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口座振替をご利用ください
　特別区民税・都民税（普通徴収）、国民
健康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が便利です。
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
※問合先へキャッシュカードを持参して
申し込むこともできます。利用できる金
融機関は区HPをご覧ください
特別区民税・都民税（普通徴収）

＝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

個人事業者の方へ
◆決算説明会
　昨年同様に「国税庁動画チャンネル
(YouTube)」で行います。国税庁HPから
ご覧いただけますので、ご活用ください。
◆青色申告特別控除
　65万円の青色申告特別控除を受けるた
めには、自宅などのパソコンからe

イータックス

-Tax
で確定申告書・青色申告決算
書などのデータを提出する必
要があります。詳細は国税庁
HPをご覧ください。
大森税務署　☎ 3755－2111

　雪谷税務署　☎ 3726－4521
　蒲田税務署　☎ 3732－5151

11月17日は世界COPDデー
　COPD（慢性閉

へい

塞
そく

性肺疾患）の主な原因
は喫煙です。長年喫煙をすることで肺が
壊れていき、重症化すると酸素吸入が必
要になるなど生活に大きく影響します。
40歳以上でたばこを吸っている（吸って
いた）方で、3か月以上息切れ・せき・た
んが続く場合は、呼吸器科を受診してみ
ましょう。
◆禁煙を考えている方へ
　区内で禁煙外来治療を受けられる医療
機関は区HPをご覧ください。
健康づくり課健康づくり担当

　☎ 5744－1683　 5744－1523

特別区立幼稚園の
臨時的任用教員採用候補者

　詳細は問合
先HPをご覧く
ださい。
●勤務地　
東京23区の区
立幼稚園(大田・足立区を除く)
幼稚園教諭普通免許状を有する方
11月18日～12月7日（消印

有効）に問合先へ申込書（問合
先などで配布）を郵送
特別区人事・厚生事務組合

教育委員会事務局人事企画課
　☎ 5210－9857

東急池上線沿線エリア
パートタイム就職面接会

　東急池上線沿線の企業6社とその場で
面接ができます（履歴書持参）。職種は事
務、軽作業が中心です。
11月17日㈬午後1時30分～4時
池上会館
問合先へ電話。11月16日締め切り
ハローワーク大森

　☎ 5493－8711　 3768－9872

大田区都市計画マスタープラン
素案へのご意見

●募集期間
11月17日～12月8日
※区民説明会も開催します。
詳細は区HPをご覧ください
都市計画課計画調整担当

　☎ 5744－1333　 5744－1530

おおた国際交流センターの愛称
　令和4年4月に開設予定のおおた国際
交流センターの愛称を募集します。最優
秀作品に選ばれた方には、図書カードや
はねぴょんグッズを贈呈（優秀作品の特
典も有り）します。詳細は区HPをご覧く
ださい。
区内在住・在勤・在学の方
問合先へ応募用紙(特別

出張所などで配布)を郵送か
FAXかEメールか持参。11月
30日消印有効
国際都市・多文化共生推進課国際都市・

多文化共生担当
（〒144－8621大田区役所）
　☎ 5744－1227　 5744－1323

boshu-kokusai@city.ota.tokyo.jp

「ほほえみ訪問」サポーター
　玄関先でのあいさつや会話を通し、安
否確認と情報提供を行う見守り訪問活動
です。訪問先はあらかじめ登録された
利用者（65歳以上か心身に障がいのある
方）の自宅です。活動は月2回、5～10分
程度です。
区内在住で18歳以上の方
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎ 5703－8230　 3736－5590

11月は児童虐待防止推進月間
◆189（いちはやく）「だれか」じゃなくて
「あなた」から
●児童相談所虐待対応ダイヤル　☎ 189
子ども家庭支援センター相談調整担当

