
　新型コロナウイルス感染症の影響で、妊産婦同士の交流
の機会が減ったり、親族の支援が受けづらくなったり、出
産・子育ての環境も大きく変化しています。
　出産後は誰もが大変な時期。ほんの少しのことでも気軽
に頼める区のサービスを利用してみませんか。

　夫の仕事が繁忙期で頼ることができず、体が1つで
は足りないと思って家事支援のサービスを探し始めま
した。掃除や洗濯など幅広く家事をお願いしています。
ヘルパーさんは育児経験があり、先輩ママのように相
談にも乗ってくれます。家事支援のサービスを利用す
るのは初めてでしたが、一度使ってみると余裕ができ
て、絵本を読むなど子どもと遊ぶ時間ができました。
ぴよぴよサポートを利用したことで、家族で過ごす時
間が充実したと感じています。

　親族が遠方に住んでいて、ほかの誰かの協力が
必要だと思っていたところ、区の保健師さんから
紹介されて利用してみようと思いました。ヘルパー
さんには主に食事の支度をお願いしています。家
にあるものでメニューを考えてもらって下準備だ
けでなく調理まで。作り置きがすごく助かってい
ます。離乳食についての相談も快く引き受けてく
ださり、寄り添っていただけていることが心の支
えになっています。

きょうだいのお世
話

育児の補助

ぴよぴよサポート利用者　早川さんぴよぴよサポート利用者　末永さん

　産後ドゥーラは赤ちゃんのお世話のレク
チャーや育児相談、お食事作りなど、産前
産後のデリケートな気持ちに寄り添いなが
らサポートしています。出産直後に大きな
不安を感じていた利用者さんからは「居てく
れるだけで安心」という声もいただいていま

す。自分だけと思わずに家
事も育児も全て丸ごとご相
談ください。

産後ドゥーラ　荒井さん

　産前産後における母子支援の専門家「産後
ドゥーラ」が、特に支援が必要とな
る出産直後のお母さんに寄り添いな
がら家事も育児もサポートします。

　自宅にヘルパーが訪問し、
調理や掃除、育児をお手伝い
します。

▶対象　出産から6か月以内の方
▶利用時間　1回2時間から。対象期間内に
合計7時間まで（午前9時〜午後9時）　
※土・日曜、休日も対応
▶費用　1時間1,000円
※減免制度有り

利用条件

▶対象　保育サービスを利用していない2歳ま
でのお子さんを育児中の世帯
▶利用時間　1回2時間から。対象のお子さん
1人当たり、年間18時間まで（月〜土曜、午前
9時〜午後9時）
▶費用　1時間1,000円
※減免制度有り

利用条件

おっぱい以外の子育ては
みんなに手伝ってもらおう

話し相手にもなってくれて心も救われています心も体も休める時間ができました

食事の調理・片付

け

健
診や買い物などの

同行

部屋の掃除

家事・育児サポート家事・育児サポート

〈〈詳細は
コチラ

一時保育室・子育てひろばなど
子育て支援サービスを知ろう

〈〈詳細・
申し込みは

コチラ 〈〈詳細・
申し込みは

コチラ

特に支援が必要な
産後 6か月までの
方へのサポートを

7月から
新たに開始！

2月から
対象年齢を

生後 6か月から
2歳まで拡大して
利用しやすく！

問合先　子ども家庭支援センター相談調整担当　☎6410－8551　 FAX 3763－0199

地域力・国際都市　おおた
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－18－1）
先着各500名
当日会場へ
JR東海中央新幹線東京工

事事務所
　☎6847－3701
都市計画課公共交通・臨海部担当
　☎5744－1303　 5744－1530

災害ボランティア活動初めて講座
　実際の現場で役立つ知識などを学びます。
区内在住の方
9月10日㈮午後6時30分～8時
大田区社会福祉センター
先着30名
問合先へ電話かEメール（記入例参照）
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎3736－5555　 3736－5590
　 voc@ota-shakyo.jp

映像で知る海
の

苔
り

づくりのいまむかし
　昭和時代の大田区の海苔養殖と、現代
の海苔養殖地の映像を上映します。
小学生以上
9月19日㈰午後1時30分～2時30分
先着20名
問合先へ電話
大森�海苔のふるさと館

　☎5471－0333　 5471－0347

郷土博物館の催し
1体験講座「大森麦わら編み細工」
　大森麦わら細工の歴史を学び、復元さ
れた麦わら編み細工の技法を体験します。
中学生以上
10月3日㈰午前10時～午後4時
先着10名
問合先へ電話

