
見えてくること
3月14日㈰①午後1時30分～2時45分

②午後3時15分～4時30分
3江戸カルチャー8　楽しく歌舞伎を観

み

るために〜文楽と歌舞伎の深い関係〜
高校生以上
①3月20日㈷②3月27日㈯

※いずれも午後1時30分～2時45分
◇1�～3いずれも◇

先着1�50名23各15名
問合先へ電話か来所
洗足区民センター

　☎3727－1461　 3727－1462

タブレット体験会
初めてのタブレット

区内在住・在勤・在学で初めてタブレッ
トに触れる方
3月16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
消費者生活センター

　☎3736－7711　 3737－2936

春の就職面接会
　求人企業2社が参加する日替わり面接
会。求人情報は、3月2日から問合先で
公開します。
おおむね55歳以上の方
3月16日㈫～19日㈮午前10時～午後

4時
大田区社会福祉センター
先着各30名
問合先へ来所
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎5713－3600　 5713－3602

ポールウォーク教室（前期）（6日制）
　姿勢や歩幅の改善を図り、筋力アップ
を目指します。
区内在住の65歳以上で医師などから

運動制限を受けていない方
4月8日、5月6日、6月3日、7月1日、

8月5日、9月2日㈭午後2時～3時30分
六郷地域力推進センター

※マスク着用、タオル・飲み物を持参
抽選で20名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。3

月8日必着
高齢福祉課高齢者支援担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1624　 5744－1522

NCプログラミング初級講座
（3日制）

区内在住・在勤で金属加工業や機械工
業に従事し、NCプログラミングの基礎
技能を必要とする方
5月22・29日、6月5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

※令和3年4月に「羽田旭町10－11」へ移
転
4,000円
抽選で10名
（一社）大田工業連合会（☎3737－0797�
3737－0799）へ連絡し、所定の応募

用紙を入手しFAX。HP（http：//www.
ootakoren.com/）からも申し込み可。
4月12日必着
産業振興課工業振興担当

　☎5744－1376　 6424－8233

国民健康保険に加入している方へ
1海外療養費の給付　
　海外渡航中の療養費は、支払い後、申
請により国保で認められた分を後日受給
することができます（治療目的の渡航は
除く）。
診療内容明細書・領収明細書・領収書

（いずれも原本と日本語訳）、保険証、印
鑑（スタンプ印不可）、世帯主の口座番号
が分かるもの、パスポートなど出・入国
が分かるものを持参の上、問合先で申請
※詳細はお問い合わせください
2柔道整復治療（整骨院・接骨院）を受け
る方
　国保は①打撲・捻挫②骨折・脱臼（医
師の同意が必要）などの治療をした場合
に適用となります。受診後、療養費支給
申請書の内容を確認し、ご署名ください。
領収書を保管し、後日区から届く医療費
通知で金額などをご確認ください。
　ただし、肩凝りなど慢性的なもの、同
じ原因・部位をほかの病院などで治療中
の場合、労災保険が適用となる負傷の場
合は全額自己負担となります。

◇1�2ともに◇
国保年金課国保給付係

　☎5744－1211　 5744－1516

無料法律相談会
　成年後見制度の利用や登記・相続・遺
言の相談に司法書士がお応えします。
3月20日㈷午後1時30分～4時30分
区役所本庁舎2階　
先着39名（1人50分）
問合先へ電話
おおた成年後見センター

　☎3736－2022　 3736－5590
※当日の連絡先（東京司法書士会大田支
部（加藤）　☎5493－8628）

都市計画マスタープラン
改定推進委員会

3月2日㈫午後3時から
区役所本庁舎5階
先着20名
当日会場へ
都市計画課都市計画担当

　☎5744－1333　 5744－1530

特別区（東京23区）職員採用
　詳細は特別区人事委員会HPをご覧く
ださい。各採用試験・選考案内は各区人
事担当課と特別区人事委員会事務局で配
布します。
●第1次試験日
①Ⅰ類（一般方式・新方式）＝5月2日
②経験者・就職氷河期世代
＝9月11日
③Ⅲ類・障害者＝9月12日
人事課人事担当

