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　多くのアスリートが活躍した東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会。日本バスケットボール史上初となる銀メダル獲得をはじめ、
たくさんの名場面が生まれました。自身の限界に挑戦するアスリートの
姿に胸を熱くした方も多いのではないでしょうか。大田区の視点で大
会を振り返ります。 5面へ

点火セレモニーでのトーチキス

おおたウエルカムボランティア

区立中学校生徒が作成した「ＶＡＭＯＳ（頑張れ）！！」とブラジルバレーボールチーム

日本女子バスケットボール 本橋菜子選手

パラ陸上走幅跳 髙田千明選手



◆住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の見直し
　所得税において、住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長されま
した。これを受け、当該措置の対象者が所得税から控除しきれなかった額がある
場合、個人住民税も控除限度額の範囲内で控除します。
◆退職所得課税の見直し
　勤続年数が5年以下である役員等以外の者が退職金を受け取る場合、退職所得控
除額を控除した残額の300万円を超える部分には、退職所得に係る税額を計算す
る際、2分の1を乗じることで税負担を緩和する措置を適用しないこととします。
◆所得税と異なる課税方式を選択する場合の申告方法の見直し
　これまで特定上場株式等の配当等と特定株式等譲渡所得金額に係る所得につい
て、所得税と異なる課税方式を選択する場合、別途住民税申告が必要でした。所
得税で確定申告した上記所得の全部について、住民税では源泉分離課税（申告不要）
とする場合、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書
に附記事項が追加されます。
▶問合先　課税課課税担当　■FAX5744－1515（共通）
大森地区　☎5744－1194　調布地区　☎5744－1195　
蒲田地区　☎5744－1196

◆軽自動車税（種別割）について
　軽自動車グリーン化特例（軽課）が令和3年4月1日～5年3月31日の
2年間延長されました。対象車両は電気自動車などに限定されます。
詳細は区HPをご覧ください。
▶問合先　課税課課税担当　☎5744－1192　■FAX5744－1515

◆インターネットで便利に納税証明書
　納税証明書の申請から受け取りまでの手続きを、自宅やオフィスで
完結できます。
　e-Taxから請求→PDFファイルで受け取り後に自分で印刷
※PDFファイルは何枚でも印刷して使用できます

◆令和3年分の年末調整について
　年末調整の方法や法定調書の作成方法、各種様式は国税庁HPに掲
載しています。動画でも説明していますので、ぜひご覧ください。

◆税理士会の無料相談
▶申込方法　申込先へ電話

令和4年度の個人住民税の主な改正点 税務署からのお知らせ

11月11～17日は「税を考える週間」です

▲
e-Taxについて
詳細はコチラ

▲詳細はコチラ

▲
年末調整の動画
はコチラ

▶問合先　
大森税務署　☎3755－2111　雪谷税務署　☎3726－4521
蒲田税務署　☎3732－5151

ねたきり高齢者　訪問歯科支援
　歯や入れ歯、かむこと、のみ込むこと
など、口

こう

腔
くう

ケアで心配なことがあればご
相談ください。歯科衛生士が訪問し、お
口の状況を伺います。希望により、歯科
医師が訪問診査も行います。
歯科医療機関への通院が困難な65歳

以上の方
地域包括支援センターか問合先へ電話
地域福祉課高齢者地域支援担当
大森　☎5764－0658　 5764－0659

　調布　☎3726－6031　 3726－5070
　蒲田　☎5713－1508　 5713－1509
　糀谷　☎3741－6525　 6423－8838

年末保育
　12月29・30日に、保護者の就労など
で保育が必要なお子さんをお預かりしま
す。
●実施園　大森北・池上第三・田園調布
二丁目・東糀谷・蒲田本町保育園
●保育時間・料金　午前7時30分～午後
6時30分、1人1日3,000円
次のいずれかに該当する生後4か月以

上の未就学児
①区内の認可保育園、東京都認証保育所、
小規模保育所、定期利用保育室などに在園
②区内在住で集団保育が可能
選考で各60名
申込書（区立保育園と問合先で配布）と

勤務証明書（保護者全員分必要）を区立保
育園か問合先へ持参。問合先のみ郵送も
可。11月19日必着
保育サービス課管理係

　☎5744－1279　 5744－1715

令和4年4月認可保育園の入園
　詳細は、令和4年度版入園申込みのし
おり（問合先で配布。区HPからも出力
可）をご覧ください。例年11月中旬～下

旬が混み合います。新型コロ
ナウイルス感染防止のために、
郵送の活用や、申し込み時期
の分散にご協力ください。
保護者の就労（求職中も可）、

疾病、出産、介護、看護、就学などによ
り、家庭で保育を受けられないお子さん
問合先へ必要書類を郵送か持参。11月

30日締め切り　※郵送は11月8日必着
●休日受付　11月7日㈰午前9時～午後
4時、保育サービス課で受け付け
※相談もお受けします（要事前予約）
保育サービス課保育利用支援担当　

　☎5744－1280　 5744－1715
生活福祉課相談係（書類の受け取りのみ）
大森　☎5843－1028
調布　☎3726－0791
蒲田　☎6715－8800
糀谷　☎3741－6521

令和4年度
小学校就学予定者就学援助費

（新入学用品費）
　小学校の入学準備にかかる費用の一部
を、所得制限を設けて援助しています。
　対象者へ10月下旬に申請書を郵送し
ました。詳細は、お問い合わせいただく
か区HPをご覧ください。
区内在住で令和4年度小学校入学予定

のお子さんのいる保護者
学務課学事係

　☎5744－1429　 5744－1536

令和4年度
学童保育の利用申し込み

　詳細は、学童保育のしおり
（区HPから出力）をご覧くだ
さい。
区内在住・在学の小学生（令

和4年4月1日時点）で、保護
者の就労、病気などにより、放課後に家
庭で保育を受けられないお子さん
11月4日～12月2日に、利用を希望す

る学童保育施設へ申請書、必要書類を持
参（郵送不可）

子育て支援課子育て支援担当
　☎5744－1273　 5744－1525

子どもたちが健やかに育つ
良好な環境を

　11月は子供・若者育成支援強調月間
です。青少年対策地区委員会が中心とな
り、不健全図書などの販売自粛要請活動
を行います。子どもたちを取り巻く問題・
環境について理解を深めましょう。
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

金融機関やコンビニエンスストア
などで納付・納税をお願いします
◆国民健康保険料
　納付書で納付している世帯へ、11～3
月期分（下期分）の納付書を11月12日に
発送します。期限内に納めてください。
※保険料を全納した世帯、口座振替世帯、
年金からの徴収に変更した世帯（一部例
外有り）へは郵送しません
国保年金課国保資格係