2地域の魅力、再発見！学芸員リレー講
座（旧大森区編）
①9月30日㈭＝都市化の中の馬込文士

村②10月28日㈭＝久が原・池上・田園
調布の遺跡と遺物③11月25日㈭＝入新
井・大森の職人と産業の歴史④12月22
日㈬＝旧大森区の文化財
※いずれも午後2時～4時
抽選で各30名
問合先へ往復はがき（記入例参照。希

望日も明記）。①②9月8日③④9月29日
消印有効
※はがき1通につき2名まで

◇1�2ともに◇
郷土博物館

（〒143－0025南馬込5－11－13）
　☎3777－1070　 3777－1283

障がいのある方のための教室
①絵画教室②パソコン教室③編物教室④
俳句教室
区内在住の障がいのある方と家族
①10月7日㈭②10月17日㈰③10月

国民健康保険・後期高齢者医療
制度に加入している方へ

◆医療費の一部負担金の減免制度
　災害などの特別な事情で医療費を支払
えなくなった場合、一部負担金を免除か
減額することができます。
※収入が一定基準以下であることや、減
免期間などの条件があります
◆交通事故や傷害などに遭ったときは
　交通事故など第三者の行為によって受
けた傷病の医療費は、原則として加害者
が負担すべきものですが、届け出により
通常の傷病と同様に、国民健康保険、後
期高齢者医療制度を利用して医療機関で
治療を受けることができます。手続きは
次のとおりです。
●警察に届け出を
　交通事故で国民健康保険や後期高齢者
医療制度を使う場合は、事故証明書が必
要です。必ず警察に届けましょう。
●治療を受けるときは問合先へ連絡を
　「第三者行為による傷病届（被害届）」の
提出が必要です。加害者と示談する前に
必ずご連絡ください。
●次に該当するときは、国民健康保険、
後期高齢者医療制度が使えません
①酒気帯び運転や無免許運転などによる
けが②雇われている方が仕事中や通勤途
中に病気やけがをし、労災保険が適用さ
れる場合
国保年金課

国民健康保険＝国保給付係
　☎5744－1211　 5744－1516
後期高齢者医療制度＝後期高齢者医療給
付担当
　☎5744－1254　 5744－1677

空港臨海部グランドビジョン
専門部会

8月27日㈮午後1時30分から
区役所本庁舎9階
先着8名
当日会場へ
都市計画課公共交通・臨海部担当

　☎5744－1303　 5744－1530

都市計画マスタープラン
改定推進委員会

9月2日㈭午前9時30分から
区役所本庁舎11階
先着10名
当日会場へ
都市計画課計画調整担当

　☎5744－1333　 5744－1530

高齢者被害特別相談
区内在住・在勤・在学で契約当事者が

60歳以上の方
9月13日㈪～15日㈬午前9時～午後4

時30分
消費者相談専用電話（☎3736－0123）

へ電話
消費者生活センター

　☎3736－7711　 3737－2936

勝海舟記念館窓口・ミュージアム
ショップ運営業務委託事業者

　募集の詳細は9月上旬に区HPに掲載し
ます。
勝海舟記念館

　☎6425－7608　 6425－7610

「エコフェスタワンダーランド
ONLINE」参加・出展団体

　子どもたちに環境への関心を持っても
らうため、環境を楽しく学ぶイベント「エ
コフェスタワンダーランドONLINE」を
開催します。詳細は区HPをご覧いただく�
か、お問い合わせください。
●特設サイト公開期間（予定）
令和4年2月1日午前9時～28�
日午後4時30分
区内で活動する区民団

体、NPO、企業など
問合先へ申込書（区HPから出力）を郵

送かFAXかEメール。9月3日必着
環境計画課計画推進・温暖化対策担当

　☎5744－1362　 5744－1532
　 ecofesta@city.ota.tokyo.jp

大田区緑の基本計画
「グリーンプランおおた」に

関するアンケート
　大田区緑の基本計画「グリーンプラン
おおた」改定に伴い、区民ア
ンケートを行います。区HP
から回答してください。
●実施期間　9月20日まで
都市計画課計画調整担当

