
子申請も可。12月2日必着
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1443　 5744－1518

全日本学生室内飛行ロボット
コンテスト

開会式・予選＝12月18日㈯、決勝戦・
表彰式＝19日㈰
※いずれも午前10時～午後5時

大田区総合体育館
当日会場へ
産業振興課工業振興担当

　☎5744－1376　 6424－8233

障がいのある方のための教室
①編物②俳句

区内在住の障がいのある方と家族
12月20日㈪午前10時～正午
さぽーとぴあ
先着各20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

パパといっしょに
クリスマスコンサート

　バイオリン、チェロ、ピアノの生演奏
を楽しみましょう。

区内在住・在勤・在学の男性保護者と
未就学児

12月25日㈯午後2時30分～3時30分
抽選で12組
問合先へFAX（記入例参

照）。電子申請も可。12月
21日締め切り

エセナおおた
　☎3766－4586　 5764－0604

ものづくり教育・学習フォーラム
　区内小・中学校などによるものづくり
体験の発表や作品展示、楽しいものづく
り体験コーナーなどを行います。詳細は
区HPをご覧ください。

1月15日㈯午前9時～午
後4時（展示・体験は午後3
時まで）

産業プラザ
11月29日～12月24日に

電子申請
教育総務部指導課

　☎5744－1435　 5744－1665

第2回記念館講座
「尾﨑士郎と馬込文士村の詩人たち」

1月22日㈯午後2時～3時30分
大田文化の森
抽選で50名
問合先へ往復はがきかFAX（記入例参

照。「第2回」と明記）。1月7日必着
※1通2名まで

龍子記念館
（〒143－0024中央4－2－1）
　☎ 3772－0680

看護職復職支援研修（3日制）
　区内での職場復帰を検討している方を
サポートするための研修です。

看護師か准看護師の免許をお持ちの方
1月31日㈪～2月2日㈬午前9時～午後

4時
東京労災病院

（大森南4－13－21　☎3742－7301）
先着5名
12月20日～1月20日に会場へ電話（月 

～金曜、午前9時～午後5時　※休日、年 
末年始を除く）

健康医療政策課地域医療政策担当
　☎5744－1264　 5744－1523

歳末たすけあい・地域ふれあい
募金

　12月1～31日に自治会・町会の協力
のもと実施します。募金は在宅で重度障
がいのある方への見舞金やボランティア
活動など、地域福祉の推進に活用します。

（社福）大田区社会福祉協議会
　☎3736－2023　 3736－2030

国民健康保険の資格喪失後の
医療費返還

　勤務先の健康保険に加入した方や区外
に転出した方は、必ず大田区の国民健康
保険をやめる届け出をして保険証を返却
してください。資格がない期間に大田区
の国民健康保険証で医療機関を受診した
場合、区が負担した医療費を返還してい
ただき、ご自分で加入先の健康保険など
に請求することになります。
　新しい保険証の交付前に受診するとき
は、手続き中の健康保険などに相談し、
医療機関の窓口にも手続き中であること
を伝えてください。

国保年金課国保給付係
　☎5744－1211　 5744－1516

葬祭費の支給
国民健康保険（社会保険から国民健康

保険に切り替わった場合は3か月以上加
入）か後期高齢者医療制度に加入中に亡
くなった方の、葬祭費を支払った方
●支給額　70,000円
●申請期間　葬儀の翌日から2年以内

問合先へ申請書（亡くなった方の遺族
などへ送付）と必要書類を郵送か持参

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

（仮称）新大田区生涯学習
推進計画策定会議

12月2日㈭午前10時～正午
池上図書館
先着5名
問合先へ電話。11月30日締め切り
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1443　 5744－1518