　☎5744－1210　 5744－1516
◆介護保険料
　口座振替と納付書での納期限は毎月末
です。滞納すると、滞納期間に応じてサー
ビス利用時の自己負担額が引き上げられ
ることなどがあります。口座振替を希望
する方は、口座振替依頼書を口座のある
金融機関へ提出してください。
介護保険課収納担当

　☎5744－1492　 5744－1551
◆特別区民税・都民税（普通徴収）第3期
●納期限　11月1日
　未納の方はお早めに納付してください。
納期限を過ぎて納めると納期限後の日数
に応じて延滞金が加算され、未納の場合、
財産調査・差押処分などを行います。
納税課収納推進担当

　☎5744－1205　 5744－1517
◆個人事業税第2期
●納期限　11月30日
　省エネ設備の取得に係る減免の申請も
受け付けています。
品川都税事務所　☎3774－6666

日本年金機構大田年金事務所
からのお知らせ

◆国民年金保険料の控除証明書
　9月までに納付した方は11月上旬、

10月以降に今年初めて納付した方は2月
上旬に日本年金機構から郵送します。
大田年金事務所　☎3733－4141

内職のお仕事を出しませんか？
　手作業・軽作業などを発注
したい中小事業者に、即戦力
となる人材を無料で紹介して
います（登録制）。
中小事業者と商店
平日、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

創業相談
　創業者のさまざまな課題に
相談員がお応えします。
区内で創業を考えている方、

創業間もない方
平日、①午前10時から

②午後1時30分から③午後3時から　
※1回1時間程度
産業プラザ
問合先HPから申し込み
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6144　 3733－6459

地域包括支援センター運営協議会
11月18日㈭午後1時30分～3時
区役所本庁舎11階
先着9名
11月1～11日に問合先へ電話
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎5744－1250　 5744－1522

「オンライン合同企業説明会」
参加企業

　令和4年3月大学（院）卒業
予定の学生を対象にした合
同企業説明会（令和4年2月中
旬）をオンライン上で行う企
業を募集します。次世代を担
う人材確保にぜひお役立てください。対
象や申込方法など詳細は問合先HPをご
覧ください。

▲
詳細はコチラ

日時 会場・申込先

11月11日㈭午前10時～午後4時
東京税理士会蒲田支部　☎3734－5556

11月12日㈮午前10時～午後4時

11月12日㈮午後1時～4時　 東京税理士会雪谷支部　☎3726－5701

▲
申し込みは
コチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ
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子育て支援課子育て支援担当
　☎5744－1273 5744－1525

子どもたちが健やかに育つ
良好な環境を

　11月は子供・若者育成支援強調月間
です。青少年対策地区委員会が中心とな

10月以降に今年初めて納付した方は2月
上旬に日本年金機構から郵送します。
大田年金事務所　☎3733－4141

内職のお仕事を出しませんか？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



内容

自転車安全利用TOKYOセミナー 自転車も
ライトをつけましょう　事業者が従業員の自転車利用のルール・マナーの向上のために行う交通安全教育

に役立つセミナーです。

▶対象　都内の事業者など
▶日時　11月18日㈭午後2時～4時40分
▶会場　アプリコ
▶定員　先着45名
▶申込方法　問合先へ申込書（問合先HPから出力）をFAXかEメールか郵送
▶問合先　東京都都民安全推進本部交通安全課（〒163－8001東京都庁）
　☎5388－3124　■FAX5388－1217　■EM S1060104@section.metro.tokyo.jp

　夜間に自転車を利用する場合、必ずライト
を点灯させなければなりません。
　冬の時期は日没が早く、人の目は暗さに慣
れるまで時間がかかります。急
に暗くなると視界が悪い状態に
なってしまいます。日が暮れる
前には必ずライトを点灯させま
しょう。

▲
詳細はコチラ

▶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　■FAX5744－1527

●事故・ヒヤリハットから考える自転車の安全利用推進
●自転車安全利用研修の実施方法（グループ討議を含む）
●自転車と保険

申込書は
コチラ ▶

選考で9社程度
●申込期間　11月1～30日
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6109　 3733－6459

空港臨海部
グランドビジョン2040（素案）

へのご意見
●閲覧期間　11月9～30日
●閲覧場所　区HP、問合先、
区政情報コーナー、特別出張
所、図書館
都市計画課公共交通・臨海部担当

　☎5744－1303　 5744－1530

区立児童館などの
児童育成指導員

　対象、業務内容など、詳細は区HPを
ご覧ください。
●任用期間　
令和4年4月1日～5年3月31日
●勤務時間　1日実働7時間45分、週4日
●月額報酬（予定）　197,664円（交通費
支給有り。各種休暇・社保完備）
●募集人数　10名程度
●選考方法　書類選考後、面接
問合先へ次の全てを郵送か持参。11

月30日必着
●申込書（写真貼付。区HPから出力、問
合先でも配布）
●資格証明書類の写し
●作文（申込書に添付の様式を使用）
子育て支援課子育て支援担当

　☎5744－1272　 5744－1525

区立小・中学校職員
　勤務条件、募集人数など詳細は区HP
をご覧ください。  
●募集職種　事務、栄養士、介添員ほか
●任用期間　令和4年4月1日～5年3月
31日（更新有り）
●選考方法　書類選考後、面接
問合先へ必要書類（問合先で配布。区

HPからも出力可）を郵送か持参。11月
19日必着
教育総務部指導課学校支援担当

　☎5744－1424　 5744－1665

区立保育園の非常勤保育士
　詳細は区HPをご覧ください。
保育士資格（②は幼稚園教

諭免許でも可）を持つ方
※取得見込みを含む
●任用期間　
令和4年4月1日～5年3月31日
●勤務時間　
①1日実働7時間45分、週4日
②1日4時間（午前か午後勤務）、週5日
●月額報酬（予定）

①206,592円（社保完備）
②135,576円（社保完備）
●選考方法　書類選考と面接
●募集人数　各5名
問合先へ次の全てを郵送か持参。11月

22日必着
●申込書（写真貼付）
●保育士証（②は幼稚園教諭免許状でも
可）の写し
●作文（「保育園での私の役割」について
手書きで400字程度）
※申込書、作文用紙は区HPから出力
保育サービス課保育職員担当

　☎5744－1278　 5744－1715

ふくしのしごと市
　福祉の仕事に関する相談、
面接会を行います。
　求人情報は、11月12日か
ら問合先HPでご紹介します。
11月27日㈯午後1時～3時
池上会館
当日会場へ
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎3736－2023　 3736－2030

区立施設の窓口へ
キャッシュレス決済を
導入します！

　窓口での住民票や印鑑証明、課税証明
書などの手数料について、キャッシュレ
ス決済を11月1日以降導入します。詳細
は区HPをご覧ください。
※住民税・国保料などの納付には対応し
ていません
●導入窓口
①特別出張所
②戸籍住民課
③課税課
①地域力推進課地域力推進担当