　☎5744－1333　 5744－1530

生産緑地地区の
都市計画変更案の縦覧

　詳細は区HPをご覧ください。
●縦覧・意見募集期間
8月30日～9月13日
●縦覧場所・意見書提出先　問合先
都市計画課計画調整担当

　☎5744－1333　 5744－1530

永年勤続従業員表彰
　永年にわたりご活躍された従業員の方
に、敬意を表して感謝状と記念品を贈呈
します。
区内の同一中小企業に勤務し、企業が

属する団体が推薦する次のいずれかの勤
続年数に該当する方（団体未加盟企業に
勤務する方は事業主の推薦）
①工業関係＝15年②商業関係＝10年
9月1～30日に問合先へ

推薦書（問合先で配布。区
HPからも出力可）を郵送か
持参
産業振興課産業振興担当

　☎5744－1363　 6424－8233

休場・休館のお知らせ
◆公園プール
平和島公園プール＝9月1日㈬～13日㈪

東調布公園プール＝9月6日㈪～14日㈫
萩中公園プール＝9月6日㈪～15日㈬

※場内整備のため
公園課計画調整担当

　☎6715－1825　 3744－8955�
◆糀谷文化センター
11月1日㈪～12月17日㈮

※改修工事のため
　☎3743－1279　 3743－1298
◆羽田図書館
11月15日㈪～20日㈯

※改修工事などのため
※工事期間中（8月下旬～令和4年1月下
旬）は断続的に音が発生します。足場設
置に伴い、臨時返却ポストを設置します。
詳細な工事日程は決まり次第、大田区立
図書館HPでお知らせします
　☎3745－3221　 3745－3229

ごみ分別アプリをご利用ください
　収集日のカレンダーやご
み分別事典、お知らせ通知
などの機能があります。
清掃事業課清掃リサイク

ル担当
　☎5744－1628　 5744－1550

高齢者就労支援
1就労出張相談会
　再就職の準備「社会とのつながり」「健
康維持」などの相談
8月24日㈫午前10時～午後3時
当日会場へ

2再就職支援セミナー
　「就職活動に向けた準備」「心がまえ・
再就職までの流れ」「自己分析」などを理
解するためのセミナー
9月3日㈮午後1時30分～4時
問合先へ電話か来所。9月2日締め切り

3日替わり就職面接会
　高齢者採用を積極的に行う企業とその
場で面接できます。
9月14日㈫～17日㈮①午前10時～

正午②午後2時～4時
8月25日～9月13日に問合先へ電話か

来所
◇1～3いずれも◇

おおむね55歳以上の方
12消費者生活センター3大田区社

会福祉センター
先着1215名3 32名
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎5713－3600　 5713－3602

リニア中央新幹線　第一首都圏
トンネル（北品川工区）の
掘進に関する工事説明会

①8月27日㈮午後2時から
②8月29日㈰午後6時から
③9月1日㈬午後6時から
きゅりあん大ホール（品川区東大井5

▲
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

お知らせ

募　集

傍　聴

国保・後期高齢者医療

▲
詳細はコチラ

相　談

特別区民税・都民税と国民健康保険料の夜間・日曜納付相談窓口
　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� ●特別区民税・都民税＝9月9・30日、10月14・28日㈭午後7時まで
� � ●国民健康保険料＝9月9日、10月7・21日㈭午後7時まで
� �※国保の加入・脱退、保険証の再交付申請も受け付け（本人確認、証明書などが必要)
� �日曜� 10月17日㈰午前9時～午後5時
� �※国保は納付相談と資格手続きのみ
▶会場� �区役所本庁舎4階
▶問合先 ●特別区民税・都民税について＝納税課

　収納推進担当　☎5744－1205 5744－1517
（共通）・整理大森�☎5744－1200　・整理調布�☎5744－1201

・整理蒲田�☎5744－1202　・整理区外�☎5744－1203
●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・日曜の電話対応は行っていません

5744－1516
（共通）
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情報箱
暮 ら

し の 記入例
❶催しなどの名称
❷〒住所
❸氏名（ふりがな）

❹年齢（学年）
❺電話番号
❻その他
　必要事項

※費用が記入されていない催しなどは原則無料です



スポーツ
健康都

市
宣言 スポーツ

おおたde
スポーツ
おおた

新型コロナウイルス感染予防のための大田区スポーツイベントガイドラインはコチラ�▶

ゆいっつのスポーツ教室など

大田区総合体育館のスポーツ教室など

（公財）大田区スポーツ協会の催しなど

▶会場・問合先　ゆいっつ（〒143－0006平和島4－2－15）
　☎6424－5101　 6424－5120

▶会場・問合先　大田区総合体育館（〒144－0031東蒲田1－11－1）
　☎5480－6688　 5703－1105　http://www.ota.esforta.jp/
　詳細はお問い合わせいただくか、問合先HPをご覧ください。
◆定期スポーツ教室

