
問合先　都市基盤管理課交通安全・自転車総合計画担当　☎5744－1315   ■FAX 5744－1527

自転車の盗難にご注意ください
あなたの自転車こんなときに狙われます

　近年、自転車を狙った盗難事件が、区内で多く発生しているのをご存じですか。うっかり鍵をかけ忘れるなど、
気を付けないとあなたがその被害者になることも。盗難を未然に防ぐために、犯罪の傾向から対策を見直すきっ
かけにしましょう。

盗まれた自転車の施錠

令和２年1,479件1,479都内ワースト2位

平成30年2,146件

都内ワースト2位

していなかった

％

（令和元年データ）

「数分しか離れないから」はキケン

　違う種類の鍵を2つ
以上付けると、犯行
に時間がかかるため、
盗難を防止する効果
が期待できます。

大切な自転車を守りましょう！

                 で

盗難防止の効果アップ

ツーロック

区と区内警察署が連携
自転車盗犯人の取り締まりの強化推進中！

警視庁蒲田警察署　生活安全課長　臼杵輝明さん
うすき てるあき
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2,1462,146令和元年2,073件

都内ワースト1位2,073

盗まれやすい場所

住宅　

％

（令和元年データ）

自宅の敷地内でも安心できない

約

出典：警視庁「犯罪発生情報(年計)」

©大田区

出典：警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」

　蒲田警察署管内では、自転車盗難被害が都内で最も多く発生しており、深刻な状況にあります。
自転車盗は、れっきとした窃盗犯罪です。警察では、駐輪場への防犯カメラ設置・増設を要
請しているほか、職務質問を行い、盗まれた大切な自転車を持ち主に返還するための取り締ま
りをしています。
　自転車の盗難を防ぐためには「無防備に路上駐輪しない」「自宅やマンションの駐輪場でも必ず
鍵をかける」「短い時間でも必ず鍵をかける」「二重に鍵をかける(ツーロック)」「防犯カメラや人
感センサーなどを積極的に導入する」などの対策をして絶対に盗ませない環境を整えましょう。
　区民の皆さんと行政が一体となり、「安全安心なまち、大田」の実現のために、より良い環境
づくりを推進していきましょう。

約

　区内で発生する盗難認知件数は年々減っていますが、依然とし
て都内ワースト2位です。令和2年の刑法犯認知件数が4,084件
に対し、自転車盗はその約4割と高い割合を占め、区内でも多発
している犯罪です。

区内自転車盗難認知件数区内自転車盗難認知件数

区は条例により自転車の鍵かけを義務化しています

　区内で発生する盗難認知件数は年々減っていますが、依然とし
て都内ワースト2位です。令和2年の刑法犯認知件数が4,084件
に対し、自転車盗はその約4割と高い割合を占め、区内でも多発
している犯罪です。
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がな）
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要事項

区役所本庁舎での手話通訳者の配置
　本庁舎内の各窓口へ対応します。
月曜（休日の場合は翌日）、午後1時～

4時
●受付場所　問合先
障害福祉課障害者支援担当
☎ 5744－1253 5744－1555

身体障害者・知的障害者相談員を
ご存じですか

　日常生活や学校、福祉サービスなどの
悩みを気軽に相談することが
できます。詳細は区HPをご
覧ください。
さぽーとぴあ
☎ 5728－9134 5728－9136

国民健康保険に加入してください
　国民健康保険や社会保険などの公的医
療保険制度は、国民が必ず加入する制度
です。社会保険などに加入していない方
は、国民健康保険に加入する届け出をし
てください。
国保年金課国保資格係

　☎ 5744－1210　 5744－1516

厚生年金と健康保険の加入
　全ての法人事業所や常時従業員を5人
以上雇用している個人事業主は、厚生年
金と健康保険の加入が法律で義務付けら
れています。加入の手続きがお済みでな
い事業主の方はお問い合わせください。
日本年金機構大田年金事務所
☎ 3733－4141