大田区報編集業務委託事業者
　詳細は区HPをご覧くださ
い。
●応募期限　12月9日必着

広聴広報課広報担当
　☎ 5744－1132
　 5744－1503

「みんなでいっしょに自然の電気」
キャンペーン

　太陽光や風力などで作られる自然の電

気をお得に利用できる、都のキャンペー
ンです。参加者が多いほど、電気代がお
得になります。

住宅、商店、小規模オフィスなど（従
量電灯B、C)
「みんなでいっしょに自

然の電気」キャンペーン事
務局
　☎0120－267－100

（携帯電話からは☎0570－058－100）

大田区空家等の適切な
管理の推進に関する条例（案）

へのご意見
●閲覧・意見募集期間
12月3～16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、Eメール、持参

建築調整課空家対策担当
　☎5744－1301　 5744－1558

大田区手話通訳者
登録選考試験

●試験日　1月16日㈰
●選考方法
一次試験＝読み取り問題・筆記問題
二次試験＝表現問題・面接

区内で通訳活動のできる次のいずれか
に該当する20歳以上の方
①区主催の手話講習会上級課程を修了
②上記①と同等の講習会を修了したか、
修了と同等の技術があると認められる

問合先へ申込書（区HPから出力か問合
先へ請求）を郵送。12月21日必着

さぽーとぴあ
　☎5728－9134　 5728－9136

大田文化の森運営協議会
運営委員

　詳細は問合先HPをご覧ください。
●申込期限
12月21日必着

大田文化の森運営協議会
　☎3772－0770
　 3772－0704

社会教育指導員
（会計年度任用職員）

　詳細は区HPをご覧ください。
●申込期限
12月24日必着

地域力推進課区民協働・
生涯学習担当
　☎ 5744－1443
　 5744－1518

「大田区くらしのガイド」
令和3年版を発行しました

　区民の生活に関わる区の事務や、区施
設、各種相談窓口などを掲載しています。
●配布場所　戸籍住民窓口、区政情報
コーナー、特別出張所

広聴広報課広報担当
　☎5744－1132　 5744－1503

就学通知書を送付します
　4月に区立小・中学校に入学するお子
さんの就学通知書を12月1日に発送しま
す。次のいずれかに該当する方は手続き
が必要です。詳細は就学通知書か区HP
をご確認ください。
①就学通知書で指定された学校以外の大
田区立小・中学校へ入学を希望
②国立・都立・私立の小・中学校へ入学
することが決まった
③大田区外の区市町村立小・中学校へ入
学を希望
④大田区立以外の小学校を卒業して、大
田区立中学校へ入学を希望
※②～④は学級編制に影響するため、早
めの手続きをお願いします
※新1年生保護者説明会については各学
校へ直接お問い合わせください

学務課学事係
　☎5744－1429　 5744－1536

郷土博物館の休館
12月27日㈪～1月7日㈮　※展示替えのため

　☎3777－1070　 3777－1283

特殊詐欺被害防止のための
DVD上映

　日時など詳細は区HPをご覧いただく
か、お問い合わせください。

老人いこいの家（ゆうゆうクラブ）、シ
ニアステーション、区民センター（ゆう
ゆうクラブ併設）

当日会場へ
消費者生活センター

　☎3736－7711
　 3737－2936

麦わらの
クリスマス・オーナメントづくり

中学生以上
12月5日㈰①午前9時30分～午後0時

30分②午後1時30分～4時30分
500円
先着各10名
問合先へ電話

郷土博物館
　☎3777－1070
　 3777－1283

ものづくり体験入校
12月11日㈯午前10時～正午
金属加工先着10名、板金溶接・広告

美術先着各5名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。

12月8日締め切り
都立城南職業能力開発センター大

田校
　☎3744－1013　 3745－6950

区民講師講座
「私の身

か ら だ

体を整えよう
〜セルフメンテナンスについて考える〜」
　大田区生涯学習ボランティア制度に登
録している区民の方が講師の講座です。
①人生を輝かせるために、閉経前から食
生活を見直す
②身体と対話しながら、姿勢と呼吸を整
える

区内在住・在勤・在学で
16歳以上の方

12月14日㈫
①午前10時～11時
②午後1時30分～2時30分

区役所本庁舎2階
抽選で各30名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
電子申請
はコチラ

▲
参加はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

参加・催し

募　集

傍　聴

お知らせ

国保・後期高齢者医療

求　人

福　祉
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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