▶申込方法
問合先へ電話か来館。①②実施日の3日前③～⑥9月5日⑦10月20日締め切り

▶問合先　（公財）大田区スポーツ協会（〒143－0011大森本町2－2－5（大森スポーツセンター内））�
　☎5471－8787　 5471－8789　https://www.sportsota.or.jp/
◆健康体操教室

▶対象　❶～❹15歳以上❺おおむね40歳以上の方
▶申込方法　問合先へ電話かFAX（記入例参照。❶～❸希望時間・
�会場も明記)。❶～❹重複不可

教室名 日程 時間 会場 費用 定員
（抽選）申込期限

❶さわやかシェイプ
アップ体操教室

10～12月の火曜
（11月23日を除く）

①午前9時30分
～10時30分

田園調布
せせらぎ館

8,400円

18名

9月10日

②午前10時45分
～11時45分

❷はつらつ体操教室
10～12月の水曜
（11月3日、
12月29日を除く）

①午前9時30分
～10時30分

7,700円
②午前10時45分
～11時45分

❸かんたんヨガ
（初心者向け）

10月7・21日、
11月4・18日、
12月2・16日㈭

①午前10時
～11時

多摩川台公園
古墳展示室

4,200円

12名

10月8・22日、
11月12・26日、
12月10・24日㈮

②午前9時30分
～10時30分 田園調布

せせらぎ館 20名
❹リフレッシュヨガ 午前10時45分

～11時45分

❺優しいフィットネ
ス・姿勢美容エクサ
サイズ～カキラ～

10月9・23日、
11月13・27日、
12月11・25日㈯ 午前10時～11時

六郷地域力
推進センター 3,000円 30名 9月22日

11月10・24日、
12月8・22日㈬

大森スポーツ
センター 2,000円 25名 10月22日

◆区民スポーツ大会

◆シニア卓球競技会
▶対象　区内在住で60歳以上の方
▶日時　10月26日㈫午前9時～午後4時
▶会場　大森スポーツセンター
▶定員　抽選で90名
▶申込方法　大田区卓球連盟事務局(〒144－0051西蒲田�
5－3－21めいこう内)へ往復はがき(記入例参照。性別も明
記)を郵送か持参。9月30日必着