糖尿病性腎症重症化予防
プログラム参加者を募集します

　無料で保健指導を受けられます。
大田区国民健康保険加入者で糖尿病性

腎症第2期か第3期の方
区内協力医療機関など　
先着40名
区内かかりつけ医で申し込み
国保年金課国保保健事業担当

　☎ 5744－1393　 5744－1516

児童用防犯ブザーを配布します
大田区立以外の学校に通う区内在住の

小学1年生　※区立小学校に通う児童に
は学校で配布
申請書（問合先で配布。区HPからも出

力可）と通学する学校の在学
証明書・身分証明書の写しを
問合先へ郵送か持参
学務課学校運営係

（〒144－8623大田区教育委員会事務局）
　☎ 5744－1427　 5744－1536

認可外保育施設などの利用料を
補助します

大田区に住民登録があり、認可外保育
施設などにお子さんを預けて
いる保護者
認可外保護者補助金事務

センター
☎ 5744－1312 5744－1715

高齢者用肺炎球菌予防接種
●令和2年度対象の方
新型コロナウイルス感染症の発生に伴

い、医療機関の受診を控えたことで、期
間内の接種ができなかった方に対し、接
種期間を延長します。
●令和3年度対象の方
予診票の発送は7月を予定していま

す。4～6月に接種を希望される方は、
お問い合わせください。
感染症対策課感染症対策担当

　☎ 5744－1263　 5744－1524

風しんの抗体検査と予防接種
　詳細は区HPをご覧ください。
1第5期定期接種
昭和37年4月2日～54年4月1日生ま

れの男性
※対象者にはクーポン券を送
付済み。再発行希望は問合先
へ連絡
2大田区助成制度
大田区に住民登録があり、検査日・接

種日現在19歳以上で風しんにかかった
ことがなく、抗体検査・予防接種も受け
たことがない次のいずれかに該当する方
●抗体検査＝風しんの抗体価が不明で妊
娠を希望する女性とその同居者（妊婦の
同居者も含む）
●予防接種＝抗体検査を受け
た結果、抗体価が不十分だっ
た方

◇12ともに◇
実施医療機関へ直接申し込み
感染症対策課感染症対策担当

　☎ 5744－1263　 5744－1524

保育補助員
　区立保育園で子どもの見守りや清掃な
ど、保育士の補助を行う仕事です（資格
不要）。詳細は区HPをご覧ください。
問合先へ申込書（区HPから

出力可）を郵送。登録は随時
受け付け
保育サービス課保育職員担当
☎ 5744－1278 5744－1715

おおた区民大学講座企画員
区内在住・在勤・在学の方
①共生社会のまちづくり＝5月11日～

6月29日の火曜
②子育て仲間とシェアするホンネ＝5月
13日～7月1日の木曜
※いずれも午前9時45分～11時45分。
初日は説明会のみ（午前10時～11時）
消費者生活センター
抽選で各10名
問合先へ往復はがき（記入例参照。保

育（おおむね1歳6か月以上の未就学児6

名）希望はその旨も明記）。電子申請も可。
4月25日消印有効
地域力推進課区民協働・

生涯学習担当
（〒144－8621大田区役所）
☎ 5744－1443 5744－1518

視覚障害者ガイドヘルパー
同行援護従業者養成研修一般課程を修

了し、ガイドヘルパーの活動が可能な方
●業務内容　視覚障がい者の外出のサ
ポート、情報支援など
問合先へ電話の上、履歴書（写真貼付）、

修了証明証の写し、登録ヘル
パー申込書（問合先HPから出
力可）を問合先へ郵送
※面接有り
（社福）大田区社会福祉協議会

（〒144－0051西蒲田7－49－2）
　☎ 3736－5560　 3736－2030

（仮称）新大田区生涯学習
推進計画策定会議公募委員
区内在住で20歳以上の方

●任期　6月～令和4年3月
問合先へ申込書（問合先で配布。区HP

からも出力可）と作文を郵送
か持参。4月23日必着
地域力推進課区民協働・

生涯学習担当
☎ 5744－1443 5744－1518

環境影響評価書案に係る見解書の縦覧
　「中防不燃・粗大ごみ処理施設整備事
業」の環境影響評価書案に係る見解書を
縦覧します。詳細は区HPを
ご覧ください。
●縦覧期間
4月12日～5月6日
●縦覧場所　環境計画課
東京都環境局環境政策課
☎ 5388－3406 5388－1377

