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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。
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生涯学習のススメ
生き方・くらし方をデザインする

　これから何かを学び始めたい方に、お
おた区民大学などについて説明します。
生涯学習に関する相談もお受けします。

区内在住・在勤・在学の方
5月13日㈮午前10時～正午
区役所本庁舎2階
抽選で30名
問合先へ往復はがき（記入

例参照）。電子申請も可。4
月25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

地域連携企画
「風薫る　美術館コンサート」

　龍子記念館の展示室の作品を前に、ク
ラシック音楽の生演奏をお楽しみください。
●出演　トリトン弦楽四重奏団

5月13日㈮午後6時30分～7時30分
抽選で50名
問合先へ往復はがきかFAX（記入例参

照）。1通2名まで。4月28日必着
龍子記念館

（〒143－0024中央4－2－1）
　☎︎ 3772－0680

自然観察会
「アオスジアゲハを探しにいこう！」

5月14日㈯午前10時～正午
大森 海苔のふるさと館、平和の森公

園ほか
抽選で20名

※小学生以下は保護者同伴
問合先へ往復はがき（記入

例参照）。電子申請も可。5
月2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

子ども科学教室
1砂時計を作ろう

5月14日㈯午前10時～正午

2バラの不思議－アロマ（心地よい香
り）を体験しよう－

5月21日㈯午前10時～正午
◇1 2ともに◇

小学5年～中学2年生
池上会館
抽選で20名
問合先へ往復はがき（記入例参照。学

校名、保護者氏名も明記）。14月18日
24月22日必着

科学教育センター
（〒146－0082池上1－33－8）
　☎︎3753－3510　 3753－3511

馬込文士の足跡をたずねて散策会
「尾﨑士郎と宇野千代

～馬込転入から100年～」
5月15日㈰①午前10時～正午②午後2

時～4時
尾﨑士郎記念館（集合）
抽選で各10名
問合先へ往復はがきかFAX（記入例参

照。希望時間も明記）。1通1名。4月28
日必着

龍子記念館
（〒143－0024中央4－2－1）
　☎︎ 3772－0680

女性のためのぷち起業入門セミナー
～効果的な情報発信・

SNSを中心に～
区内在住・在勤・在学でオンライン

(Z
ズ ー ム

oom)で参加できる女性
5月17日㈫午前10時～正午
先着30名
電子申請。5月15日締め切り
エセナおおた

　☎︎3766－4586　 5764－0604

ジャイアンツアカデミー
親子野球教室

　読売ジャイアンツのOB選手と一緒に、
野球を楽しみませんか。

①5・6歳のお子さんと
保護者②小学1・2年のお
子さんと保護者

5月21日㈯①午前10時
～正午②午後2時～4時

1,000円
先着各50組100名
問合先へ電話。4月11日午前9時から

受け付け
大田スタジアム

　☎︎3799－5820　 3799－5782

▲︎
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
本の世界を冒険しよう！「こどもの読書週間」

図書館ガイドをご利用ください

　4月23日は「子ども読書の日」、4月23日～5月1日は「こどもの読書週間」です。
感染症対策で外出できない時でも、本の中には広い世界が広がっています。お子
さんの読書週間にぴったりのブックリストを大田区立図書館HPに掲載しています。

　区立図書館では「図書館ガイド」（日・英・
中・ハングル版）と、お子さん向けの「そう
だ　としょかんにいってみよう！」を発行し
ました。各図書館などの地図や設備、サー
ビスなどをまとめています。
▶配布場所　
図書館、大田文化の森情報館、田園調布せせらぎ館図書サービスコーナーほか
▶問合先　大田図書館　☎︎3758－3051　 3758－3625

令和3年の所得額を基に、医療分、後期高齢者支援金分、介護分を算定します。

●国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料率などが決まりました令和
4年度

●39歳以下の方は、介護分の負担はありません。また、65歳以上の方の介護分は
　介護保険料として別に収めます
●保険料の納入通知書を6月に世帯主に郵送します
●特別徴収（公的年金からの天引き）の保険料は10月から新年度分に切り替わります
▶問合先　国保年金課国保資格係　☎5744－1210　■FAX5744－1516