種目 日程 会場
合気道演武大会

10月3日㈰
南馬込文化センター

エアロビクス 池上会館
釣魚(カワハギ) 10月10日㈰ 三浦半島「小網代港」
剣道 10月17日㈰ 大森スポーツセンター
なぎなた

11月7日㈰
大田区民プラザ

民謡 アプリコ
ゴルフ 11月10日㈬ PGMマリアゴルフリンクス

教室番号・教室名 対象 日程 時間

月
①親子フィット
リトミック

1歳のお子さんと
保護者

10月4・11・18・�
25日、11月1・
15・22・29日、
12月6・13日

午前10時30分
～11時30分

②かんたんサルサ 高校生以上 午後2時～3時

火
③よちよち
親子体操

1歳のお子さんと
保護者

10月5・12・19・�
26日、11月2・9・
16・30日、12月7・
14日

午前9時～10時

④はじめての
ヨーガ 高校生以上 午後2時～3時

水
⑤親子で体操名人 2・3歳のお子さん

と保護者 10月6・13・20・�
27日、11月17日、
12月1・8・15日

午前9時～10時

⑥親子フィット
リトミック

1歳のお子さんと
保護者

午前10時30分
～11時30分

木
⑦キッズ
チアダンス50 4歳～小学1年生 10月7・14・21・�

28日、11月4・
11・18・25日、
12月16・23日

午後4時40分
～5時30分

⑧ジュニア
チアダンス 小学生 午後5時45分

～6時45分

金
⑨キッズビート
体操50 4歳～小学1年生 10月1・8・15・

29日、11月12・
26日、12月10・
24日

午後4時
～4時50分

⑩ジュニアビート
運動塾 小学生 午後5時20分

～6時20分

申込先・期限など
詳細は問合先HPを
ご覧ください

　大田区スポーツ協会 検索

教室名 対象 日程 時間 定員
（先着） 費用

①健康体笑 60歳以上 8月24日、
9月28日、
10月26日㈫

午前9時30分
～10時30分 20名

1,000円
/回②パパママ

withベビー
1歳以下のお子�
さんと保護者

午前10時45分
～11時45分 10組

③らくらく
リフレッシュ体操

おおむね
50歳以上

9月7日～
11月9日の火曜

午前10時
～11時 20名 500円

/回
④はじめての
太極拳 18歳以上 9月8日～

10月27日の水曜
午後1時30分
～2時30分

15名

500円
/回

⑤こども
体操教室

3・4歳 9月8日～
11月17日の水曜
（11月3日を除く）

午後2時30分
～3時20分 1,000円

/回
5・6歳 午後3時30分

～4時20分
⑥シニアの
お食事講座
（腸活で
免疫力アップ）

50歳以上 9月17日㈮ 午前10時
～正午 5名 1,000円

⑦健康
ウオーキング
(食事付き）

18歳以上 10月22日㈮ 午前10時
～正午 10名 1,000円

▶費用　1利用区分（2時間30
分）300円　※バスケットボール
は1時間で入れ替え
▶定員　種目ごとに異なります
（先着順）
▶申込方法　問合先へ電話。利
用日の前日午前9時から受け付�
け　※中学生以下は保護者同伴

◆9月の個人開放

種目 日程 時間
午前 午後1午後2 夜間

バスケット
ボール

9月2日㈭・
27日㈪ ― ― ―

○卓球 9月3日㈮・
28日㈫ ○ ○ ○

バドミントン 9月16・30日㈭

18日㈪④10月20日㈬
※①③④午前10時～正午②午後2時～4時
さぽーとぴあ
先着①③④20名②10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

ポールウォーク教室（後期）
（6日制）

　ポールを使うことで姿勢や歩幅の改善
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
10月7日、11月4日、12月2日、令和

4年1月13日、2月3日、3月3日㈭午後2

時～3時30分
六郷地域力推進センター
抽選で20名（前期に参加していない方優先）
問合先へ往復はがき（記入例参照）。9

月3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

秋のロボットセミナー
1プログラミングに挑戦（2日制）
2ロボットプログラミング教室
区内在住・在学の1小学4年～中学2

年生2小学4年～中学1年生
110月9日㈯・10日㈰午後1時～4時

＝都立産業技術高等専門学校品川キャン

パス
2 11月7日㈰①午前10時～正午②午後
2時～4時＝産業プラザ
14,000円25,500円
抽選で1 20名2各15名
問合先HP（https：//ootakoren.com/）

から申し込み。1 9月17日2 10月15日
締め切り
（一社）大田工業連合会
　☎3737－0797　 3737－0799

休養村とうぶバスツアー
　詳細は休養村とうぶHPをご覧ください。
1休養村とうぶに泊まる　小さなお土産
付き！秋の清里高原と黄葉の上高地ツ
アー

10月17日㈰・18日㈪�（1泊2日）
大人28,800円、小学生以下27,500

円から
2日帰りで満喫！休養村とうぶ金原温泉
とりんご狩り
10月24日㈰（日帰り）
大人16,800円、小学生以下16,300

円から
◇1�2ともに◇

代表者が区内在住・在勤
の方
抽選で20名
地域力推進課区民施設担当

　☎5744－1229　 5744－1518

▲
詳細はコチラ

3大田区報　令和 3年 8月 21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

情報箱
暮 ら

し の 記入例
❶催しなどの名称
❷〒住所
❸氏名（ふりがな）

❹年齢（学年）
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　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。



保育付き 子育て講座子育て講座

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
金銭・個人情報が狙われています。不安なことがあったら、

 ☎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

新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン(☎0120－797－188)へ
ご
注
意
く
だ
さ
い

　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。

(月～土曜、午前8時30分～午後5時15分  ※休日を除く)
※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

▶対象　区内在住の女性で①20歳以上
の方＝子宮頸がん検診②40歳以上の方
＝乳がん・大腸がん検診　
※令和4年3月31日時点の年齢
▶予約方法　予約専用サイト（https://
www.aitel-reservation.jp/otacity-
tokyo/）から予約。専用ダイヤル（☎0120
－489－044　午前9時〜午後5時。土・
日曜、休日を除く）へ電話も可（先着順）。
10〜12月実施分＝8月25日午前9時から、
令和4年1〜2月実施分＝11月25日午前9時から受け付け

