
相談ができます。
11月12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

大森の伝統を学ぶ海
の

苔
り

つけ体験 
　かつての大森伝統の海苔づくりを学
び、乾

ほ

し海苔づくりを体験します。
小学3年生以上
11月20日㈯・28日㈰、12月4日㈯・

12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

空家に関する支援
1日曜空家総合相談会
　建築、法律、不動産、福祉の各専門家
が空家のさまざまな相談に応じます。

11月21日㈰午後1時～3時10分（1組
30分）

先着8組
問合先へ電話かFAX（記入例参照）

2空家セミナー
　共催のNPO法人空家・空地管理セン
ターによる空家の適正管理、家財整理に
関するセミナー。セミナー後は個別相談
会も行います。

11月21日㈰午後1時30分～4時30分
（午後1時15分から受け付け）

先着50名
NPO法人空家・空地管理 

センター（☎0120－336－
366）へ電話。HPからも申
し込み可

◇1 2ともに◇
消費者生活センター
空家総合相談窓口

　☎5744－1348　 5744－1558

いまどき夫婦の家事シェア
プロに聞く

パパの年末掃除編
　掃除のスキルアッ
プと自分らしいワー
ク・ライフ・バラン
スを考え、日々いき
いきと暮らすための
講座です。

区内在住・在勤・
在学の男性

12月5日㈰午前10時～正午
抽選で15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人500円 ）希 望 は
お子さんの名前、年齢も明
記）。電子申請も可。11月
25日締め切り

エセナおおた
　☎3766－4586　 5764－0604

グリーンプランおおた推進会議
11月9日㈫午後2時～4時
蒲田地域庁舎
先着10名
当日会場へ
都市計画課計画調整担当

　☎5744－1333　 5744－1530

（仮称）ハト・カラスへの給餌による
被害の防止に関する条例（案）

へのご意見
●閲覧・意見募集期間
11月5日まで
●閲覧場所　区HP、問合先、区政情報
コーナー、特別出張所
●意見書の提出方法　
問合先へ郵送、FAX、持参。電子申請も可

環境対策課環境推進担当
　☎5744－1365　 5744－1532

大田区地域防災計画
（令和4年修正）素案へのご意見

区内在住・在勤・在学の方か、計画の
関係者
●閲覧・意見募集期間
10月28日～11月25日
●閲覧場所　区HP、問合先、区政情報 
コーナー、特別出張所
●意見書の提出方法
問合先へ郵送、FAX、持参。電子申請も可

防災危機管理課防災危機管理担当
　☎5744－1236　 5744－1519

公共職業訓練1月入校生
（板金溶接科・施設警備科）
10月22日～11月22日に必要書類を

ハローワークに持参。詳細はお問い合わ
せください

都立城南職業能力開発センター大田校
　☎3744－1013　 3745－6950

区営・都営住宅の入居者
　詳細は募集案内（11月1～10日に区役
所本庁舎1階、特別出張所、大田区住宅
管理センターで配布）をご覧いただくか、
お問い合わせください。
●募集住宅　
①家族向住宅②単身者向住宅③若年夫
婦・子育て世帯向住宅（定期使用住宅）④
居室内で病死などがあった住宅⑤車いす

使用者世帯向住宅
※①②区営・都営③④都営⑤区営

区営住宅＝大田区住宅管理センター
　☎3730－7325　
都営住宅＝東京都住宅供給公社都営住宅
募集センター
　☎3498－8894

大田文化の森運営協議会
コーディネーター

　区民が企画する講座・イベントなどの
運営を調整・支援する役割を担います。
詳細は問合先HPをご覧ください。

次の全てに該当する方
①区民活動を理解している
②文化・芸術活動の支援に熱意がある
③文書作成、表計算、インターネットな
どのパソコン操作ができる

問合先へ履歴書を郵送か持参。11月
19日午後5時必着

大田文化の森運営協議会
（〒143－0024中央2－10－1大田文化
の森4階）
　☎3772－0770　 3772－0704

区の施策に関するお知らせ
◆主要施策の成果の公表
　「新おおた重点プログラム」の令和2年
度の実績と決算額を公表しています。
●閲覧場所　区HP、問合先、区政情報
コーナー、図書館など

企画課政策・企画担当
　☎5744－1735　 5744－1502
◆区の施策検証などの参考とするために
意識調査を実施します
　11月中旬、無作為に選定した区内在
住の中学生以上（2,000人）と18歳以上
の方（4,000人）に調査票を郵送します。
ご協力をお願いします。

企画課政策・企画担当
　☎5744－1444　 5744－1502

「令和3年度全国ひとり親世帯
等調査」にご協力ください

　国が5年ごとに実施する調査です。
　全国のひとり親世帯などの生活実態を
把握し、福祉施策の充実を図るための資
料とします。都が任命した調査員（顔写
真付きの調査員証を携行）が対象世帯を
訪問して、調査票をお渡ししますので、
ご回答を郵送で返送してください。調査
票に記載された内容は、統計以外の目的
に使用されることはありません。

●調査実施基準日　11月1日
※詳細は区HPをご覧ください

平成27年国勢調査により無作為に抽
出した調査区の母子・父子世帯、父母の
いない児童のいる世帯

蒲田生活福祉課自立支援促進担当
　☎6715－8800　 5713－1113

龍子記念館の休館
11月8日㈪～19日㈮

※展示替えなどのため
　☎ 3772－0680

菊花展示会
　園内や周辺での飲食などはご遠慮くだ
さい。

10月23日㈯～11月7日㈰午前9時～
午後4時30分（入園は午後4時まで）
※期間中、休園はありません

池上梅園
●入園料
100円（15歳以下は20円）
※65歳以上・5歳以下・障がいのある方
は無料（要証明）

地域基盤整備第一課管理係
　☎5764－0629　 5764－0633

高齢者就労支援
1予約制・再就職支援セミナー

10月29日㈮午前10時～正午(応募書
類の書き方)、午後1時30分～3時30分
(面接対策)

問合先へ電話か来所。10月28日締め
切り
2就労出張相談会
　再就職の準備や今後の時間の過ごし方
などの相談ができます。

11月4日㈭午前10時～正午
当日会場へ

3予約制・合同就職面接会
　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（1日5社）。

11月9日㈫・10日㈬午後1時30分～3
時30分受け付け

問合先へ電話か来所。11月8日締め切り
◇1 ～3いずれも◇

おおむね55歳以上の方
※マスク着用

消費者生活センター
先着115名210名3各30名

（社福）大田区社会福祉協議会
　☎5713－3600　 5713－3602

ミュージアム・トーク
「渋沢栄一、街づくりの夢」 

　渋沢栄一の理想に支えられ、開発が目
指された田園都市のまちづくりについ
て、展示資料を中心に解説します。

11月7日㈰午後2時～4時
先着30名
問合先へ電話

郷土博物館
　☎3777－1070　 3777－1283

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、

多摩川台住宅地平面図

海苔つけ体験の様子

参加・催し

お知らせ

募　集

傍　聴

▲
詳細はコチラ

▲
空家セミナー
の申し込みは

コチラ

大田区報　令和 3 年 10 月 21 日号2 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

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

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　11月11・25日、12月9・23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　11月21日（住民税のみ）、12月19日㈰午前9時～午後5時
▶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）