都市づくりに関するアンケート調査
　まちの将来像や方向性を示す「大田区
都市計画マスタープラン」の改定にあた
り、皆さんに都市づくりの満足度や今後
の方針の重要度などを調査するアンケー
トを行っています。詳細は区HPをご覧
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福　祉

国　保

介護保険料が改定されました 　65歳以上の方に適用する令和3～5年度の介護保険料額が決まりました。

・公費による負担軽減強化の継続により、第1～3段階の保険料率が軽減されています。
・表中の「特別区民税」は、東京23区以外の場合「市町村民税」にあたります。「課税年金収入額」は、特
別区民税の課税対象とされる公的年金等の収入です。
・「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から公的年金等に係る所得を除いた所得金額です。
・「合計所得金額」とは、年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除し
た所得金額の合計で、所得控除（扶養控除や医療費控除等）や損失の繰越控除をする前の金額をいいま
す。ただし、介護保険料の算定には租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に係る特別控除
がある場合、特別控除額を控除した後の金額を用います。
・令和3～5年度までの介護保険料算定の特例として、「その他の合計所得金額」に給与所得が含まれて
いる場合、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。また、「合計所得金額」に給与か公
的年金等に係る所得が含まれている場合、給与か公的年金等に係る所得の合計額から最大10万円を
控除した金額を用います。

▶問合先　介護保険課　 5744－1551（共通）
保険料額＝資格・保険料担当 ☎ 5744－1491
納付、口座振替＝収納担当 ☎ 5744－1492
介護保険事業計画＝計画担当 ☎ 5744－1732

保険料段階 対象者 新保険料
（年額）

第1段階
（基準額×0.25）

①生活保護受給者②老齢福祉年金受給者で世帯全員が特別区民税非課税
③中国残留邦人等支援給付の受給者④世帯全員が特別区民税非課税で、本
人の課税年金収入額とその他の合計所得金額を合わせた額が80万円以下

18,000円

第2段階
（基準額×0.40）

世帯全員が特別区民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計
所得金額を合わせた額が120万円以下で第1段階に該当しない 28,800円

第3段階
（基準額×0.65）世帯全員が特別区民税非課税で、第1・2段階に該当しない 46,800円

第4段階
（基準額×0.82）

本人が特別区民税非課税（同じ世帯の方が特別区民税課税）で、本人の課
税年金収入額とその他の合計所得金額を合わせた額が80万円以下 59,040円

第5段階
（基準額）

本人が特別区民税非課税（同じ世帯の家族が特別区民税課税）で、第4段階
に該当しない 72,000円

第6段階
（基準額×1.10）本人が特別区民税課税で、合計所得金額が120万円未満 79,200円

第7段階
（基準額×1.25）本人が特別区民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 90,000円

第8段階
（基準額×1.50）本人が特別区民税課税で、合計所得金額が210万円以上260万円未満 108,000円

第9段階
（基準額×1.60）本人が特別区民税課税で、合計所得金額が260万円以上320万円未満 115,200円

第10段階
（基準額×1.80）本人が特別区民税課税で、合計所得金額が320万円以上370万円未満 129,600円

第11段階
（基準額×1.90）本人が特別区民税課税で、合計所得金額が370万円以上420万円未満 136,800円

第12段階
（基準額×2.00）本人が特別区民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 144,000円

保険料段階 対象者 新保険料
（年額）

第13段階
（基準額×2.35）本人が特別区民税課税で、合計所得金額が520万円以上700万円未満 169,200円

第14段階
（基準額×2.65）本人が特別区民税課税で、合計所得金額が700万円以上1,000万円未満 190,800円

第15段階
（基準額×2.95）本人が特別区民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 212,400円

第16段階
（基準額×3.25）本人が特別区民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満 234,000円

第17段階
（基準額×3.55）本人が特別区民税課税で、合計所得金額が2,500万円以上 255,600円

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

3年に一度改定します

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

こ ど も

求　人

募　集

お知らせ

健　康



ください。
●実施期間　4月19日まで
都市計画課計画調整担当
☎ 5744－1333
5744－1530

生垣・植栽帯造成、
屋上・壁面緑化助成の制度を

ご存じですか
　安全で緑豊かな生活環境をつくるた
め、接道部などの生垣・植栽帯造成や住
居として使用する建築物で新たに行う屋
上・壁面緑化に対して助成を
行います。詳細は区HPをご
覧ください。
環境対策課環境推進担当
☎ 5744－1365 5744－1532