　☎5744－1222　 5744－1518
②戸籍住民課戸籍住民担当
　☎5744－1185　 5744－1513
③課税課課税担当
　☎5744－1192　 5744－1515

「地球にやさしいまちづくり」
ポスターコンクール
入選作品発表

　小・中学生が環境問題につ
いて考え表現したポスターの
コンクールを行いました。皆
さんも子どもたちの作品を通
して、環境問題についてぜひ
考えてみてください。入選作品は区HP
でご覧いただけます。
環境計画課計画推進・温暖化対策担当

　☎5744－1625　 5744－1532

休館のお知らせ
◆大田文化の森
11月10日㈬・11日㈭

※設備点検などのため
　☎3772－0700　 3772－7300
◆消費者生活センター、micsおおた
11月28日㈰

※電気設備改修工事のため
◆蒲田駅前図書館
11月27日㈯・28日㈰

※電気設備改修工事のため
消費者生活センター

　☎3736－7711　 3737－2936

税についての作文2021
　区内在学の中学生による「税について
の作文」の優秀作品を区HPに掲載しま
す。この作文は、全国納税貯蓄組合連合
会と国税庁が、租税教育の一環として、
全国の中学生から募集したものです。
●掲載期間　11月11日㈭～30日㈫
納税課収納推進担当

　☎5744－1205　 5744－1517

区内小中学生の作品展示
1区立中学校連合美術展
11月5日㈮～12日㈮午前9時～午後5時

※12日は午後2時まで
池上会館

2MOA美術館大田児童作品展
　入賞作品を展示
11月12日㈮～14日㈰午前10時～午

後4時　
※12日は午後1時から
日本工学院専門学校12号館「ギャラ

リー鴻」（西蒲田5－24－1）
◇12ともに◇

教育総務部指導課
　☎5744－1435　 5744－1665

生涯学習相談会
　あなたに合ったサークルやイベント、
講座などの情報をご紹介します。
11月5日㈮・9日㈫・19日㈮・26日㈮・

30日㈫、12月10日㈮・14日㈫午前10
時～午後2時
生涯学習センター蒲田
問合先へ電話かFAX（記入例参照。希

望日も明記）
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1443　 5744－1518

発達支援応援フェア
　お子さんの発達支援に関す
る情報や相談先を区HPでご案
内します。お子さんの発達に
合った事業や制度の利用をお
考えの方、ぜひご覧ください。

●掲載期間　11月15日㈪～30日㈫
さぽーとぴあ

　☎6429－8549　 6429－8559

おおたオープンファクトリー2021
　今年の工場見学はオンライ
ンと現地ツアーの二本立て！
普段見ることのできない工場
内部の見学や職人の熱いトー
クなど盛りだくさん！申込方
法など詳細はイベントHPをご覧くださ
い。
11月26日㈮・27日㈯
（一社）大田観光協会
　☎3734－0202　 3734－0203

精神障がいピアサポート
キックオフイベント

　障がいのある人もない人も
「対等な関係・仲間」としてつ
ながり、地域や社会、生活の
中で、ともに支え合っていく
「ピアサポート」について学び
ます。
区内在住・在勤・在学で障がいのある

方やその家族、支援事業者、医療関係者
の方
11月29日㈪午後1時～4時
新井宿特別出張所
先着40名
問合先へFAX（記入例参照）。電子申

請も可。11月22日締め切り
さぽーとぴあ

　☎5728－9134　 5728－9136

老いじたくセミナー
～人生100年！自分らしく明るく

暮らしていくために～
　遺言・相続など、老いじたくに必要な
知識やポイントを弁護士がお話ししま
す。
12月7日㈫午前9時30分～午後0時30分
区役所本庁舎2階
先着20名
問合先へ電話。11月8日から受け付け
おおた成年後見センター

　☎3736－2022　 3736－5590

私も社会も
みんなをハッピーにする
ぷち起業応援セミナー

　女性の起業の特徴や社会的
意義について学びます。
区内在住・在勤・在学の女

性で、オンライン（Z
ズ ー ム

oom）で
参加できる方
12月8日㈬午後2時～4時
先着30名
電子申請。12月3日締め切り
エセナおおた

　☎3766－4586　 5764－0604

▲
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

▲
イベントHPは
コチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ
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選考で9社程度
●申込期間　11月1～30日
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6109　 3733－6459

空港臨海部
グランドビジョン2040（素案）

へのご意見

①206,592円（社保完備）
②135,576円（社保完備）
●選考方法　書類選考と面接
●募集人数　各5名
問合先へ次の全てを郵送か持参。11月

22日必着
●申込書（写真貼付）

休館のお知らせ
◆大田文化の森
11月10日㈬・11日㈭

※設備点検などのため
　☎3772－0700 3772－7300
◆消費者生活センター、micsおおた

●掲載期間　11月15日㈪～30日㈫
さぽーとぴあ

　☎6429－8549 6429－8559

おおたオープンファクトリー2021
　今年の工場見学はオンライ
ンと現地ツアーの二本立て！

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。



　「笑顔」をテーマにした動画を募集しま
す！受賞者には豪華な賞品をご用意して
います。さらに応募いただいた方の中か
ら抽選で賞品を贈呈！
　応募いただいた作品と受賞作品は特設
サイトで公開・発表します。
▶応募資格　区内在住・在勤・
在学の方、出身者など
▶応募方法　特設サイトから
応募。詳細は区HPをご覧くだ
さい
▶応募期間　11月1日～1月7日
▶問合先　文化振興課文化振興担当
　☎5744－1226 ■FAX5744－1539

高齢者の人権を守るために
孤立させない地域での支え合い

　自分の人生を自分で決め、周囲からその意思を尊重されることは、誰もが望
むことです。しかし、高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵
害される「高齢者虐待」が起きています。　
●高齢者への虐待
　高齢者への虐待には、暴力的行為で痛みを与えるなどの「身体的虐待」、暴
言や無視するなどの精神的苦痛を与える「心理的虐待」、本人の預貯金を勝手
に使用するなどの「経済的虐待」、わいせつな行為を行うなどの「性的虐待」、
本人が必要とする介護サービスを制限するなどの「介護・世話の放棄・放任」の
５種類があります。
　虐待が起きる要因は、介護疲れやストレス、介護に関する知識不足、介護
者の孤立などさまざまであり、その要因が重複することもあります。
●地域での見守りと支え合い
　地域社会や家族構成が大きく変化する中、地域で孤立する高齢者や介護者
が増えています。
　高齢者や介護者が一人で悩みを抱え込まないよう、地域全体で声かけや見
守りを行い、状況に応じて専門機関への相談につなげるなど、助け合うことが
必要です。そして一人ひとりが高齢者の人権について考えていくことが大切で
す。
　少しでも気になることがあれば、高齢者の総合相談窓口である地域包括支
援センターへお気軽にご相談ください。

