
※いずれも午後2時～4時
抽選で各30名
問合先へ往復はがき（記入例参照。1

通1講演・2名まで）。1月17日消印有効
郷土博物館

（〒143－0025南馬込5－11－13）
　☎3777－1070　 3777－1283

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
1月10日㈷・23日㈰、2月6日㈰・23

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

田園調布グリーンフェスタ
　田園調布地区の歴史や渋沢栄一に関す
るパネル展示、セミナーのほか、スタン
プラリーやクイズラリーを行います。

1月16日㈰～30日㈰（16日は午前10
時から）

田園調布せせらぎ館
田園調布特別出張所

　☎3721－4261　 3721－1386

こども発達支援講演会
「多様な子どもの理解と育て方」
　お子さんへの理解や、子育てに悩む家
族・親子のストレスを減らすためのコツ
やヒントについて、講師がオンライン

（Webex）で話します。
●講師　臨床心理士　高山恵子

区内在住で小学生以下のお子さんの保
護者か関係者

1月17日㈪午前10時30分～正午
先着100名
問合先へEメール（記入例参照。Eメー

ルアドレスも明記）。1月7日締め切り
こども発達センターわかばの家

　☎3757－7761　 3757－7763
wakaba-chiiki@kisenfukushi.com

出前講座「親子で遊ぼう！」
1歳～3歳未満のお子さんと保護者
①1月18日㈫②2月18日㈮

※いずれも午前10時～11時30分
①六郷地域力推進センター

②大森スポーツセンター
先着各15組
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。②

1月18日から受け付け
子ども家庭支援センター地域子育て推

進係
　☎5753－1153　 3763－0199

家庭教育学習会「思春期入口の
子どもと向き合うために」

9歳以上のお子さんの保護者
1月24日㈪午前10時～正午
入新井集会室
抽選で30名
問合先へ往復はがき（記入例参照。9

歳以上のお子さんの年齢、保育希望はお
子さんの氏名・年齢も明記）。区HPから
も申し込み可。1月7日必着

教育総務課教育地域力推進担当
（〒144－8623大田区教育委員会事務局）
　☎5744－1447　 5744－1535

おおもり園の優先度評価
　軽費老人ホームB型施設。身体状況や
住宅状況などを考慮し、年2回（1・7月）
の優先度評価を行います。評価の有効期
間は、申し込みから6か月です。詳細は
お問い合わせいただくか区HPをご覧く
ださい。

次の全てに該当する方
①区内在住の60歳以上で収入が基準内
である
②家庭環境、住宅などの理由により居宅
において生活することが困難
③独立して日常生活を営むことができ自
炊が可能
④保証人を立てることができる

1月4～21日に問合先へ申込書（地域
包括支援センター、地域福祉課、問合先
で配布）を郵送か持参

介護保険課介護保険担当
（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1258　 5744－1551

子育て世帯への臨時特別給付金
　18歳以下のお子さんを子
育てする世帯の生活を支援
するために一時金を支給し
ます。詳細は、随時区HPで
お知らせします。

子育て支援課こども医療係
　☎5744－1275　 5744－1525

空家等対策審議会
1月21日㈮午後2時～4時
区役所本庁舎11階
先着10名
当日会場へ
建築調整課空家対策担当

　☎5744－1301　 5744－1558

おおた健康プラン推進会議
1月28日㈮午後1時30分～3時
区役所本庁舎2階
先着3名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。 

1月27日締め切り
健康医療政策課健康政策担当

　☎5744－1682　 5744－1523

障がい者グループホームの
整備事業者

　区有地を活用して、重度
の知的障がい者を対象とす
るグループホームを整備・
運営する事業者を募集しま
す。詳細は区HPをご覧くだ
さい。

障害福祉課障害者支援担当
　☎5744－1639　 5744－1592

「こどもSOSの家」協力員
　子どもたちが、不審者に遭遇したとき
など、身の危険を感じたときに助けを求
める場所として設置しています。

自治会・町会、青少対、PTAなどに
加入されている方や区内事
業者

問合先へ申請書（問合先
へ電話で請求）を郵送。問合
先へ来所も可

地域力推進課青少年担当
　☎5744－1223　 5744－1518

公共職業訓練4月入校生
　ものづくりエンジニア科、3DCAD・
CAM科、広告美術科、板金溶接科、デ
ジタルクラフト科、調理科、施設警備科

1月6日～2月4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

「 わたし”の作品展」の展示作品
　手芸、絵画など趣味や経験を生かして
作った作品を募集します。

先着20名（1人1点）
2月1～20日に問合先へ電話か来館

●展示期間　3月1～15日
ゆいっつ

　☎6424－5101　 6424－5120

福祉関係会議の公募委員
　申込方法など詳細は、お問い合わせい
ただくか、区HPをご覧ください。
①地域福祉計画推進会議
②高齢者福祉計画・介護保険事業計画推
進会議
③障がい者施策推進会議（障がい者差別
解消支援地域協議会委員を兼務）

④地域包括支援センター運営協議会
区内在住の方
選考で①③④各2名②3名

●申込期限　1月11日
①福祉管理課調整担当

　☎5744－1721　 5744－1520
②高齢福祉課高齢者支援担当
　☎5744－1257　 5744－1522
③障害福祉課障害者支援担当
　☎5744－1700　 5744－1592
④高齢福祉課高齢者支援担当
　☎5744－1250　 5744－1522

おしごとナビ大田区
　区内で働きたい方へ向けた求人サイト
です。企業の一般求人情報をはじめ、パー
ト・アルバイトの情報も掲載しています。

（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6109　 3733－6459

世論調査の結果がまとまりました
　7月14日～8月2日に行った「大田区政
に関する世論調査」の結果は、今後の区
政運営のための基礎資料として活用しま
す。
●閲覧場所　区HP、区政情報コーナー、
図書館、大田文化の森情報館

広聴広報課広聴担当
　☎5744－1135　 5744－1504

自動通話録音機で
特殊詐欺撲滅！

　還付金詐欺やオ
レオレ詐欺といっ
た特殊詐欺被害に
遭 わ な い た め に
は、自動通話録音
機の設置が効果的
です。

区内在住で65歳以上の方
問合先か区内警察署（東京空港警察署

を除く）へ本人確認書類を持参
防災危機管理課防災危機管理担当

　☎5744－1634　 5744－1519

こらぼ大森の休館
1月30日㈰終日

※特別清掃のため
　☎5753－6616　 5753－6560

12月1日号2面掲載記事の
訂正について

　「都税事務所からのお知らせ」の「固定
資産税・都市計画税（第3期分）の納期限」
について、正しくは「12月27日」です。
おわびして訂正いたします。

大田都税事務所　☎3733－2411

企画展「田園調布の遺跡発見！」
　郷土博物館初代
館長、西岡秀雄の
足 跡 を た ど り ま
す。期間中は講演
会も開催します。

1月8日㈯～3月
6日㈰
◆講演会
①加藤緑（元郷土
博物館学芸員）によ 
る「西岡秀雄初代館長と田園調布の遺跡」
②安藤広道（慶應義塾大学教授）による 

「西岡秀雄先生の学問に学ぶ」
①1月30日㈰②2月12日㈯

”

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

発掘調査をする西岡秀雄

海苔つけ
体験の様子

参加・催し

募　集

傍　聴

お知らせ

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

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　1月13・27日、2月10・24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　1月16日（住民税のみ）、2月20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）


