
　区内の約6,200名が新成人になり
ます。公募で集まった新成人の代表
が運営委員となり、企画・運営します。
　今年度は午前・午後の2部制で行
い、同日にオンライン用の動画を公
開します。詳細は案内状か、HPをご確認ください。
▶日時　1月11日㈷　午前の部　午前11時～11時45分（午前10時開場）
　　　　　　　　　　午後の部　午後3時15分～4時（午後2時15分開場）
▶会場　大田区総合体育館
◆案内状の送付　11月15日現在区内在住の、平成12年4月2日～13年4
月1日生まれの方へ郵送します

▲
詳細はコチラ

▶問合先　地域力推進課青少年担当　☎5744－1223　■FAX5744－1518

　令和4年1月に開催する式典を区と一緒に企画・運営する新成人を募集します。
企画会議は平日夜に月1～3回程度、区役所本庁舎、区施設で行います。
▶対象　区内在住で、平成13年4月2日～14年4月1日生まれの方
▶申込方法　問合先へ電話。電子申請も可

次年度の運営委員を募集します！

区立保育園の
保育支援員・調理支援員

●任用期間　令和3年4月1日
～4年3月31日
●勤務時間　1日実働4時間、
週5日
●報酬（予定）　
保育支援員＝月額94,203円
調理支援員＝月額90,487円
●選考方法　書類審査後、面接
問合先へ次のものを郵送か持参。12

月21日必着
・申込書
・作文（課題「あなたが保育園で働く上で大
切にしたいこと」を手書きで200字程度）
※申込書、作文用紙は区HPから出力し
てください
保育サービス課保育職員担当

　☎5744－1278　 5744－1715

妊婦面接員
助産師か保健師の資格がある方

●任用期間　令和3年4月1日～4年3月
31日
●勤務時間　午前8時30分～午後5時15
分の間で1日実働7時間45分、週4日
●報酬（予定）　 月額259,008円（別途賞
与・交通費支給。各種休暇・社保完備）
●募集人数　若干名
●選考方法　書類審査後、面接
問合先へ次のものを郵送か持参。12

月27日必着
・履歴書（写真貼付）
・資格証明書の写し
・作文（課題「あなたが妊婦さんと面接
する際に大切にしたいこと」を手書きで
600～800字程度）
健康づくり課健康づくり担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1683　 5744－1523

区立児童館などの
児童育成支援員

●任用期間　令和3年4月1日～4年3月
31日

●勤務時間　午前8時30分～午後7時15
分の間で1日実働4時間、週5日
●報酬（予定）　月額88,258円
（交通費支給。各種休暇・社保完備）
●募集人数　20名程度
●選考方法　書類審査後、面接
問合先へ次のものを郵送か持参。12

月28日必着
・履歴書（写真貼付）
・作文（課題「こども達が児童館で心地よ
く過ごすためにあなたは児童育成支援
員として何を心がけますか」を手書きで
200字程度）
子育て支援課子育て支援担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1272　 5744－1525

新型コロナウイルス感染症による
区内産業への影響調査

区内で事業を営む法人と個
人事業主
●回答方法　11月30日㈪～
12月14日㈪に区HPから回答
産業振興課産業振興担当

　☎5744－1363　 5744－1528

東京都都市計画案の縦覧
　「都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針」「都市再開
発の方針」の各案を縦覧しま
す。縦覧期間は都が公表した
後、区HPに掲載します。詳細
は区HPをご覧ください。
東京都都市整備局都市計画課、区役所

本庁舎7階
都市計画課都市計画担当

　☎5744－1333　 5744－1530

環境影響評価調査計画書の
縦覧

　「大井町駅周辺広町地区開発」の環境影
響評価調査計画書を縦覧します。詳細は
区HPをご覧ください。
●縦覧期間　12月1日㈫～10日㈭
区役所本庁舎8階ほか
東京都環境局環境政策課

　☎5388－3406　 5388－1377

地域包括支援センター入新井の
移転

　地域包括支援センター入新井は、入新
井老人いこいの家（大森北3－24－27）
内へ移転します。
※連絡先に変更はありません
●移転後の営業開始日　

令和3年1月12日㈫
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎5744－1250　 5744－1522

熊谷恒子記念館の休館
12月14日㈪～25日㈮

※展示替えなどのため
　☎ 3773－0123

おおた住まいづくり
巡回パネル展

　安全・安心・快適な住まいづくりのた
めの建築あっせん事業や、区の助成制度
をパネルでご紹介します。

①12月10日㈭～15日㈫午前8時30
分～午後5時＝新井宿特別出張所
②12月16日㈬～25日㈮午前8時30分～
午後5時＝羽田特別出張所
③1月25日㈪～2月5日㈮＝グランデュ
オ蒲田3階東西連絡通路（営業時間に準
ずる）
④2月9日㈫～19日㈮午前9時～午後5時
＝田園調布せせらぎ館
※①～④最終日は午後2時まで。②20日
を除く。③25日は午前11時から
建築調整課建築調整担当