次世代ものづくり人材
育成プロジェクト

　区内中学校の職場体験事業にご協力い
ただく企業への助成を行います。詳細は
申込先HPをご覧ください。
●助成額　1回につき60,000円まで
●対象期間　4月～令和4年3月9日
（一社）大田工業連合会（☎ 3737－0797
3737－0799）へ連絡し、

申込書を入手しFAX。HPか
らも申し込み可
産業振興課工業振興担当
☎ 5744－1376 6424－8233

萩中公園プール
入場事前予約システム導入

　電話・窓口での予約に加え、スマー
トフォン・パソコンから予約
できるシステムを導入しまし
た。詳細は問合先HPをご覧
ください。
萩中公園水泳場
☎ 3741－2155 3742－2730

住民税課税（非課税）証明書・
納税証明書の日曜の窓口での
発行を一部休止します

●発行休止日　4月25日㈰
※郵送請求は可
日曜の窓口＝戸籍住民課戸籍住民担当

　☎ 5744－1185　 5744－1513
郵送請求＝課税課課税担当
　☎ 5744－1192　 5744－1515

平和の森公園に自生する
野草を探そう！（初夏編）

中学生以上の方
5月9日㈰午後1時～3時
300円
先着15名
問合先へ電話。4月13日午前10時か

ら受け付け
平和の森公園みどりの縁側

☎ 6450－0123（月曜休室）

自然観察会
「アオスジアゲハを探しに行こう！」
5月15日㈯午前10時～正午
大森 海苔のふるさと館、平和の森公

園ほか
抽選で20名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電

子申請も可。5月6日必着　
※小学生以下は保護者同伴
環境対策課環境推進担当

（〒144－8621大田区役所）
☎ 5744－1365 5744－1532

子ども科学教室
区内在住の小学5年～中学2年生
①砂時計を作ろう＝5月15日㈯

②バラの不思議～アロマ（心地の良い香
り）を体験しよう～＝5月22日㈯
※いずれも午前10時～正午
池上会館
抽選で各10名
問合先へ往復はがき（記入例参照。学

校名、保護者氏名を明記）。4月20日必着
科学教育センター

（〒146－0082池上1－33－8池上小学
校内）
☎ 3753－3510 3753－3511

馬込文士の足跡をたずねて散策会
「徳

とく

富
とみ

蘇
そ

峰
ほう

と大田区ゆかりの政財界人」
5月16日㈰

①午前10時～正午②午後2時～4時
山王草堂記念館集合
抽選で各10名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。

4月30日必着
龍子記念館

（〒143－0024中央4－2－1）
☎ 3772－0680

スマホ体験講座
区内在住の方
①5月29・30日＝本庁舎

②下表のとおり(特別出張所)

※いずれも午後2時～4時
抽選で各20名
問合先へ往復はがき（記入

例参照）。電子申請も可。4月
20日必着
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎ 5744－1443　 5744－1518

女性のためのぷち起業応援セミナー
区内在住・在勤・在学で起業に興味の

ある女性
5月20日㈭午後2時～4時
エセナおおた
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名500円）希望は
お子さんの名前、年齢も明
記）。電子申請も可。5月10
日必着
エセナおおた
☎ 3766－4586 5764－0604

家庭教育学習会「思春期入口の
子どもと向き合うために」

9歳以上のお子さんの保護者
5月28日㈮午前10時～正午
嶺町集会室
抽選で30名
問合先へ往復はがき（記入例参照。保

育（1歳6か月以上の未就学児
15名）希望はお子さんの氏
名、年齢も明記）。区HPから
も申し込み可。5月6日必着
教育総務課教育地域力推進担当

（〒144－8623大田区教育委員会事務局）
　☎ 5744－1447　 5744－1535

3大田区報　令和 3年 4月 11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

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。

●39歳以下の方は、介護分の負担はありません。また、65歳以上の方の介護分は
介護保険料として別に収めます。
●保険料の納入通知書を6月に世帯主に郵送します。
●特別徴収（公的年金からの天引き）の保険料は8月から新年度分に切り替わります。
▶問合先　国保年金課国保資格係　☎5744－1210　■FAX5744－1516

