
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
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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。


