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※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

国民健康保険に加入している方へ
1高齢受給者証を7月下旬に郵送します
　医療機関などで支払う本人負担額の割
合を記載しています。75歳になるまで、
保険証と併せてお使いください。一部負
担金の割合など、詳細は同封のチラシか
区HPをご覧ください。

70～74歳の国民健康保険加入者
2国民健康保険料は必ず納めましょう
　納期限内に納付してください。督促の
納期限後も滞納が続いた場合は、延滞金
が加算されます。一時的な収入減などで
納付が難しい方はご相談ください。

国保年金課　 5744－1516（共通）
1国保資格係　☎5744－1210
2国保料収納担当　☎5744－1697

「限度額適用・標準負担額減額認定証」
「限度額適用認定証」を郵送します
　後期高齢者医療被保険者で過去に認定
を受け、現在も資格のある方へ7月下旬
に郵送します。

国保年金課後期高齢者医療給付担当
　☎5744－1254　 5744－1677

子育ての不安を解消しませんか？
親支援プログラム

初めてのお子さんが①1歳5か月～2歳
4か月②生後8か月～1歳6か月の母親

①9月3～17日の金曜（3日制）②9月8
日～10月13日の水曜（6日制）　
※いずれも午前10時～正午

先着各10名　※保育有り
問合先へ電話。7月12日

午前9時から受け付け
①東糀谷児童館　☎ 3745－5155

②大森東一丁目児童館　☎ 3763－3288

大田区職員　学芸研究
　詳細は区HPをご覧ください。

昭和57年4月2日以降に生まれ、大学
を卒業し学芸員資格を有する方
※取得見込みを含む
●第一次選考　9月19日㈰

問合先へ申請書（問合先で
配布）を郵送か持参。8月13
日消印有効

人事課人事担当
　☎5744－1152　 5744－1507

内職相談
区内在住の方
月～金曜（休日を除く）、午

前9時～午後5時
問合先へ電話。問合先HP

からも申し込み可
（公財）大田区産業振興協会

　☎3733－6109　 3733－6459

六郷B
ベース

ASE（南六郷創業支援施設）
入居者

　詳細は区HPをご覧ください。
次のいずれかに該当する個人か中小企

業
①創業希望者②創業後5年以内③新規事
業創出
●募集期間　8月16日まで

産業振興課工業振興担当
　☎5744－1376　 6424－8233

地域活動における
デジタル環境等整備支援事業

　新型コロナウイルス感染症拡大を契機
とする「新たな日常」への対応や自然災害へ
の備えなど、社会環境の変革に柔軟に対
応し、しなやかな区民活動の実践に向け
た環境整備に取り組む団体を支援します。

6年以上活動している区民活動団体
●対象事業期間　令和3年4月1日～12
月20日に整備が開始され完了する事業
●助成金額　対象経費の1/2（上限10万円）

問合先へ申請書（特別出張所、文化セ
ンターなどで配布。区HPからも出力可）
に必要書類を添付し、郵送か持参。8月
10日消印有効

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

おおた健康経営事業所
　従業員の健康づくりを戦略的に行う区
内事業所を「おおた健康経営事業所」とし
て認定・表彰します。認定された事業所
へ健康講座の実施や体組成計などの健康
関連機器の貸し出しを行います。

区内事業所（代表者以外に従業員が1
名以上）

問合先へ所定の用紙（問
合先で配布。区HPからも出
力可）と必要書類を郵送か持
参。8月31日消印有効

健康医療政策課健康政策担当
　☎5744－1262　 5744－1523

世論調査にご協力ください
　区民の皆さんの意向を区政に反映させ
るための調査です。無作為に抽出した
18歳以上の4,000名の方へ調査票を郵
送します。返信用封筒で郵送か、電子申
請でご回答ください。
●実施期間　7月14日～8月2日

広聴広報課広聴担当
　☎5744－1135　 5744－1504

蒲田駅周辺地区グランドデザイン
改定に伴うオープンハウス型説明会

①7月16日㈮午後2時～5時＝蒲田
駅東口駅前広場②7月17日㈯
午前9時～正午＝蒲田駅西口
駅前広場

当日会場へ　※荒天中止
鉄道・都市づくり課鉄道・都市づくり

担当
　☎5744－1339　 5744－1526

東京2020大会に伴う交通対策
　7月19日～9月5日（8月10～23日を除
く）は、大会期間中の交通混雑の緩和の
ため、さまざまな交通対策が
実施されます。詳細は区HP
をご覧ください。

スポーツ推進課東京オリン
ピック・パラリンピック推進担当
　☎5744－1189　 5744－1539

おおた夏のミュージアムめぐり
　区内の4つの博物館・記念館（郷土博物
館、大森 海苔のふるさと館、龍子記念館、
勝海舟記念館）が各館の特色を生かした
特別展・企画展を行います。
楽しく4館を巡れるよう、期
間限定でスタンプラリーを開
催します。開催日程は区HP
をご覧ください。
◆龍子記念館企画展で撮影スポットを特
設します

7月17日㈯～8月15日㈰午前9時～午
後4時30分

龍子記念館
　☎ 3772－0680
　郷土博物館
　☎3777－1070　 3777－1283
　大森 海苔のふるさと館
　☎5471－0333　 5471－0347
　勝海舟記念館
　☎6425－7608　 6425－7610

熊谷恒子記念館の催し
◆日本の文化を味わうワークショップ
「うちわにえがく熊谷恒子のかな書を体験」

7月17日
㈯～28日㈬
①午前10 時
～正午②午後
1時～3時
※7月19・26
日を除く

熊谷恒子記念館
先着各6名（①②各3名）
問合先へ往復はがきかFAX（記入例参

照）
龍子記念館

（〒143－0024中央4－2－1）
　☎ 3772－0680
◆かなの美展Ⅱ「ベスト・セレクション
もう一度見たい所蔵作品」

7月17日㈯～11月23日㈷午前9時～
午後4時30分（入館は午後4時まで）　
※月曜休館

100円（子ども50円）　
※65歳以上（要証明）と5歳以下は無料

熊谷恒子記念館　☎ 3773－0123

夏休み子ども手話教室
区内在住・在学の小学生
8月4・18日㈬午前10時～正午
大田区社会福祉センター
先着各12名
問合先へ電話かFAXかEメール（記入

例参照。参加希望日も明記）
（社福）大田区社会福祉協議会

　☎3736－5555　 3736－5590
　 voc@ota-shakyo.jp

夏休みアート・プログラム
ワークショップ

「アーティストと一緒に世界に
ひとつだけの時計を作ろう！」

①～③小学生④小学生以上
8月7日㈯①午前10時～正午②午後1

時15分～3時15分
8月8日㈷③午前10時～正午④午後1時
15分～3時15分

大田区民プラザ
500円
抽選で各13名
問合先HPから申し込み。

7月26日締め切り
（公財）大田区文化振興協会

　☎3750－1611　 3750－1150

ビーチバレー場無料開放DAY
8月17・24・27日、9月7・19・27

日、午前10時30分～午後0時30分、午
後1時30分～4時30分

大森東水辺スポーツ広場ビーチバ
レー場（メインコート）

当日会場へ
スポーツ推進課スポーツ推進担当

　☎5744－1441　 5744－1539

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

▲︎
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

▲︎
詳細はコチラ

国保・後期高齢者医療

熊谷恒子筆『ありがとう』
当館オリジナルうちわ
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