令和2年の所得額を基に、医療分、後期高齢者支援金分、介護分を算定します。

●国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料率などが決まりました令和
3年度

医療分
（最高限度額63万円）

後期高齢者支援金分
（最高限度額19万円）

介護分
（最高限度額17万円）

加入者全員の基礎となる
所得額（※）の合計×7.13％

所得割額

加入者数×38,800円

均等割額

加入者全員の基礎となる
所得額（※）の合計×2.41％

所得割額

加入者数×13,200円

均等割額

40～ 64歳の加入者全員の
基礎となる所得額（※）の合計

×2.36％

所得割額

40～ 64歳の加入者数
×17,000円

均等割額

以下の合計額が1年間（4月～翌年3月）の国民健康保険料となります

※基礎となる所得額＝個人の令和2年の合計所得額－43万円

親支援プログラム

対象 日程 時間 会場・問合先

初めてのお子さんが1歳5か
月～2歳4か月の母親

6月11日～7月16日の金曜（6日制）

午前10時
～正午

東糀谷児童館
☎3745－5155

6月15～29日の火曜（3日制） 大森東一丁目児童館
☎3763－3288

初めてのお子さんが8か月～
1歳6か月の母親 7月1～15日の木曜（3日制） 大森中児童館

☎3761－7749

動画公開中！アニメで解説！！5分で分かる環境問題
～みんなで守ろう地球の未来～

https://www.lib.city.ota.tokyo.jp/

Ⓒ大田区

館館館館館館館図図図図書書書書書館書館館館館館館書書書書書書図図図図書書書書書館館館館図図図図図図図図書書書書書書書書書書書館館館館館館館図書書館館館館館書書館館館館 りりりだだだよだよよよりよりりだだだだだだだだだだだだだだ りりりよよよよよよよより図書館だより
本の世界を冒険しよう！「こどもの読書週間」
　4月23日は「子ども読書の日」、4月23日～5月12日は「こどもの読書週間」です。こ
どもの読書週間にぴったりのブックリストを大田区立図書館HPに掲載しています。

▶問合先　大田図書館（〒145－0076田園調布南25－1）
　☎ 3758－3051　 3758－3625
1図書館音訳者養成講座
▶対象　次の全てに該当する方
①おおむね60歳以下で、パソコンの基本操作ができる
②講座の全日程に参加でき、音訳活動に理解と熱意がある
③講座修了後、音訳ボランティアとして区立図書館で活動できる
▶日時・会場　6～7月の火曜、午後2時～4時（全5回）＝大田図書館
▶定員　選考で10名程度
▶申込方法　問合先へはがき（記入例参照。4月23日必着）で申し込み、説明会（5
月18日㈫午後2時～4時＝蒲田図書館）に参加。筆記用具持参
2ご利用ください　図書館ガイド
　池上図書館の移転に合わせ、令和3年3月版の「図書館ガイド」（日
本語・英語・中国語・ハングル版）と、お子さん向けに「そうだ としょ
かんに いってみよう！」を発行しました。各図書館
などの地図や設備、サービスなどをまとめています。
▶配布場所　図書館、大田文化の森情報館、
田園調布せせらぎ館図書サービスコーナーほか

図書館 休館期間 問合先
大森東 4月12日㈪～17日㈯ ☎3763－9681 3298－6021
大森南 4月19日㈪～24日㈯ ☎3744－8411 3744－8421
入新井 5月24日㈪～29日㈯ ☎3763－3633 3763－3781

　悩みや関心のあることをグループで話し合い、子育ての不安を解消しま
せんか。
▶定員　先着各10名　※保育有り
▶申込方法　希望する会場へ電話。4月12日午前9時から受け付け ▲ 

詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

アニメーションで環境問題を分かりやすく解説。初め
ての環境学習におすすめです。大田区チャンネル
（Y

ユーチューブ
ouTube）でご覧いただけます。

▶問合先 環境計画課計画推進・温暖化対策担当
☎ 5744－1362 5744－1532

5月17日＝大森東 6月14日＝田園調布
5月25日＝入新井 6月15日＝蒲田西
5月27日＝雪谷 6月16日＝池上
5月31日＝蒲田東 6月17日＝新井宿
6月2日＝馬込 6月18日＝鵜の木
6月4日＝大森西 6月21日＝久が原
6月7日＝千束 6月23日＝羽田
6月9日＝糀谷 6月24日＝矢口
6月11日＝嶺町 6月28日＝六郷

▲ 
詳細はコチラ

休館のお知らせ
（特別整理のため）

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

参加・催し

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ



4 大田区報　令和 3年 4月11日号

次号の区報は 11日号・21日号は新聞折込か駅広報スタンド、区施設、公衆浴場、セブン-
イレブンで配布。配送サービス（外出困難などの要件有り）も行っています。4月21日号 食のちからで子どもたちを笑顔に特集

アプリコ＆プラザ  催し物案内

●大田区民プラザ ☎3750－1611  ●アプリコ ☎5744－1600  ●大田文化の森 ☎3772－0700
●（公財）大田区文化振興協会 ☎3750－1611 ■FAX3750－1150

☎3750－1555（午前10時～午後7時） ★新型コロナウイルス感染症防止のため、公演内容が変更になる場合があります
※発売初日の午後2時から公演前日午後7時まで下記施設でもチケットをお求めいただけます

チケットはHPからもお求めいただけます
オンラインは一部対象外の公演を除き5％相当割引（別途手数料有り。割引は5月11日まで）

https://www.ota-bunka.or.jp/

大田区民プラザ定期公演（小ホール・全席指定）

チケット予約専用電話

アプリコお昼のピアノコンサートVOL.65
坂本 望～未来に羽ばたく新進気鋭ピアニスト
による平日午後の演奏会～
5月14日㈮午後0時30分開演　アプリコ大ホール
全席指定　入場無料　先着400名 ※申し込みは予約専用電話から

発売日　4月14日㈬

発売日　4月14日㈬
●出演　林家彦いち、
立川志ら乃、鈴々舎馬るこ
●ゲスト　立川談笑　●若手バトル　三遊亭ぽん太、林家やま彦
5月21日㈮午後6時30分開演　2,500円　

下丸子らくご倶楽部

詳細は情報誌「Art Menu」をご覧ください。特別出張所や図書館、文化センターなど区内の主な施設や駅で配布しています。
★記載事項のない公演への未就学児の入場はご遠慮願います

●出演　NORA(Vo)、佐野聡(Tb、Fl)、あびる竜太(Pf)、
小泉哲夫(Bs)、鈴木ヨシロー (Drs)、伊波淑(Perc)
5月20日㈭午後6時30分開演　2,500円
遅割(午後7時30分から)1,500円※当日に残席がある場合のみ

下丸子JAZZ倶楽部

●マスクをはずしての会話はやめよう　●体調が悪いときは外出をやめよう　●換気のために空気を入れ替えようみんなで取り組もう
感染対策

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）

詳細はコチラ

▲

●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
●ワクチンの接種券が届く前に、区や国などの職員から連絡が来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
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

　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。

発売日　4月14日㈬

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)

大田区の歴史にふれよう　
ものづくり体験

熊谷恒子記念館　かなの美展
「日本の四季を愛でる　第1期　中世歌人を中心に」

龍子記念館　地域連携企画
「風薫る　美術館コンサート」

▶日時
4月17日㈯～7月4日㈰午前9時～午後4時30分（入館は午後4時まで）
▶休館日　月曜
※5月3日は開館。5月6日は休館
▶入館料　100円（子ども50円）
※65歳以上（要証明）と5歳以下は無料
▶会場・問合先
熊谷恒子記念館　☎ 3773－0123

▶日時　5月15日㈯午後6時30分～7時30分
▶出演　トリトン弦楽四重奏団
▶定員　抽選で50名
▶申込方法　問合先へ往復はがきかFAX（2面記入例参照。参加人数、FAX
での申し込みはFAX番号も明記）。4月30日必着　※1通につき2名まで
▶会場・問合先　龍子記念館（〒143－0024中央4－2－1）
☎ 3772－0680