人権問題への理解を深めましょう

▶問合先　人権について＝人権・男女平等推進課人権・同和対策担当
　　　　 ☎5744-1148 ■FAX5744-1556
　　　　　高齢者虐待について＝高齢福祉課高齢者支援担当
　　　　　☎5744-1250 ■FAX5744－1522

　日常の中で触れる機会の少なくなった日本の伝統文化を、より身近に、より
深く、子どもから大人まで楽しく体験できます！

　日本の長い歴史の中で、受け継がれて
いる芸能の世界。中でも、邦楽・邦舞は、
日常生活と共に培われてきた日本文化。
日常から離れてしまった日本人の心・神
髄を感じる時間に触れてみませんか。

＊邦楽器コース
箏クラス、三味線クラス、

小鼓クラス

＊日本舞踊コース
①親子で楽しむ初めての日本舞踊クラス
②イチから学ぶ日本舞踊クラス

　対象、受講回数、定員数はコースによって異なります。詳細は
問合先HPをご覧ください。　　
▶申込方法　問合先HPから申し込み
▶募集期間　10月29日午前9時～11月23日
▶問合先 （公財）大田区文化振興協会
　☎3750－1611 ■FAX3750－1150

　何百年も継承し続ける「道」の文化は、
長きにわたり人を惹きつけています。そ
の中から、「三道」と呼ばれる〈華道〉〈茶
道〉〈書道〉を体験しましょう！

＊華道コース
①親子で彩るいけばなクラス
②楽しもう！いけばなクラス

＊茶道コース
①やさしい茶道クラス
②茶道入門クラス

＊書道コース
①親子で筆を楽しむクラス
②筆を楽しむクラス
③和紙ファイルに書を描くクラス

▲
デジタル商品券
特設ＨＰはコチラ

▲
おおた商い・観光展
公式HPはコチラ

この秋はデジタル商品券で
地域の魅力を発見！
　大田区プレミアム付デジタル商品券が11月8
日からいよいよ利用開始となります。商品券の
使えるお店は、取扱店舗のステッカーが目印で
す。「おおた商い・観光
展」参加の多数店舗でも
利用可能です。
　この秋はデジタル商品
券で区内でのお買い物
や「おおた商い・観光展」
を堪能してください！

●デジタル商品券の利用期間
第1次　11月8日～2月13日（対象：10月1～25日に申し込み後、購入した方）
第2次　12月6日～2月13日（対象：11月8～25日に申し込み、購入した方）
　申込・購入方法、取扱店舗（順次更新）は特設HPでご確認ください。

▶問合先
大田区プレミアム付デジタル商品券＝
大田区プレミアム付デジタル商品券コールセンター
　☎0120－197－203
おおた商い・観光展＝（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6476 ■FAX3733－6459

▶日程　1月8日㈯～3月19日㈯　▶会場　大田区民プラザ

●世帯数・・・399,505世帯
●総人口・・・730,803人　
　　　　　 日本人人口・・・707,514人（男・・・351,460人　女・・・356,054人）
　　　　　 外国人人口・・・23,289人（男・・・11,038人　女・・・12,251人）
●面積・・・61.86km2

11月11日号 ユニバーサルデザイン特集
11月21日号 成年年齢の引き下げと消費生活特集

区の世帯と人口

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。

1～15日…

16～30日…

東京2020大会　選手からのメッセージ＆
ブラジル代表との交流
ご利用ください！
大田区電子書籍貸出サービス

シティーニュースおおた11ch 11月

●放送 ケーブルテレビのJ:COMチャンネル 大田とiTSCOM
　　　　で毎日放送！YouTubeでも発信しています。 ▲YouTube

令和3年10月1日現在

　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。

●症状がある・感染が疑われる方／
　新型コロナ受診相談窓口
●東京都発熱相談センター（24時間対応）
☎5320－4592
●大田区相談センター（平日、午前9時～午後5時）　
☎5744－1360 ■FAX5744－1524
●感染への不安のある方
●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
☎0570－550571 ■FAX5388－1396

▲
詳細はコチラ相談窓口

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ

今月の区報は

　区内の商店・飲食店の工
夫を凝らしたキャンペーン
情報を発信。話題のラーメ
ン自動販売機には、地元コ
ラボ商品が登場！詳細は公
式HPをチェック！

▲
問合先ＨＰ
はコチラ

ワクチン接種会場でアートが楽しめる！ワクチン接種会場でアートが楽しめる！
　区が実施する新型コロナワクチンの集団接種会場「日本工学院専門学校12号
館ギャラリー鴻」では、9月7日から学生が作成したアニメーションキャラクター
のパネル作品を展示しています。綺麗な作品が多数並び、迫力のある大きな作
品も。ワクチン接種のために訪れた区民の方からは、「学生が作ったすてきな作
品を眺めていると、ワクチン
接種時の緊張が和らぎます」
などの声がありました。日本
工学院専門学校でのワクチン
接種を予約されている方は、
待ち時間にぜひアートを楽し
んでみてはいかがでしょうか。

まちかどNews ▶問合先 広聴広報課広報担当
☎5744－1132 ■FAX5744－1503

▲
詳細はコチラ

おおた商い・観光展

こと

ひ

き  れい

ステッカー
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写真： Rafael Bello / COB（写真左）大田区長
が金澤翔子さんの
持つトーチに点火
する様子

（写真右）サポート
ランナーの皆さん

東京 2 0 2 0大会を振り返る

3大会目の出場！

　東京2020大会で活躍した区にゆかりのある選手たちからの
メッセージとともに、さまざまな面から支えてくれたたくさんの方々
と、その取り組みの一部をご紹介します。

P L AY B A C K !

　７月21日、公道走行に代わって、しながわ中央公園（品川区）で聖火を

つなぐ点火セレモニーが行われ、大田区で走行予定だった30名の聖火ラ

ンナーが参加しました。また、第一走者の聖火ランナーを伴走する予定だっ

た区内小・中学校、高校から選出された16名のサポートランナーも点火

セレモニーに参加しました。

2大会連続出場！
入賞を果たす！

思いをつないだ聖火 ブラジル選手の活躍

凹
おうめんきょう

面鏡により太陽光から
火を起こす様子

　全国の自治体がそれぞれの方法で起こし
た火と、パラリンピック発祥の地であるイ
ギリスのストーク・マンデビルの火を合わせ
て作られました。大田区では、町工場が集
積する“ものづくりのまち”という特長を生
かして、大田工業連合会青年部の協力によ
り採火器具を製作し、火を起こしました。