　☎ 6410－8551　 3763－0199

「中防不燃・粗大ごみ処理施設
整備事業」に係る環境影響評価書

の縦覧
　詳細は区HPをご覧ください。
●縦覧期間　11月25日まで
●縦覧場所　環境計画課
東京都環境局環境政策課

　☎ 5388－3406　 5388－1377

見て、学んで、踊って、
レッツ・トライ

「交通安全フィットネス動画」
　池上警察署が作成した横断
歩道を安全に渡る動作を取り
入れたフィットネス動画です。
都市基盤管理課交通安全・

自転車総合計画担当
　☎ 5744－1315　 5744－1527

創刊！「あそびつくせ！大田区」
　区民の方の口コミ情報やまちのホット
な話題など「大田区をもっと楽しみたい」
方へ向けた季刊誌。今回の特集は久が原
エリアです。
●配布場所　
特別出張所、問合先など
（一社）大田観光協会
　☎ 3734－0202　 3734－0203

石川町文化センター第一集会室、
レクリエーションホールの使用休止
12月6日㈪～1月31日㈪

※空調設備改修工事のため
　☎ 3728－1197　 3728－1205

大田スタジアムの施設利用の停止
1月11日㈫～28日㈮

※設備点検などのため
　☎ 3799－5820　 3799－5782

おおむすび縁市場
　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。
11月11・22・24・25・29・30日

午前11時～午後2時
区役所本庁舎1階
志茂田福祉センター

　☎ 3734－0763　 3734－0797

展示「ストップDV
～女性に対するあらゆる暴力の

根絶のために～」
①11月30日㈫まで＝田園調布せせ

らぎ館②11月12日㈮～25日㈭＝大森駅
歩道橋（大森駅北口改札付近）
③11月12日㈮～12月28日㈫
＝問合先
エセナおおた

　☎ 3766－4586　 5764－0604

企画展
「海

の

苔
り

漁師の仕事着　前掛け編」
　海苔づくりの作
業着として欠かせ
なかった前掛けに
着目し、その役割
を見つめ直します。
11月16日㈫～4

月17日㈰ 午前9時
～午後5時

大森 海苔のふ
るさと館
　☎ 5471－0333

5471－0347

意見交換会の成果お披露目！
～羽田空港跡地の公園をみなさん
で考えてもらいました！～

（オンライン）
　羽田空港跡地に新しく整備する公園に
ついての意見交換会で、参加者の皆さん
が話し合った成果をご覧いただけます。
11月21日㈰午前10時～11時30分
先着30名
電子申請
空港まちづくり課空港まち

づくり担当
　☎ 5744－1650　 5744－1528

尿もれ予防体操と筋力アップ教室
　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。
次の全てに該当する区内在住の方

 ・要介護認定を受けていない
 ・医師などから運動を制限されていない
①11月25日㈭午前10時～11時30分

②12月8日㈬午後2時～3時30分
大森地域庁舎
先着各20名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
大森地域福祉課高齢者地域支援担当

　☎ 5764－0658　 5764－0659

ミュージアム・トーク
「写真が語る大田の人と街」

　写真展「せ
んべい屋店
主、大田を撮
る！」の成果
として、学芸
員が写真家の
横山宗一郎が
撮影した写真
を中心に、区内のまち並みや暮らしぶり
の移り変わりを解説します。
11月27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

介護に関する入門的研修
（オンライン）

　介護に関する基礎的な知識と基本技術
が学べます。介護の仕事に興味のある方
はぜひご参加ください。
12月2日㈭午後1時～4時30分
先着30名
区HPから申し込み。11月

26日締め切り
介護保険課介護保険担当

　☎ 5744－1655　 5744－1551

山王草堂・尾﨑士郎記念館
2館ギャラリートーク

12月4日、1月8日、2月5日、3月5日㈯
①午前11時～正午②午後1時～2時
山王草堂記念館（集合）、尾﨑士郎記念

館（解散）
先着各10名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
龍子記念館

　☎ 3772－0680

おおた区民大学　区民企画講座
「子育て仲間とシェアするホンネ」

（3日制）
区内在住で子育て中の方
12月4・11・18日㈯午前9時45分～

11時45分
入新井集会室
抽選で15名
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税・国保

募　集

羽田レンガ堤の道と多摩川沿
いの海苔乾し場（昭和32年1月
17日、横山宗一郎撮影）

前掛けを着けた
海苔漁師
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