文化
▶申込方法　問合先へ電話
▶問合先　郷土博物館　☎ 3777－1070 3777－1283

1GW子ども向けワークショップ！
郷土博物館へGO！
　大田区の郷土の歴史に関わる
子ども向けワークショップを
2種類ご用意しています。
▶会場　郷土博物館
▶定員　先着各15名

内容 対象 日程 時間 費用
麦わら細工体験 － 5月4日㈷ ①午前10時～正午

②午後2時～4時
－

まが玉づくり体験 小学1年生以上 5月5日㈷ 350円

内容 対象 日時 会場
粘土こね

小学5年生以上

5月9日㈰午後1時～2時30分
郷土博物館

成形・整形 5月16日㈰午前10時～午後4時

野焼き
5月30日㈰午前10時～午後4時
※雨天の場合は6月6日㈰

平和島公園
キャンプ場

麦わら細工

2体験学習会
「縄文土器づくり」（3日制）
　縄文時代の土器づくりを復元した方法で、
縄文土器をつくります。
▶費用　1,500円
▶定員　先着16名 野焼きの様子

熊谷恒子『山寺の』(部分)1970年

まが玉完成品

▲ 
詳細はコチラ

▶対象
65歳以上で、医師
から運動制限を受
けていない方
▶申込方法
当日会場へ
※マスク着用・手袋
持参
▶問合先
高齢福祉課高齢者支援担当　☎ 5744－1624 5744－1522

会場 日程 時間 雨天時

新井宿児童公園 第2・4月曜 午後2時～3時 中止

萩中公園
第2・4木曜

午前10時～11時 中止

ふくし公園 午後2時～3時
第2木曜は嶺町特別出張所
第4木曜は中止

矢口二丁目公園
第1・3金曜

午前10時～11時 中止

本門寺公園 午後2時～3時
第1金曜は中止
第3金曜は池上会館

健康遊具を使って、公園体操をしませんか？健康遊具を使って、公園体操をしませんか？健康遊具を使って、公園体操をしませんか？

　各助成の交付先が、以下の2事業に決定しました。詳細は区HPをご覧く
ださい。

令和3年度実施チャレンジプラス助成テーマ

「はねぴょん健康ポイントの普及啓発事業」

▶問合先　地域力推進課区民協働・生涯学習担当　☎ 5744－1204 5744－1518

助成メニュー 事業名 団体名

チャレンジ助成
令和3年度
「郷土の歴史を繋ぐ海苔を味わう海苔の日」

大森本場乾海苔問屋協同組合

チャレンジプラス助成 Street Camping事業 大田区商店街連合会

▲ 
詳細はコチラ

地域力応援基金助成事業の
実施事業が決まりました！

月1回、古着の回収を行っています
　再使用（リユース・リサイクル）できる衣料品や皮革衣料品、タオルなどを回収しています。
出せるもの ●洗ったもの（クリーニングは不要）

●タンスや衣料収納ケースなどにしまえる状態のもの
出せないもの ●事業者からの拠出品　●布団や毛布、カーペット

●靴やかばん、着物　　●汚れたもの
出し方 透明、半透明の袋に入れて会場へお持ちください。

▶問合先
清掃事業課
清掃リサイクル担当
☎ 5744－1628
5744－1550

会場 日程 時間
大森地域庁舎 4月16日、5月13日、6月9日

午前9時
～正午

調布地域庁舎 4月16日、5月7日、6月28日
消費者生活センター

4月23日、5月21日、6月18日
羽田特別出張所
池上会館 4月27日、5月25日、6月22日
ライフコミュニティ西馬込 4月21日、5月19日、6月23日
鵜の木特別出張所 4月22日、5月20日、6月10日
六郷特別出張所 4月22日、5月19日、6月9日

午後1時
～4時

洗足区民センター 4月20日、5月25日、6月22日
嶺町特別出張所 4月27日、5月7日、6月28日

布団や毛布、カーペット

  透明、半透明の袋に入れて会場へお持ちください。

▶問合先
清掃事業課