●パラリンピック聖火　

●オリンピック聖火　

　バスケットボール女子日本代表が

日本バスケットボール史上初の快挙

となる銀メダルを獲得！本橋菜子選

手（東京羽田ヴィッキーズ所属）は、

昨年11月に右膝前十字靭
じん

帯
たい

損傷の

大けがを負い、出場は絶望的とも言

われながらも、奇跡の復活。東京

2020大会では、全試合に出場し、

決勝のアメリカ戦ではチーム２位の

16得点を挙げるなど、銀メダル獲

得に大きく貢献しました。

日本史上初の快挙！銀メダル獲得！

　相手が少しでもリラックスできるように、ポルトガル語
で楽しく会話することを心がけました。「区や施設の職員、
ボランティアの皆さんが優しくしてくれてうれしかった」
という選手たちの言葉が印象に残っています。今回初めて
通訳を経験しましたが、自信がついたので、参加してよか
ったです！

活動を通して自信が持てるようになった　
 おおたウエルカムボランティアのサポート 

M E S SA G E
　たくさんのご声援をいただきありがとうご
ざいました。東京羽田ヴィッキーズの選手と
して、自国開催のオリンピックに出場し、日
本バスケ史上初の銀メダルを獲得できて光栄
です。地域と共に歩み、地域を元気にすると
いうチーム理念のもとで、こういったご報告
ができたことをうれしく思います。
●日本代表チームの強み
　私たちのチームは、スーパースターはいな
いけれど、“スーパーチーム”。選手たちは自
分がどんな状況だろうと自分たち一人ひとり
の役割を果たす責任と自覚があります。

●日本代表のトム・ホーバスヘッドコーチは
どんな人？
　とても厳しいです（笑）。でも、選手を人一
倍愛してくれています。コーチを信じてやれ
ば世界一になれると思って必死についていき
ました。
●これからの活動
　今回の東京2020大会を経て、バスケット
ボールへの注目度が高まっていると思います。
10月にＷリーグ（バスケットボール女子日本
リーグ）が開幕しました。目標であるプレーオ
フ進出に向けてチーム一丸となってがんばっ
ていきます！ 応援よろしくお願いします！

　6競技約200名の選手団を受け入れまし
た。選手たちは毎日PCR検査を受け、事前
に定めた場所のみで活動しました。選手か
らは「来日前は不安だったが、快適に過ご
すことができ、大会に集中して臨むことが
できた。今までのオリンピックの中で一番
良かった」と話してくれました。

ホストタウンとして
～ブラジルキャンプの受け入れ～

C H E C K !
採火器具の製作から、火を起こすまでの様子
を収めた動画を大田区チャンネル（YouTube）
で公開しています。ぜひご覧ください!

ビーチバレーボール

白鳥  勝浩  選手

バスケットボール（5人制）

本橋  菜子  選手

　今まで以上にまだまだ上を目
指すことができると思えた大会
でした。今回メダルを取ること
ができなかったという悔しい気
持ちを力に変えて、一つひとつ
しっかりと目標を定め、次回の
パリで開催されるパラに出場し、
5m超えのジャンプで金メダルを
つかみ取れるように、より一層
努力していきたいと思います！

M E S SA G E

パラ陸上
（走幅跳 ,100m）

髙田  千明 選手
走幅跳で５位入賞
（日本記録更新）

　コロナ禍で、大会運営に携わっ
てくださった方や応援してくだ
さった皆さんにとても感謝して
います。悔しさもありますが、
「感動した」「勇気をもらった」と
多くのメッセージをもらい、地
元大田区に近い有明の会場で、
皆さんの応援を感じながら踊る
ことができて幸せでした。

M E S SA G E

新体操（団体）

熨
の し た に

斗谷さくら選手
８位入賞　

　　　　　　　
　オリンピックが始まる前からたくさんの応
援ありがとうございました。大田区の皆さん
からの応援が力になりました。今後もビーチ
バレーボールの魅力を伝えていきますので、
応援よろしくお願いします！　

M E S SA G E

写真： Rimako Takeuchi

写真：ほけんの窓口グループ㈱

写真： Miriam Jeske / COB

主な競技結果

ボクシング

男子バレーボール

金・銀・銅メダル
各1個獲得

4位入賞

通訳担当　松岡さん

＞＞競技結果など
詳細はコチラ

写真：JVA2021-09-113

準優勝

大田区長（左）と本橋選手（右）

＞＞動画は
コチラ



◆子ども生活応援基金へ　
〇蒲田仏教会＝100,000円　〇大森仏教会＝100,000円　
〇株式会社新興化学＝1,000,000円
◆区政のために
〇関口直希＝2,063円
〇明治安田生命保険相互会社　品川支社＝901,000円

◆日本赤十字社の災害義援金・救援金を受け付けています
　各災害義援金・救援金情報、寄付者の氏名・団体名などは区HPに掲載しています。

　74歳以下の都民の4人に1人は、糖
尿病を発症しているかその予備群。ター
ニングポイントは30～40代です。50
代から、糖尿病が強く疑われる人の割
合が激増します。また、新規人工透析
患者の原因疾患の1位は、糖尿病性腎
症です。
　大切なのは、予防・早期発見・早期
治療。リモートワークなどで体重が増
えた方や運動不足の方は要注意です。
食事や運動、禁煙など生活習慣を見直
してみましょう。
　地域健康課には保健師・管理栄養士
がいます。気になることがある方はご
相談ください。
健康づくり課健康づくり担当

　☎5744－1683　 5744－1523

1子宮頸
けい

がん検診
●検査項目　問診、視診、内診、頸部

細胞診　
※医師の判断で子宮体がん検診を同時
に行う場合があります
偶数年齢＝500円（子宮体がん検診は

500円追加）
　奇数年齢＝2,000円（子宮体がん検診
は2,000円追加）
2乳がん検診
●検査項目　問診、マンモグラフィー
検査、視触診（任意）　
※妊娠・授乳中の方、ペースメーカー
装着の方、水頭症シャント手術・豊胸
手術を受けた方は、検診を控えてくだ
さい
偶数年齢＝500円

　奇数年齢＝4,000円
◇12ともに◇

●受診期限　2月28日
区内在住の女性で120歳以上240

歳以上の方（令和4年3月31日時点）
指定実施医療機関など
実施医療機関へ直接申し込み
健康づくり課健康づくり担当　

　☎5744－1265　 5744－1523

　詳細は区HPをご覧ください。
生後6か月～中学生

口から始める健康講座
～オーラルフレイル予防の話と
軽い体操～
　食べる・飲み込むなどの口

こう

腔
くう

機能や
誤えん性肺炎の予防に関する話と運動
指導士による軽い体操
65歳以上の方
12月7日㈫午後2時～3時
池上老人いこいの家
先着15名
電話で。11月1日から受け付け

