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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

障がい者福祉のあらましを
配布します

　障がい者とその家族の方が利用できる
福祉サービスをまとめています。令和3
年度版は、8月中旬から配布します。
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障

害者保健福祉手帳をお持ちの方と難病の
方、その家族など
●配布場所
　問合先、地域福祉課、さぽー
とぴあ　※区HP、図書館な
どでも閲覧可
障害福祉課障害者支援担当

　☎ 5744－1253　 5744－1555

ひきこもり・生きづらさ茶話処
どころ

　参加者同士やスタッフとの語り合い、
相談ができます。
9月8日㈬午後1時30分～4時
蒲田地域庁舎
先着20名　
問合先へ電話
健康づくり課健康づくり担当

　☎ 5744－1683　 5744－1523

ぜん息キャンプ
　デイキャンプを通して療養生活上の指
導を行います。会場までは電車で移動し
ます。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。
区内在住で気管支ぜん息などにか

かっている小学1年～中学3年生
10月10日㈰午前8時15分～午後5時

30分
神奈川県鎌倉市周辺　
交通費・入館料
抽選で50名
問合先へ申込書（問合先へ

電話かFAXで請求。区HPか
ら出力も可）をFAXか郵送か
持参。8月27日必着
健康医療政策課健康政策担当

　☎ 5744－1246　 5744－1523

在宅難病の方への訪問診察
　地域のかかりつけ医と専門医、看護師
が訪問し、診療と療養についての相談・
指導を行います。
難病医療費等助成対象疾病にかかって

おり、次の全てに該当する方
①寝たきりなどにより受診が困難

②患者や家族が訪問診療を希望している
かかりつけ医へ連絡
大森医師会　☎ 3772－2402

　田園調布医師会　☎ 3728－6671
　蒲田医師会　☎ 3732－8711

口座振替をご利用ください
　特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自
動車税、国民健康保険料、後期高齢者医
療保険料、介護保険料を納付書でお支払
いの方は、納め忘れのない口座振替をご
利用ください。
口座のある金融機関かゆうちょ銀行

へ、口座振替依頼書、預貯金通帳、届出
印を持参。問合先へ口座振替依頼書を郵
送も可（後期高齢者医療保険料を除く）
特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自

動車税＝納税課収納推進担当
　☎ 5744－1205　 5744－1517
国民健康保険料
＝国保年金課国保料収納担当
　☎ 5744－1209　 5744－1516
後期高齢者医療保険料
＝国保年金課後期高齢者医療収納担当
　☎ 5744－1647　 5744－1677
介護保険料＝介護保険課収納担当
　☎ 5744－1492　 5744－1551

同行援護従業者養成研修一般課程
（3日制）

区内在住・在勤・在学の方
10月8日㈮・16日㈯・23日㈯午前9

時30分～午後4時30分（8日は午後6時
30分まで）
大田区社会福祉センター

※屋外実習有り
24,200円
抽選で10名
問合先へ申込書（問合先HP

から出力）と本人確認書類の
写しを郵送か持参。9月13日
午後5時必着
（社福）大田区社会福祉協議会

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

視覚障害者ガイドヘルパー
同行援護従事者養成研修一般課程を修

了していて、ガイドヘルパーとして活動
が可能な方
●支援内容　視覚障がい者の外出のサ
ポート、視覚情報の提供など

問合先へ電話の上、履歴書（写真貼付）、
修了証明書の写し、登録ヘル
パー申込書（問合先HPから出
力）を郵送　
※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

看護職復職支援研修（3日制）
　区内での職場復帰を検討している方を
サポートするための研修を行います。
看護師か准看護師の免許をお持ちの方
10月25日㈪～27日㈬午前9時30分～

午後4時
松井病院（池上2－7－10　☎ 3752－

1111）
先着3名
会場へ電話。10月18日午後5時締め

切り
健康医療政策課地域医療政策担当

　☎ 5744－1264　 5744－1523

大田区×読響スペシャルコンサート
～オリンピック・パラリンピックを

音楽で楽しもう～
　読売日本交響楽団によるオリパラを
テーマにしたスペシャルコンサートを大
田区チャンネル（YouTube）で配信しま
す。東京2020パラリンピックに出場が
決定した髙田千明選手からのメッセージ
や書道家の金澤翔子さんによる揮

き

毫
ごう

の様
子も収めています。ぜひお楽しみくださ
い。
●配信開始日　
8月20日㈮予定
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

龍子記念館の休館
8月16日㈪～9月3日㈮

※展示替えなどのため
　☎ 3772－0680

おおむすびグランデュオ蒲田縁市
場＆パラリンピック競技“ボッチャ”

パネル展

　区内の障がい者施設で作った焼き菓子
や雑貨などを販売します。またパラリン

ピック競技である“ボッチャ”のパネル展
示を行います。
8月28日㈯・29日㈰午前11時～午後

5時
グランデュオ蒲田3階東西連絡通路

（西蒲田7－68－1）
志茂田福祉センター

　☎ 3734－0763　 3734－0797

司法書士による高齢者・障害者の
ための成年後見相談会

　自身や家族の心配事について司法書士
に無料で相談できます。
成年後見制度の利用を考えているか、

遺言相続・悪質商法被害・多重債務に関
する問題でお悩みの方
9月4日㈯午前10時～午後4時

※1人90分
大田区社会福祉センター
先着24名
問合先へ電話
おおた成年後見センター

　☎ 3736－2022　 3736－5590

自然観察会
「干潟の生き物とふれあおう！」
　実際に干潟に降りて、そこに暮らすカ
ニなどの生物を捕まえてその生態を観察
したり、シジミの水質浄化能力について
学んだりします。
9月5日㈰午前10時～正午
大師橋干潟（萩中集会所集合）
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。8月25日必着
環境対策課環境推進担当

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

東京国際音楽祭2021秋
　申込方法など詳細は、東京国際音楽祭
HPをご覧ください。
9月6日㈪①午後2時開演②午後6時30

分開演、9月7日㈫③午後4時
45分開演
アプリコ
観光課観光振興担当

　☎ 5744－1322　 5744－1323

尿もれ予防体操と筋力アップ教室
　尿もれを改善・予防するための体操を行
います。尿もれが気になる方だけでなく、尿
もれ予防に関心がある方も参加できます。

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

健　康

▲ 
詳細はコチラ

募　集

福　祉

税・国保・後期高齢者医療・介護

お知らせ

参加・催し