　☎5744－1382　 5744－1558

都市計画変更素案の説明会など
　都市計画道路補助線街路第28号線の
一部区域の変更、大森駅西口広場を新た
に都市計画施設として定める都市計画変
更素案の説明会を行います。
①素案説明会＝12月18日㈮午後6時

30分～8時（午後6時から受け付け）
12月19日㈯午後2時～3時30分（午後1
時30分から受け付け）
②オープンハウス型説明会＝12月21日㈪
・22日㈫午前10時～午後5時
①山王小学校体育館

②大森駅中央改札外コンコース、大田区
マイナンバーカードセンター
①先着各110名
当日会場へ
都市開発課都市開発担当

　☎5744－1356　 5744－1526

大家さん向け
居住支援セミナー・個別相談会
区内に賃貸用物件を所有している方
12月25日㈮午後0時30分から受け付け

①セミナー＝午後1時～4時
②個別相談会＝午後4時～4時45分
区役所本庁舎2階
先着①50名②4組(1組2名まで）
問合先へ電話かFAXかはがき（氏名、

電話番号、賃貸用物件の大家・不動産関
係団体・そのほかのいずれに属するかを
明記）。12月11日必着
住宅相談窓口

（〒144－8621大田区役所建築調整課）
　☎5744－1343　 5744－1558

大森 海苔のふるさと館　写真展
「竹ヒビで海苔を採っていたあの
頃－海苔網以前の海苔養殖－」

　竹ヒビを使っていた昭和10年ごろの
写真などを展示し、海苔網以前の海苔養

殖の様子を振り返ります。
4月18日㈰まで

※休館日はお問い合わせください
大森 海苔のふるさと館

　☎5471－0333　 5471－0347

勝海舟記念館
企画展「慕われた海舟翁」

　海舟の墓前に奉納された水盤に関する
資料や、海舟とともに渡米した木

き

村
むら

芥
かい

舟
しゅう

の漢詩など、大田区ならではの資料を展
示します。
12月11日㈮～3月14日㈰午前10時～

午後6時
●休館日　月曜（祝日の場合は翌日休館）
※12月7～10日は展示替えのため休館
●入館料　一般300円、小中学生100円
※各種割引有り

勝海舟記念館　
　☎6425－7608　 6425－7610

ティーンズ
ぱわーあっぷセミナー

　レクリエーションや野外活動を通して
楽しくリーダーシップを身に付けます。
区内在住・在学の中学・高校生
1月23・30日、2月6・20・27日、3

月21日
※いずれも午前10時～午後3時
ゆいっつ（大田区青少年交流センター）
500円
先着で中学・高校生各20名
12月1日～1月7日に問合先へ電話か

FAX（記入例参照）。電子申請も可
地域力推進課青少年担当　

　☎5744－1223　 5744－1518

歌うママ防災士から学ぶ
もしもといつもに役立つ
くらしの安心術

　子連れで避難所へ行くとき
の留意点、自宅避難の対策、
日頃の備えを学びます。
区内在住・在勤・在学の方
1月31日㈰午前10時～正午
抽選で30名
問合先へFAX（記入例参照。保育希望

（1歳以上の未就学児7名。1人500円）は
お子さんの名前、年齢も明記）。電子申
請も可。1月20日必着

エセナおおた
　☎3766－4586　 5764－0604

発達障がいに寄り添った、
子どもの体験の場づくりを考える
　発達障がいの子どもへのケアや、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・在学の16歳以上の方
2月14日㈰午前10時～午後3時
消費者生活センター　
550円
先着40名
12月1日～2月1日に問合先へ電話か

来所。電子申請も可
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲晩年の勝海舟

区立保育園の
保育支援員・調理支援員

●任用期間　令和3年4月1日
～4年3月31日

●勤務時間 午前8時30分～午後7時15
分の間で1日実働4時間、週5日
●報酬（予定）　月額88,258円
（交通費支給。各種休暇・社保完備）
●募集人数　20名程度
●選考方法 書類審査後、面接
問合先へ次のものを郵送か持参。12

令和3年1月12日㈫
高齢福祉課高齢者支援担当
☎5744－1250 5744－1522

熊谷恒子記念館の休館
12月14日㈪～25日㈮

※展示替えなどのため

殖の様子を振り返ります。
4月18日㈰まで

※休館日はお問い合わせください
大森 海苔のふるさと館

　☎5471－0333 5471－0347

勝海舟記念館
企画展「慕われた海舟翁」
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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。

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
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