シニア世代の食生活講座
　無理なくできる減塩のコツ
65歳以上の方
12月9日㈭午前10時

～11時30分
先着12名
電話で。11月1日

から受け付け

口から始める健康講座
～飲み込む力をアップして
健康長寿！～
　誤えん性肺炎予防の話、えん下体操、
運動指導士による軽い体操
65歳以上の方
11月26日㈮午後2時～3時
仲六郷老人いこいの家
先着15名
電話で。11月1日から受け付け

地域健康課からのお知らせ

口から始める健康講座
　誤えん性肺炎や、食べる・飲み込む
などお口の機能低下予防のための話と
運動指導士による軽い体操
65歳以上の方
12月3日㈮午後2時30分～3時30分
先着10名
当日会場へ

シニア世代の食生活講座
　感染症予防や免疫力を高める食生活
の話
65歳以上の方
12月13日㈪午前10時～11時
先着10名
電話で

1月31日まで
協力医療機関

※自己負担額から1,000円の控除有り
感染症対策課感染症対策担当

　☎5744－1263　 5744－1524

　11月10～16日はアルコール関連問
題啓発週間です。コロナ禍が長期化し、
「お酒の量が増えてしまった」など、お
酒でお悩みの方はご相談ください。
　地域健康課では、精神科医師がお酒
のお悩みにお応えします。事前に保健
師がお話を伺いますので、お気軽にお
問い合わせください。
※大森、糀谷・羽田地域健康課では精
神保健福祉士による個別相談有り
地域健康課健康事業係

大森　☎5764－0662　 5764－0659
調布　☎3726－4147　 3726－6331
蒲田　☎5713－1702　 5713－1509
糀谷　☎3743－4163　 6423－8838

　身近な人の自殺のサインに気付き、
支援につなげるゲートキーパー（門番）
の養成講座です。

区内在住の方か区内相談機関の職員
12月8日㈬午前9時30分～11時30分
区役所本庁舎2階　
先着50名

※オンラインに変更の場合有り
11月1日～12月2日に問合先へ電話

かFAX（記入例参照）
健康医療政策課健康政策担当

　☎5744－1728　 5744－1523

　はねぴょん健康ポイント
アプリではウオーキングな
ど毎日の健康づくりでポイ
ントがたまり、抽選でいろ
いろな景品が当たります。
区内在住・在勤で18歳以
上の方
①アプリ内で応募
②台紙（特別出張所、問合先などで配布）
で応募＝台紙に付いているはがきで郵
送
●抽選応募期間　11月1～15日（必着）
健康づくり課健康づくり担当

　☎5744－1661　 5744－1523

※申し込み・問い合わせは催しごとに記載の地域の地域健康課へ　
※会場の記載がないものは地域庁舎で　※費用の記載がないものは無料
地域健康課業務係　

大森（〒143－0015大森西1－12－1）　  ☎5764－0661　 5764－0659
調布（〒145－0067雪谷大塚町4－6）　　☎3726－4145　 3726－6331
蒲田（〒144－0053蒲田本町2－1－1）　 ☎5713－1701　 5713－1509
糀谷（〒144－0033東糀谷1－21－15）　☎3743－4161　 6423－8838 

事　業　名 対象、内容、日時など

母親学級（3日制）＊
予約は11月1日から
受け付け

大森 12月7・14・21日㈫ 

午後1時30分～3時
調布 12月6・13・20日㈪
蒲田 12月2・9・16日㈭

糀谷･羽田 12月1・8・15日㈬

育児学級＊
（生後7～8か月）
２回食への進め方・お口
の発達とむし歯予防

大森 12月16日㈭ 

午前10時～11時

調布 12月15日㈬
蒲田 12月1日㈬

糀谷･羽田 12月14日㈫
ママとわたしの
食育クラス＊
（生後9～11か月）
ママの食事と離乳食
（3回食）

大森 12月17日㈮
調布 12月9日㈭
蒲田 12月16日㈭

糀谷･羽田 12月1日㈬

育児学級＊
（1歳～1歳3か月）
幼児食への進め方と
むし歯予防のポイント

大森 12月21日㈫
調布 12月14日㈫
蒲田 12月2日㈭

糀谷･羽田 12月15日㈬

乳
幼
児

4か月児健康診査 ○お子さんの受診日などは、区HPをご覧いただくか、地域健康課へ
お問い合わせください

○該当者には郵便でお知らせします
○健康診査は、乳幼児の発育状態などの診査、必要に応じ保健・心理・
歯科・栄養相談を行います

1歳6か月児
健康診査

3歳児健康診査

歯科相談＊ 3歳未満（障がいのあるお子さんは就学前まで）を対象に歯科相談
栄養相談＊ 離乳食の進め方や、幼児食の量・内容などの相談

大人の食事相談＊
生活習慣病の予防、
肥満・血圧や血糖値が
高めの方の食事など

大森 12月7日㈫午前、15日㈬午後

○午前＝午前9時～正午
○午後＝午後1時30分～4時

調布 12月6日㈪・23日㈭午後
蒲田 12月6日㈪午前、14日㈫午後

糀谷･羽田 12月14日㈫・23日㈭午後

精神保健福祉相談＊ こころの健康、思春期、認知症、アルコールなどの問題で悩んでい
る方と家族

＊は地域健康課に予約が必要です。　
※健康に関する相談はいつでも受け付けています

詳細はコチラ▶
12 月 の 健 診 と 健 康 相 談

土曜両親学級（オンライン）
　講義「両親での
子育て」、沐

もくよく

浴の
デモンストレー
ションなど、出産・
育児についてオン
ラインで学ぶ講座です。
区内在住のおおむね妊娠5～9か月

で、パートナーとオンライン（Z
ズ ー ム

oom）
で参加できる方
12月11・18日㈯

※午前の部＝午前10時～
11時40分、午後の部＝
午後1時30分～3時10分
区HPで
地域健康課

▲
詳細はコチラ

▲
アプリ

ダウンロード
はコチラ

ストレスをお酒で
紛らしていませんか？

女性特有のがん検診

健康便り
11月14日は世界糖尿病デー
～リモートワークで

体重増えていませんか？～

小児インフルエンザ予防接種
ゲートキーパー基礎講座

はねぴょん健康ポイントの
第2回抽選応募が
始まりました！

大　森 糀谷・羽田

蒲　田
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◆新しい生活様式で体を動かす工夫
　普段から体を動かすことで糖尿病、心臓病、脳卒中、がん、ロコモ（ロ
コモティブシンドローム：運動器症候群）、うつ、認知症などになるリス
クを下げることができます。「新しい生活様式」の中でも体を動かす機会
を見つけたり、少しでも体を動かす工夫をしたりしてみましょう。

◆新しい生活様式での身体活動のポイント　
●屋外で運動する時は、人に近づきすぎず、ほかの人が触れる場所はで
きるだけ触らないようにしましょう
●家の中で、動画やテレビ番組、ラジオ放送などを利用して体を動かし
てみましょう
●長時間の座りすぎを減らし、できれば30分ごとに3分程度、少なくと
も1時間に5分程度は立ち上がって体を動かすようにしましょう

