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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。

3大田区報　令和 4 年 3 月 11 日号はがきやFAXなどの記入例　 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

地域福祉活動に取り組む
団体へ助成します

　区内でボランティア活動など地域福祉
に関する活動を行っている団体などに、
1年間の活動経費やイベント経費を助成
します。助成の内容や申込方法など詳細
は問合先HPをご覧ください。

（社福）大田区社会福祉協議会
　☎︎3736－5555　 3736－5590

23区合同説明会・技術職採用
フォーラムPR動画の配信

　1月11～20日に特別区職員採用試験・
選考の受験希望者向けに行ったライブ配
信の様子を動画で公開します（質疑応答
部分を除く）。視聴方法などの詳細は問
合先HPをご覧ください。
●配信内容
①各区・組合紹介＝23区・3組合の概要
や特色、魅力、求める人材などの説明
②技術職職員による仕事紹介＝現役技術
職職員が仕事の魅力などを紹介
●配信期間　
12月28日まで

特別区人事委員会事務局任用課
　☎︎5210－9787　 5210－9708

使用休止のお知らせ
◆産業プラザ大展示ホール

①4月1日㈮～6月30日㈭
※新型コロナワクチン接種会場のため
②7月1日㈮～令和5年3月31日㈮予定
※改修工事のため

(公財)大田区産業振興協会
　☎︎3733－6477　 3733－6459
◆ライフコミュニティ西馬込

8月1日㈪～10月31日㈪予定
※外壁工事のため。期間中は一部施設が
使用休止。各施設の休止期間は工事の進

しん

捗
ちょく

によって異なります
馬込特別出張所

　☎︎3774－3301　 3774－4997

ハーブ講習会
～ハーブの季節到来！

育てやすいハーブと石
せっ

鹸
けん

作り～
　ハーブの種類や使い方の説明、簡単に
できるハーブせっけんづくりを行います。

中学生以上の方
4月16日㈯午後1時30分～3時30分
大田文化の森
200円
抽選で60名
問合先へ往復はがき（記入

例参照）。電子申請も可。3月28日必着
環境対策課環境推進担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎︎5744－1365　 5744－1532

こども映画教室＠おおた2022
（3日制）

　日本映画の第一線で活躍する杉田協士
監督を特別講師に迎え、脚本作りから撮
影・編集・上映まで、子どもたち主体で
行う本格的な映画制作ワークショップで
す。できあがった作品は秋の上映会で上
映します。

5月3日㈷～5日㈷午前10時～午後4時
30分（5日は午後6時30分まで）

大田区民プラザ
9,000円
抽選で18名
問合先HPから申し込み。3月31日締

め切り
（公財）大田区文化振興協会

　☎︎3750－1611　 3750－1150

▲︎
詳細はコチラ

https://www.lib.city.ota.tokyo.jp/

Ⓒ大田区

図書館だより図書館だより

　引っ越しで住所や世帯の構成が変わったときは、必ず期間内に届け出をして
ください（下表参照）。また、区立小・中学校に在学中のお子さんがいる場合は
届け出の際に申し出てください。　※区役所本庁舎1階の戸籍住民窓口では、月・
木曜の午後7時まで届け書の預かりを行っています。なお、外国籍の方の届け
書はお預かりできませんので、午後5時までにお越しください

こんなとき 届出期間 必要なものなど 届出人

転入届 ほかの区市町村や国外から
大田区に住所を移した

引っ越した日
から14日以内

前住所地の区市町村
長発行の転出証明書。
国外からの場合はパ
スポート　※1

本人か世帯主。
届出人本人を
確認できるもの

（マイナンバー
カード、運転免
許証、パスポー
ト、 健 康 保 険
証など）を持参
※2

転出届 大田区からほかの区市町村や
国外へ住所を移す

引っ越す14日
程度前から 国民健康保険証、介

護保険証、乳幼児医
療証、後期高齢者医
療被保険者証などを
お持ちの場合は持参

転居届 大田区内で住所を移した　※1 引っ越した日
から14日以内

世帯
変更届

・世帯主が変わった（世帯主変更）
・世帯を別にした（世帯分離）
・世帯を一緒にした（世帯合併）

変更のあった日
から14日以内

★休館のお知らせ（特別整理のため）
　詳細は大田区立
図書館HPをご覧く
ださい。

図書館 休館期間 問合先
大森南 4月4日㈪～9日㈯ ☎︎3744－8411　 3744－8421
下丸子 4月11日㈪～16日㈯ ☎︎3759－2454　 3759－2604