●検診実施機関　（公財）東京都予防医学協会
▶問合先　健康づくり課健康づくり担当
　☎5744－1265　  5744－1523

　区では、職場などで検診機会のない区民の方を対象に、各種がん検診
などを行っています。集団検診は女性の医師や放射線技師が担当し、各
がん検診対象年齢であれば、同時受診もできます。詳細はお問い合わせ
いただくか、区HPをご覧ください。

　児童手当・児童医療費助成制度の手
続きはパソコン、スマートフォンなど
からオンラインで申請できます。申請
するときは、「ぴったりサービス」で検
索してください。

対象の方へ検診の案
内を6月中旬～下旬に
郵送しています。子宮
頸がん・乳がん・大腸
がん検診は区内実施
医療機関でも行って
います。

区施設などで女性の集団検診（子宮頸
けい
がん・

乳がん・大腸がん検診）を実施しています
集団
検診

▶対象　1歳以上の未就学児の保護者、子育て支援者
▶日時・会場　①9月28日㈫＝消費者生活センター②10月
15日㈮＝アプリコ　※いずれも午前10時〜11時45分
▶定員　先着各30名
▶申込方法　問合先へ電話かFAX（記入例参照。保育（1歳
以上の未就学児先着20名）希望はお子さんの名前、年齢も
明記）。①8月23日②9月15日から受け付け
▶問合先　子ども家庭支援センター地域子育て推進係
　☎5753－1153　  3763－0199

子育ての手続きは子育ての手続きは
オンライン申請が可能ですオンライン申請が可能です

▶問合先　子育て支援課こども医療係
  ☎5744－1275　 5744－1525        

①小学校入学
　までに
　おうちで
　できること

②子どもとの
　スマートな
　向き合い方

8月30日8月30日〜〜9月5日9月5日はは防災週間・建築物防災週間防災週間・建築物防災週間ですです
　近年、風水害が激甚化しており、大規模な被害が発生する恐れがあります。
風水害から大切な命を守るため、日頃から災害に備えておきましょう。

　災害時の被害を防ぐため、建築物の適正な
維持管理と点検をしましょう。

▶問合先　防災危機管理課防災危機管理担当　☎5744－1611　 5744－1519        

総合防災訓練● 動画で“防災”を学ぶ
　風水害の防災訓練をリ
モートで行います。
▶日時　9月12日㈰午前11
時〜午後1時（正午にサイレ
ンを放送、エリアメールを
配信）

　大田区チャンネル（You
Tube）に公開しています。

〈 〈 詳細は
コチラ 〈 〈 詳細は

コチラ

エリアメール／
緊急速報メールは
マナーモードでも
音が鳴ります！

建築物防災週間に基づく
防災査察を行います

一級建築士による無料建築相談

　不特定多数の人が使用する建築物の防火区
画や避難設備の維持管理状況を調査し、所有
者に防災・安全上の注意点を通知します。
※実施する建物の所有者には事前に連絡します

▶日時　9月1日㈬・2日㈭
※時間はお問い合わせください
▶会場　区役所本庁舎1階
▶問合先　建築調整課建築相談担当
  ☎5744－1383　 5744－1558        

▶問合先　建築審査課管理調査担当
  ☎5744－1615　 5744－1557        

お気軽に
ご相談
ください

● 大田区防災アプリ
　いざというときに役立つ
大田区防災アプリです。ぜ
ひダウンロードしてください。

〈 〈 詳細は
コチラ

近くの避難
所の開設

状況や災害
時に役立つ

情報を確認
できる！

4 大田区報　令和 3 年 8月 21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、セブンｰイレ
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。9 月1日号 できていますか？災害への備え特集

区内で働きたい方へ向けた求人サイト。アルバイト情報も掲載しています。

はねぴょん
Ⓒ大田区

「児童虐待防止」パネル展

㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷
㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷

1月9日㈭～1月14日㈫ 正午日 区役所本庁舎1階会
子ども家庭支援センター相談調整担当　☎6410－8551　　 3763－0199問 FAX

ぴったりサービス 検索

おしごとナビ大田区

■問東京都聖火ランナー選考事務局
　☎6277－2459

詳細はコチラ▶

●マスクを外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

■問大田区社会福祉協議会　☎3736－2023  　   3736－2030FAX

みんなで取り組もう
感染対策