①体調チェック
　発熱や風邪の症状、だるさ、
息苦しさ、体が重く感じるな
ど一つでもある場合は休みま
しょう。

免疫力を高めるため
の体づくり！Vol.39

運動・
スポーツの
種類ごとの
注意点　

●動画を活用
●こまめに換気

●1人か少人数
●すいた時間、場所
●他人との距離を確保
●すれ違う時は距離を取る

ウオーキング・ジョギング おうちで筋トレ・ヨガ
安全に運動・
スポーツする
ポイント　

②感染防止の3つの基本を守る
●十分な距離をとりましょう　
●マスク着用しましょう　
●手洗い手指消毒しましょう

アタマジラミを
正しい知識で対処しましょう

　頭髪に寄生する昆虫です。吸血にともなって頭皮にかゆみが生じます。主
に頭と頭が触れ合ったときやタオルなどを共用したときにうつるため、小学
生以下の子どもたちの間で多く発生しています。頻繁に頭をかいたり、髪の
毛の根元に白いもの（卵）がついていたりしたら注意しましょう。

●特徴
　卵は、耳の周囲やえ
りあしに産みつけられ
ることが多いです。卵
はヘアーキャスト（フ
ケの一種）に似ていま
すが、髪にしっかり固
着しています。

●対処方法
①毎日洗髪しましょう
　成虫は普通のシャンプーで洗い流すことができます。子ど
も自身による洗髪では不十分になりやすいので、10日間程
度大人が洗髪してあげましょう。
②すきぐしで取り除きましょう
　成虫だけでなく卵も取り除くことができます。すきぐしが
ない場合は、なるべく目の細かいくしを使用しましょう。
③殺虫剤入りシャンプーを使用する場合
　アタマジラミ駆除用のシャンプーでも、卵に対しては効果がありません。
卵から幼虫がかえる1週間後に再度使用しましょう。
④身の回りのものの共用は避けましょう
　家族の間でもうつります。くし、タオル、帽子、寝具、衣類などの共用
は避けましょう。洗えるものは毎日洗って使用しましょう。

●お願い
　アタマジラミは清潔にしていても接触の機会があればうつります。不潔
などといった不要な一言で、心を傷つけないようにしましょう。

▶問合先　生活衛生課環境衛生担当　☎5764－0694　■FAX5764－0711 ▲
詳細はコチラアタマジラミ（卵） 

▶問合先　健康医療政策課健康政策担当
☎5744－1262　■FAX5744－1523

◆秋のフラワーアレンジメント体験
会！
11月10日㈬午後2時～4時、消費者
生活センターで。先着5名。電話で
3,000円 鶴田☎090－6506－5907
◆中高年の初級英会話講習会～どう
始めたらよいか考えている方に～
11月11日㈭午後1時30分～2時30
分、消費者生活センターで。抽選で5
名。電話で 1,000円 中島☎090
－3576－3281
◆篆刻体験会　年賀状用「干支」か「名
前印」を彫る(2日制)
11月11・25日、午前10時～正午、
ふれあいはすぬまで。先着5名。11
月10日までに電話で 2,000円（2回
分） 笹井☎090－2672－9419
◆社交ダンス(タンゴ)無料講習会
中級程度。11月13・20・27日、午後
2時から、大森西区民センターで。当
日会場へ☎090－4454－1337𠮷越
◆遺言・相続専門行政書士による無
料相談会
遺言書・遺産分割協議書・相続手続き・
任意後見など。11月13・27日、午前9
時～午後1時、大森南二丁目の会場で。
電話で 弓野☎080－5648－8107

◆かんたんバレエ教室
11月14・21・28日、12月5日、①
子ども(3歳～小学生)＝午前9時40分
～10時40分②大人(おおむね60歳ま
での女性)＝午前10時50分～11時50
分、美原文化センターで。電話で
800円 島田☎090－2766－2884
◆彩美会水彩画展
11月15～17日、午前10時～午後
4時(15日は正午から。17日は午後
3時30分まで)、大田区民プラザで。
当日会場へ☎3766－4766坂本
◆ウクレレで弾きながら歌う体験会
ウクレレ持参。11月15日㈪、午後
2時30分～3時30分、こらぼ大森で。
電話で 島田☎080－2038－6621
◆行政書士・司法書士・社労士・税
理士合同無料相談会
相続・遺言書・成年後見・相続税・登記・
助成金・保険・死後事務委任。11月
21日㈰午前10時～午後4時、大田区
民プラザで。電話で 滑川☎080－
5025－8539
◆ボランティアグループ福寿奏感謝
の集い
和洋楽器、舞踊、フラダンスなど。
11月26日㈮午後1時から、大田文化

の森で。当日会場へ☎090－3094
－8837西元
◆たばこの自助グループ「freedom」
たばこの悩みをみなさんと話し合い
ませんか？11月27日㈯午後7時～9
時、オンライン(Zoom)で。先着10名。
電話で 星野☎080－5535－5277
◆七宝工芸グループ展
11月27～30日、正午～午後6時、大
田区民プラザで。当日会場へ☎090
－8503－5440黒河内
◆生花フラワーアレンジメント講習
会～クリスマスアレンジ～
①12月2日、午前10時30分～正午
②12月3日、午後2時30分～4時、
洗足池駅近くの会場で。先着各10
名。電話で 3,500円 竹内☎090
－6004－2505
◆けやき（大田退職教職員）の会作品
展
絵・書・写真・工芸・花。①12月9日、
午後1時30分～6時②12月10日、午
前10時～午後7時③12月11日、午前
10時～午後4時、大田区民プラザで。
当日会場へ☎090－9819－4290望
月

●掲載申し込み＝催し名、サークル名、日時、場所、講師名、費用、問合
先の氏名・〒住所・電話番号・区報11月1日号の感想（最も関心があった記事、
1面の感想など）を明記し、〒144－8621大田区役所広聴広報課「区民のひ
ろば」係へ
●締切＝掲載月2か月前の15日必着
●開催日や申込締切日が1～9日までのものは前月の1日号、10日以降のも
のは当月の1日号（1月のみ1月1～14日のものを12月1日号、1月15日～2
月9日のものを1月11・21日号）に掲載します。
●掲載できないもの①営利目的や売名目的、講師が主催する教室と認めら
れるもの②政治・宗教関係③同一の人物か団体で、前回の掲載から6か月
経過していない催し④会員の募集が目的のものなど　※令和4年1月11・
21日号に掲載する場合、次に掲載できるのは7月1日号です
●紙面の都合で全てを掲載できない場合があります。

