

ごみの収集ルートの変更
　安全で効率的な収集を行うため、10
月から収集ルートを一部変更します。集
積所によっては、収集時間が大幅に変更
になる場合があります。
清掃事業課清掃リサイクル担当

　☎5744－1628　 5744－1550

自動通話録音機で特殊詐欺撃退！
　還付金詐欺やオレオレ詐欺といった特
殊詐欺被害に遭わないためには、自動通
話録音機の設置が効果的です。自動通話
録音機は無料で貸し出しています。
区内在住で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）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

東調布公園プールの休場
10月17日㈪～令和5年2月28日㈫予

定
※建物・電気・機械設備工事のため
公園課計画調整担当

　☎6715－1825　 3744－8955

マチニエヲカク
大洲大作　Logistics/Rotations
　美術家・大洲大作による、かつて蒲田
を走っていた線路の記録を基にした映像
インスタレーション（展示空間自体を１つの
アート作品とする表現）の屋外展覧会です。
9月30日㈮～10月10日㈷午後6時30

分～9時
蒲田駅東口周辺　※詳細は問合先HP

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

ⓒ大田区

福　祉 募　集

お知らせ

参加・催し
相　談

求　人

傍　聴

健　康

年　金

をご覧ください
（公財）大田区文化振興協会
　☎3750－1611　 3750－1150

しょうがい者巡回パネル展
①10月5日㈬～11日㈫午前10時～

午後9時（11日は午後4時まで）＝グラン

照）
都市計画課公共交通・臨海部担当

　☎5744－1303　 5744－1530

違法な屋外広告物を除却します

お知らせお知らせ情報箱
暮 ら

し の 記入例はがきや
FAXなどの

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
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