※1 マイナンバーカードか住基カードをお持ちの方は持参。また、外国籍の方は在留カードか
　　特別永住者証明書も持参
※2 代理人による届け出も可。委任状と代理人本人を確認できるものを持参

●特別出張所をご利用ください（区内に18か所あります）
　3・4月は転入・転出届が多く、区役所本庁舎戸籍住民窓口の混雑が予想され
ます。届け出は、特別出張所でも取り扱っておりますのでご利用ください。
●転出届は郵送でも届け出ができます
　転出届のほかに、本人を確認できるものの写しと切手を貼った返信用封筒を同
封してください。転出証明書は現住所か転出先（国内）に郵送します。
▶問合先　戸籍住民課（〒144－8621大田区役所）
　住民担当　☎︎5744－1185　 5744－1701
　郵送担当（郵送での届け出）　☎︎5744－1676　 5744－1546

　楽しいミニ田んぼを一緒につくりませんか。おおたく環境探検隊と共同で
育
いくびょう

苗から稲刈りまでを体験します。
▶対象　令和4年4月1日時点で小学1年生以上のお子さんと保護者
※保護者1名につき、お子さん3名まで申し込み可

※そのほか月に2回程度、田んぼの水やりなど管理当番があります
▶会場　田園調布せせらぎ公園（田園調布せせらぎ館集合）
▶費用　1人1,000円
▶定員　抽選で50名
▶申込方法　問合先へ往復はがき（記入例参照。Eメールアドレスも明記）。電
子申請も可。3月25日必着
▶問合先　環境対策課環境推進担当（〒144－8621大田区役所）
　☎︎5744－1365　 5744－1532

内容 日程 時間
説明会・田起こし 4月10日㈰

午前10時～正午
種まき 4月17日㈰
田植え 5月22日㈰
かかしづくり 8月21日㈰
稲刈り 10月10日㈷

カラス被害にお困りの方はご相談ください
　私有地内の巣は、土地所有者が承諾した場合、無料
で撤去します。道路や公園、公共施設、電柱などの巣
については、管理者の連絡先をお知らせします。また、
巣立ち時期には、ひなが落下することがあります。近
づくと、親ガラスから威嚇や攻撃を受け、
危険です。
※カラスの巣を見つけても、被害のない時
は、特に撤去する必要はありません

▶問合先　環境対策課環境推進担当　☎︎5744－1365　 5744－1532

住所が変わったら住民異動の届け出を手続きはお早めに

月～金曜、午前8時30分～午後5時
（休日、年末年始を除く）窓口での受け付け楽しく体を動かしましょう

◇1 2ともに◇
▶対象　区内在住の165歳以上275歳以上で医師
などから運動制限を受けていない方
▶定員　抽選で各会場10名（六郷地域力推進セン
ターは20名）
▶申込方法　申込先へ往復はがき（記入例参照。体
操名、希望会場、生年月日も明記）。3月24日必着
▶問合先　高齢福祉課高齢者支援担当
　☎︎5744－1624　 5744－1522

シニア向け講座

1いきいきシニア体操（65歳以上）前期

2いきいきシニア体操（75歳以上）前期　※申し込みは1人1会場

会場 曜日 時間 初回開催日 申込先

六郷地域力推進センター 金 午前10時30分
～11時30分 4月22日 下丸子高齢者在宅サービスセンター

（〒146－0092下丸子4－25－1）

会場 曜日 時間 初回開催日 申込先
セントラルウェルネスクラブ大森店

（大森北1－8－2 icot大森5階） 月 午前10時30分～
11時30分 4月18日

高齢福祉課
高齢者支援担当

（〒144－8621
大田区役所）

東急スポーツオアシス雪谷店
（北嶺町43－18） 水

午前10時～11時
4月20日

コナミスポーツクラブ蒲田店
（蒲田5－47－7マルエツ蒲田店5階） 木 4月21日

ティップネス蒲田店
（蒲田5－28－8 she-Bopビル3階） 水 午後2時～3時 4月20日

六郷地域力推進センター 月

午前10時～11時

4月18日
下丸子高齢者
在宅サービス
センター

（〒146－0092
下丸子4－25－1）

こらぼ大森 火 4月12日
北蒲広場 水 4月27日
鵜の木特別出張所 木 4月28日
糀谷文化センター 水

午後2時～3時
4月27日

ライフコミュニティ西馬込 木 4月28日

▲︎
詳細はコチラ

参加・催し