　☎5744－1152
　 5744－1507

ご意見を募集します
　情報化による区のさらなる発展を目的
に取りまとめた「（仮称）大田区情報化推
進計画（素案）」について、皆さまからの
ご意見を募集します。計画（素案）の概要
説明は区HPをご覧ください。
●意見募集期間　3月2～19日
●閲覧場所
区HP、区政情報コーナー、特別出張所、
図書館、問合先
●意見の提出方法
電子申請か問合先へ郵送かFAX
企画課政策・企画担当

　☎5744－1657　 5744－1502

区営住宅（事故住宅）の入居者
●募集住戸　
7戸（家族向け、家族向け単身者可）
●申込書配布・受付期間　3月16～18日
●応募資格　募集案内（受付期間中に相
談窓口で配布）をご覧いただくか、相談
窓口にお問い合わせください
●相談窓口・受付場所
大田区住宅管理センター（蒲田5－36－3�

☎3730－7325）
建築調整課住宅担当

　☎5744－1344　 5744－1558

小学校理科支援員
　小学3～6年生の理科授業で、観察・
実験の補助などを行います。
小学生に理科への興味を持たせること

に意欲がある方
●勤務時間　1日1～4時間程度
●謝礼　1時間1,050円
●採用日　令和3年4月1日以降
※登録後、学校の要望により調整
●勤務場所　区立小学校
問合先へ電話
教育総務部指導課

　☎5744－1435　 5744－1665

区民ギャラリーをご活用ください
　
地域の皆さんの絵画や写真、書などの

作品を特別出張所と地域庁舎で募集・展
示しています。
区内在住・在勤・在学の方
希望月の前月10日から各施設で受け

付け。詳細は各施設へお問い合わせくだ
さい
文化振興課文化計画担当

　☎5744－1627　 5744－1539

ゆいっつ（大田区青少年交流
センター）の休館

3月2日㈫　※電気設備点検のため
　☎6424－5101　 6424－5120

障がいのある方のための教室
区内在住の障がいのある方とその家族
①絵画＝3月4日㈭

　②編み物＝3月15日㈪
　③俳句＝3月17日㈬
※いずれも午前10時～正午
さぽーとぴあ
先着各20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

大森	海苔のふるさと館
海苔つけ体験

　昔から受け継がれる方法で乾
ほ
し海苔づ

くり体験をします。
3月7日㈰・20日㈷午前10時～正午
先着各10名
問合先へ電話

大森�海苔のふるさと館
　☎5471－0333　 5471－0347
� 洗足区民センターの催し
1わいわいボッチャ大会
3月13日㈯午後1時～5時

2東京1964パラリンピックの映像から

▲
詳細はコチラ

相　談

国民健康保険

傍　聴

求　人

ご注意ください！
　新型コロナウイルス感染症の影響
により、本紙や過去の「おおた区報」
掲載の催しなどが中止・延期になる
場合があります。各催しの問合先に
ご確認いただくか、区HPで最新の
情報をご確認ください。

　お支払いについて、窓口と電話でご相談をお受けします。
▶日時 夜間　3月11・25日㈭午後8時まで、4月8・22日㈭午後7時まで
 ※国保の加入・脱退、保険証の再交付申請は午後7時まで（本人確認と証明書などが必要）
 土曜　3月20日㈷午前9時～午後5時
 ※国保の加入・脱退、保険証の再交付申請も受け付け

・整理大森 ☎5744－1200　・整理調布 ☎5744－1201
・整理蒲田 ☎5744－1202　・整理区外 ☎5744－1203

■FAX5744－1517
（共通）

■FAX5744－1516
（共通）

●特別区民税・都民税について＝納税課
　収納推進担当　☎5744－1205（令和2年度分のみ）

●国民健康保険について＝国保年金課
・国保料収納担当（納付方法）　☎5744－1697
・国保資格係（手続き）　☎5744－1210
※国保資格係の夜間・土曜の電話対応は行っていません

▶会場　区役所本庁舎4階
▶問合先

夜間・土曜納付相談 特別区民税・都民税と国民健康保険料

※費用が記入されて
　いない催しなどは
　原則無料です

はがきなどで
申し込む場合
の記入例

情報箱
暮 ら

し の ❶
❷
❸
❹
❺
❻

催しなどの名称
〒住所
氏名（ふりがな）
年齢（学年）
電話番号
その他必要事項
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