■費＝参加費など　■申＝申込先か問合先　※費用の記載がないものは原則無料

掲載の催しは区の主催ではありません。ご自身の責任で参加してください。

サークル会員募集

　サークル会員募集記事の原
稿を受け付けています。締め
切りは11月30日必着です。
　掲載は年に一度、3月21日
号にまとめて掲載します。

（裏面記入例） （送り先）

●サークル名
●日時
●場所
●費用
●申込・問合先
（氏名・〒住所・
電話番号など）
●その他

〒144－8621

大田区役所
広聴広報課
「区民のひろば」
　　　　　　宛

7大田区報　令和 3年 11月 1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。



●区内陽性者の年代別割合（9月1～30日）

70代 3%
80歳以上 3%

40代 
16%

30代 
16%

10代 8%

10歳未満 9%

20代 
26%

60代 5%
50代 
14%

●区内陽性者数の年代別推移

■20代

■30代
■40代
■50代
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■80歳以上
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区内新型コロナウイルス感染状況 令和3年10月4日時点　●累計陽性者数 19,851名　●回復者数 17,695名

▶問合先　大田区新型コロナウイルス感染症対策本部（防災危機管理課）　☎5744－1235　■FAX5744－1519

●9月の区内の傾向と課題
●陽性者数は８月は７,２１９名、９月は１,４58名と減
少しています。
●10月１日から緊急事態宣言は解除されましたが、
引き続き、感染を拡大させないた
めにも、感染予防対策（マスク、手
洗い、消毒、換気）を徹底し、普段
一緒に生活している家族以外の人
との食事は控えましょう。 ▲

感染者情報の
詳細はコチラ

新型コロナワクチン接種のお知らせ

ワクチン接種後も引き続き、マスク着用など、感染対策の継続にご協力をお願いします

大規模なワクチン集団接種会場の予約受付は終了しました

☎6629－6342

10月をもって

以下の方は、コールセンターまでご相談ください
●新たに12歳になる方で、ワクチン接種を希望される方
●大田区に転入し、ワクチン接種を希望される方
●これから1回目・2回目のワクチン接種を希望される方

▶問合先　大田区新型コロナワクチン接種コールセンター

月～土曜、午前8時30分～午後5時15分
※休日を除く
※時間帯によってはお電話がつながりにくい
場合があります

国は3回目の接種を検討しています
　区においても対象、開始時期、接種会場など詳細が決まり次第、
区HPや区報などでお知らせします。

　福祉オンブズマンは、福祉サービス利用者の権利を守るた
めに区長から委嘱され、利用者からの相談や苦情申し立てを
受け付けています。公正な立場で調査を行い、必要に応じて
区に対して是正の勧告や意見表明をします。
※予約すると、待たずに相談できます

▶日時　火曜、午前9時～正午　
▶会場・問合先　
広聴広報課福祉オンブズマン担当
　☎5744－1130　■FAX5744－1553

平澤  恵美（大学准教授）
ひら   さわ　     え      み

牧山  美香（弁護士）
まき   やま　     み      か

奥田  大介（弁護士）
おく    だ　      だい   すけ

木下  武徳（大学教授）
きの  した　     たけ   のり

福祉オンブズマン

福祉サービスに苦情や不満があるときには 福祉オンブズマンにご相談ください

お気軽にご相談ください

  法律相談など
◆司法書士による日曜無料法律相談会
　相続、遺言、借地借家、債務整理などの相談に司法書
士がお応えします。
▶日時　11月14日㈰午前10時20分～午後1時、午後2時
～4時40分
▶会場　区役所本庁舎2階
▶定員　先着48名
▶申込方法　11月2・4・5・8日午前10時～午後3時に予約
受付専用電話（☎3298－1711）へ電話
▶問合先　広聴広報課広聴担当
　☎5744－1135　■FAX5744－1504　

  更生保護、いじめ、非行問題など
◆更生保護相談
▶日時　金曜、午前10時～午後3時　
▶会場　区役所本庁舎2階　
▶申込方法　お問い合わせください
◆おおたこども相談室
▶日時　月・水・金曜、午後1時～4時
▶会場　更生保護サポートセンター（北蒲広場内）
▶申込方法　お問い合わせください　
●相談専用電話（相談日のみ）　 ☎3739－1734

▶問合先　総務課総務担当
　☎5744－1142　■FAX5744－1505

  女性・DV・男性の相談
◆女性のためのたんぽぽ相談
▶対象　区内在住・在勤・在学の女性で、家庭・家族、人
間関係などでお悩みの方
▶日時　月・金曜、午前10時～午後1時
　　　 　火・木曜、午後1時～4時
　　　 　水曜、午後6時～9時
　　　 　土曜、午後1時～7時　
※相談受付は終了時間の30分前まで
▶申込方法　面接相談は相談専用電話へ事前予約
※保育（1歳以上の未就学児。面接希望日の7日前までに
要予約）有り
●相談専用電話　☎3766－6581
▶会場　エセナおおた
◆大田区DV相談ダイヤル
▶対象　配偶者からの身体的・精神的暴力などでお悩み
の方
▶日時　月～金曜（休日、年末年始を除く）
　　　　午前9時～午後5時
●相談専用電話　☎6423－0502
◆男性相談ダイヤル
▶対象　男性で、配偶者からの身体的・精神的暴力、家庭・
家族・人間関係などでお悩みの方
▶日時　第2・4金曜（祝日、年末年始を除く）
　　　　午後5時～8時
※相談受付は終了時間の30分前まで
●相談専用電話　☎6404－6020

▶問合先　人権・男女平等推進課男女平等推進担当
　☎5744－1610　■FAX5744－1556

  福祉相談
◆福祉法律相談
①弁護士による法律相談
　日常生活上の法律問題全般
▶日時　火曜（第5火曜を除く）、午前10時～正午
※1人40分
②公正証書であんしん生活相談
　公証人による委任契約、遺言などの相談
▶日時　第3木曜、午前10時～正午　※1人30分
③司法書士による成年後見制度専門相談
▶日時　第1・2・4木曜、午前10時～正午　※1人60分

◇①～③いずれも◇
▶会場　大田区社会福祉センター　
▶申込方法　問合先へ電話
◆精神障がい者家族のための電話相談
▶対象　精神に障がいのある方の家族など
▶日時　土曜、午後1時～4時
●相談専用電話　☎5700－0045

▶問合先　おおた成年後見センター
　☎3736－2022　■FAX3736－5590

予約について
詳細はコチラ

ワクチンの最新情報はコチラ

接種券は接種後も大切に保管をお願いします
　国内では、接種券に付いた予防接種済証（臨時）で、接種
の事実を証明することができます。

紛失注意

●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みんなで取り組もう
感染対策

大田区報　令和 3年 11月 1日号8 ※新型コロナウイルス感染症に関する記事は、10月4日時点の情報に基づいて作成しました。回復者数は、統計処理済みの人数を掲載しています

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。
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