医療分
（最高限度額65万円）

後期高齢者支援金分
（最高限度額20万円）

介護分
（最高限度額17万円）

加入者全員の基礎となる
所得額（※）の合計×7.16％

所得割額

加入者数×42,100円

均等割額

加入者全員の基礎となる
所得額（※）の合計×2.28％

所得割額

加入者数×13,200円

均等割額

加入者全員の基礎となる
所得額（※）の合計×2.29％

所得割額
40～ 64歳の加入者数

×16,600円

以下の合計額が1年間（4月～翌年3月）の国民健康保険料となります

※基礎となる所得額＝個人の令和3年の合計所得額－43万円

均等割額

▲︎
詳細はコチラ

休館のお知らせ（特別整理のため）

図書館 休館期間 問合先
大田文化の森 5月16日㈪～21日㈯ ☎︎3772－0740　 3772－0741

入新井 5月23日㈪～28日㈯ ☎︎3763－3633　 3763－3781

対象 日程 時間 会場・問合先

初めてのお子さ
んが生後8か月～
1歳6か月の母親

6月10日～7月15
日の金曜（6日制）

午前
10時～
正午

蓮沼児童館
☎︎ 3738－9449

6月14～28日の火
曜（3日制）

大森東一丁目児童館
☎︎ 3763－3288

初めてのお子さ
んが1歳5か月～
2歳4か月の母親

6月30日～7月14
日の木曜（3日制）

東糀谷児童館
☎︎ 3745－5155

子育ての不安を
解消しませんか？ 親支援プログラム

　月に1回、再使用できる衣料品
や皮革衣料品、タオルなどを回収
しています。回収した古着は主に
アジアの国々に輸出され、リユー
ス・リサイクルされます。回収
日程と会場は決まり次第、区HP、
ごみ分別アプリでお知らせします
のでご確認ください。

●洗ったもの（クリーニング不要）
●タンスや衣料収納ケースなどにしまえる
　状態のもの

 出せるもの

●事業者からの拠出品
●靴やかばん、着物
●布団や毛布、カーペット
●汚れたもの

 出せないもの

　透明、半透明の袋に入れて会場へお持ち
ください。

 出し方
▶問合先　
清掃事業課清掃リサイクル担当
　☎︎5744－1628
　 5744－1550

古着の回収を行っています古着の回収を行っています

入 新 井 　☎︎3763－3633　 3763－3781
★小学生図書館クラブ「森っ子」映画会

　名作児童文学が原作のアニメ作品「ナンとジョー先生－若草物語－完結版」を上
映します。
▶対象　小学生と保護者　
▶日時　5月7日㈯午後2時～4時
▶定員　先着50名　
▶申込方法　電話か来館

蒲 田 　☎︎3738－2459　 3736－9782

　針と糸や接着剤を使わず、布を両面テープで芯
地に貼り、簡単に作れてさまざまな用途に使える
マスクケースを作ります。
▶対象　18歳以上の方
▶日時　5月14日㈯①午前10時～11時30分
②午後2時～3時30分
▶費用　500円　
▶定員　先着各10名　
▶申込方法　電話か来館。4月15日から受け付け

▶対象　18歳以上の方
▶日時　
5月29日㈰午後2時～3時
▶定員　先着20名　
▶申込方法　
電話か来館。5月1日から
受け付け

★袱
ふ く

紗
さ

として使えるマスクケース作り講座 ★3名の認知症当事者
による鼎

て い

談
だ ん

式のトーク
ショー

各図書館の催し

▶定員　先着各10名　
※保育有り
▶申込方法
問合先へ電話。
4月11日午前
9時から受け
付け ▲︎

詳細はコチラ

　子育ての悩みや関心の
あることをグループで話
し合いながら、自分なり
の子育てを見つけてみま
せんか。

不要になった
衣類は

ありませんか？

▲︎
詳細はコチラ




