
区民ギャラリーをご活用ください
　地域の皆さんの絵画や写真、書などの
作品を特別出張所と地域庁舎で募集・展
示しています。

区内在住・在勤・在学の方
展示を希望する月の前月10日から各

施設で受け付け。詳細は各施設へお問い
合わせください

文化振興課文化振興担当
　☎5744－1226　 5744－1539

Art�Exhibition�
徹虚�TEKKYO�加藤智大

　区内のスタジオに入居していた加藤智
大の作品を、地域ゆかりのアーティスト
として紹介。「岡本太郎現代芸術賞」を受
賞した代表作≪鉄茶室 徹亭≫を展示し
ます。

2月26日㈯～3月12日㈯午前11時～
午後4時30分　※月・火曜を除く

H
ハ ン チ

UNCH（西蒲田7－61－13）
先着各日56名
問合先HPから申し込み

※空きがあれば当日会場も可（事前申し
込み優先）

（公財）大田区文化振興協会
　☎3750－1611　 3750－1150

消費者講座「タブレット体験会
〜初めてのタブレット〜」

区内在住・在勤・在学で、タブレット
に触れたことがない方

3月16日㈬①午前10時～正午②午後2
時～4時

先着各20名
問合先へ電話　※土・日曜、休日を除く

消費者生活センター
　☎3736－7711　 3737－2936

ポールウォーク教室（前期）
（6日制）

　ポールを使うことで姿勢や歩幅の改善
を図り、筋力アップを目指します。
※マスク着用。タオル・飲み物を持参

区内在住の65歳以上で医師などから
運動制限を受けていない方

4月7日、5月12日、6月2日、7月7日、
8月4日、9月1日㈭午後2時～3時30分

六郷地域力推進センター
抽選で20名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。3

月3日必着
高齢福祉課高齢者支援担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1624　 5744－1522

技術指導講習会
「NCプログラミング初級講座」

（3日制）
　工作機械のNCプログラミング（Gコー
ド）の基礎、パソコンによるプログラミ
ング、マシンによる実習を行います。

区内在住・在勤で金属加工業、機械工
業に従事し、NCプログラミングの基礎
技能の習得を必要とする方

5月14・21・28日㈯午前9時15分～
午後4時30分

都立城南職業能力開発センター大田校
4,000円
抽選で10名
問合先へ申込書(問合先

へ連絡して請求)をFAX。問
合先HPからも申し込み可。
4月5日締め切り

（一社）大田工業連合会
　☎3737－0797　 3737－0799

国民健康保険に加入している方へ
1海外療養費の給付
　海外渡航中の療養費は、支払い後、申
請により国保で認められた分を後日、受
給することができます（治療目的の渡航
は除く）。審査のため支給まで3か月以上
かかります。

問合先へ診療内容明細書・領収明細書
(いずれも原本と日本語訳)、領収書、健
康保険証、印鑑(スタンプ印不可)、世帯
主の口座番号が分かるもの、パスポート
(航空券、出・入国が分かるものも可)を
持参
2柔道整復治療（整骨院・接骨院）
　国保は①打撲・捻挫②骨折・脱臼（医
師の同意が必要）などの治療をした場合
に適用となります。受診後、療養費支給
申請書の内容を確認し、ご署名ください。
領収書を保管し、後日区から届く医療費
通知で金額などをご確認ください。
　ただし、肩凝りなど慢性的なもの、同
じ原因・部位をほかの病院などで治療中
の場合や、労災保険が適用となる負傷の
場合は全額自己負担となります。

◇1 2ともに◇
国保年金課国保給付係

　☎5744－1211　 5744－1516

都市計画審議会
3月24日㈭午後2時から
区役所本庁舎11階
先着20名程度
当日会場へ
都市計画課都市計画担当

　☎5744－1739　 5744－1530

特別相談
1多重債務110番

区内在住・在勤・在学の方
3月7日㈪・8日㈫午前9時～午後4時

30分
※8日午後は弁護士相談有り（予約制）
2若者のトラブル110番
　通信販売やマルチ商法などの契約トラ
ブルでお困りの方はご相談ください。

区内在住・在勤・在学で契約当事者が
29歳以下の方

3月14日㈪・15日㈫午前9時～午後4

時30分
◇1 2ともに◇

消費者相談専用電話（☎3736－0123）
へ電話

消費者生活センター
　☎3736－7711　 3737－2936

高齢者の就職支援
1予約制・再就職支援セミナー

2月25日㈮
①午前10時～正午(応募書類の書き方)
②午後1時30分～3時30分(面接対策)

消費者生活センター
2予約制・合同就職面接会
　高齢者の採用を積極的に行う企業（6社
程度）とその場で面接ができます。　※面接
を受ける企業分の写真付き履歴書を持参

3月8日㈫午後1時30分～4時
大田区民プラザ

◇1 2ともに◇
おおむね55歳以上の方
先着1各15名2 60名
問合先へ電話か来所。1 2月24日2 3

月7日締め切り
（社福）大田区社会福祉協議会

　☎5713－3600　 5713－3602

特別区（東京23区）職員
　詳細は特別区人事委員会HPの採用試
験・選考案内をご覧ください。
●第一次試験日
①Ⅰ類（一般方式・新方式）
＝5月1日㈰
②経験者・就職氷河期世代
＝9月4日㈰
③Ⅲ類・障害者
＝9月11日㈰
●試験・選考案内発表
①3月18日②③6月23日

人事課人事担当
　☎5744－1152　 5744－1507

大田区国土強
きょう

靭
じ ん

化地域計画（素案）
へのご意見

●閲覧・意見募集期間　3月7日まで
●閲覧場所
区HP、問合先、区政情報コーナー
●意見書の提出方法　
問合先へ郵送、FAX、持参。電子申請も可

企画課政策・企画担当
　☎5744－1735　 5744－1502

区営住宅（事故住宅）の
入居者

　応募資格など詳細は、募集案内（受付
期間中に相談窓口で配布）をご覧いただ
くか、相談窓口にお問い合わせください。
●募集住宅　
4戸（家族向け、単身者向け）
●申込書配布・受付期間　
3月14～16日
●相談窓口・受付場所
大田区住宅管理センター

（蒲田5－36－3　☎3730－7325）
建築調整課住宅担当

　☎5744－1344　 5744－1558

小学校理科支援員
　小学3～6年生の理科授業で、観察・
実験の補助などを行います。

小学生に理科への興味を持たせること
に意欲がある方
●勤務時間　1日1～4時間程度
●謝礼　1時間1,050円
●採用日　4月1日以降
※登録後、学校の要望により調整
●勤務場所　区立小学校

問合先へ電話
教育総務部指導課

　☎5744－1435　 5744－1665

空き家・空き室を
貸してみませんか

　空き家・空き室を公益目的（地域交流、
福祉、子育て支援、国際交流、防災など）
で利用したい方が物件を探しています。
区では、所有者と利用希望者の架け橋と
なり、マッチングサポートをしています。
荷物が残っている、リフォームをしてい
ない物件も登録できます。詳細はお問い
合わせください。

空き家所有者・管理者
問合先へ来所
空家総合相談窓口

（建築調整課住宅担当内）
　☎5744－1348　 5744－1558

歳末たすけあい運動にご協力を
ありがとうございました

　区内の募金額は37,754,764円でした。 
この募金は、障がい者への見舞金、地域
福祉活動などに活用します。

（社福）大田区社会福祉協議会
　☎3736－2023　 3736－2030

防災街区整備方針(案)の縦覧
　詳細は区HPをご覧ください。
●縦覧期間　3月3日まで
●縦覧場所　
問合先、都市計画課

東京都都市整備局都市計
画課
　☎5388－3336

3月1〜7日は
建築物防災週間です

　災害時の被害を防ぐため、建築物の適
正な維持管理と点検を行い、未然に事故
を防ぎましょう。
●旧耐震基準の木造建築物の住宅などの
耐震化を行い、災害に備える
●建築物に付随するブロック塀などの安
全対策を行う
●避難設備などの点検を行い、災害時に
使用できるか確認する

建築審査課管理調査担当
　☎5744－1615　 5744－1557
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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　3月10・24日、4月14・28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　3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（令和3年度分のみ）　☎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）




