※費用が記入されていない催しなどは原則無料です
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情報箱
大田区奨学生
（在学生対象）
の募集
必要書類の準備に時間がかかることが
あるため、早めの手続きをお願いします。
●貸付月額 国公立＝35,000円以内
私立＝44,000円以内
●貸付期間
4月から正規の修業年限まで（無利子）
区内に 1年以上引き続き居住している
保護者などから扶養され、学校教育法で
定める大学・短期大学・専修学校専門課
程に在学中の方
選考で 40名
※申込者多数の場合は選考基準を満たし
ていても採用されない場合があります。
選考基準の詳細はお問い合わせください
4月25日〜6月3日（消印有効）に問合
先へ申込書（問合先で配布。区HP からも
出力可）を郵送か持参
福祉管理課援護係
5744−1520
☎5744−1245

子ども生活応援基金への
ご寄付をお願いします
皆さんからのご寄付は、子
どもや子育て家庭への絵本・
食糧の配布などの支援として
▲
活用し、地域における見守り 詳細はコチラ
の強化にもつなげています。
福祉管理課調整担当
5744−1520
☎5744−1244

福祉の手続きなどを
支援します
◆地域福祉権利擁護事業
福祉サービスに関する相談・助言、手
続きや支払いなどを援助します。詳細は
お問い合わせください。
次の全てに該当する方
①軽い認知症や知的障がい、精神障がい
などにより判断能力が十分でない
②このサービスの契約内容を理解できる
③在宅で暮らしている
月額基本料1,000円、援助活動1,000
円
（1回1時間まで）
◆公正証書遺言の証人派遣（無料）
大森公証役場か蒲田公証役場で公正証

はがきや
FAXなどの

記入例

❶催しなどの名称 ❹年齢
（学年）
❷〒住所

❺電話番号

❸氏名
（ふりがな） ❻その他
必要事項

書遺言を作成する 18歳以上の方
おおた成年後見センター
3736−5590
☎3736−2022

児童館や学童保育に興味のある方（資
格不要）
●勤務時間 週5日、午前8時30分〜午
後7時15分の間で実働4時間
●勤務期間 職務に応じて定められた期
間（最長6 か月）
●報酬 月額95,008円
（交通費支給有り）
問合先へ電話か、児童館業務補助員登
録票（問合先で配布。区HPからも出力可）
を郵送か持参
子育て支援課子育て支援担当
5744−1525
☎5744−1272

おしごとナビ大田区
大田年金事務所からの
お知らせ
4月（6月支給分）からの年金額は、3月
までの年金額のマイナス0.4％となりま
す。6月に郵送する年金額改定通知書を
ご確認ください。
日本年金機構大田年金事務所
☎3733−4141

ファミリー・サポートおおた
提供会員養成講座
（4日制）

育児の援助を受けたい方
（利用会員）と手助けをしたい
方（提供会員）の会員組織で
▲
す。講座修了後は、提供会員
詳細はコチラ
（有償ボランティア）として活
動できます。
軽自動車税
（種別割）
・
区内在住の 20歳以上で心身ともに健
自動車税種別割は
康な方
5月31日が納期限です
6月9日 ㈭・10日 ㈮・13日 ㈪・17日
軽自動車税（種別割）
・自動車税種別割
㈮午前10時〜午後3時（9日は午後3時30
は、4月1日現在の所有者に課税されます。 分まで、17日は午前9時45分から）
軽自動車税（種別割）納税通知書
消費者生活センター
納税通知書を 5月11日に郵送します。
先着15名
●納付場所 納税課、特別出張所、金融
問合先へはがきか封書（記入例参照）を
機関（ゆうちょ銀行含む）
、コンビニエン
郵送。5月26日必着
スストア
ファミリー・サポートおおた事務局
※モバイルレジ、クレジットカード納付、 （〒143−0016大森北4−16−5）
スマートフォン決済も利用可。詳細は区
3763−0191
☎5753−1152
HP をご覧ください
●減免 障がいのある方が利用する車両
などは減免の対象となる場合がありま
区立保育園の保育補助員
す。詳細はお問い合わせください。申請
（夏季対応）
期限は 5月31日です。
※前年度減免を受け、内容の変更がない
子どもの見守りや清掃な
方は申請不要
ど、保育士の補助を行う仕事
自動車税種別割納税通知書
で す（ 資 格 不 要 ）
。詳細は区
▲
納税通知書を 5月2日に郵送します。
HP をご覧ください。
詳細はコチラ
●納付場所 金融機関（ゆうちょ銀行含
● 勤 務 期 間 7月 上 旬 〜8月
む）
、コンビニエンスストア、ペイジー
下旬
（勤務期間）
対応の ATM
選考で 36名
※インターネットバンキング、クレジッ
問合先へ申込書（区HP から出力）を郵
トカード、スマートフォン決済も利用可
送。5月20日消印有効
●減免 身体障害者手帳などをお持ちの
保育サービス課保育職員担当
方が要件を満たす場合、減免を受けられ
5744−1715
☎5744−1278
ます。申請期限は 5月31日（新たに自動
区立児童館などの業務補助員
車を取得した場合は登録した日から 1 か
（名簿登録制）
月以内）です。
通知書・減免＝課税課課税担当
欠員があった場合、名簿登録者の中か
5744−1515
☎5744−1192
ら中途採用します。

ふれあいパーク活動で
地域の公園を有効活用してみませんか
ふれあいパーク活動とは、地域でつくったグループで、区内公園を自主的に管
理し、地域のふれあいの場として清掃や花壇作りなどのボランティア活動やイベ
ントが行える制度です。
▶対象 希望する公園の近隣の方で組織す
る5名以上の団体（ボランティアグループ、
NPO、自治会・町会、シニアクラブ、企業など）
▶活動期間 申請書受理・承認後〜令和5年
3月31日
（次年度以降の継続も可）
▶申 込 方 法 問 合 先 へ 申 請 書（問 合 先 で 配
布）を持参
▶問合先 地域基盤整備各課管理係
第一課 ☎5764−0629 FAX 5764−0633
第二課 ☎5713−2006 FAX 5713−2009
第三課 ☎3726−4300 FAX 3726−4318
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納付方法＝納税課収納推進担当
☎5744−1205
5744−1517
東京都自動車税コールセンター
☎3525−4066

対象

日時

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
詳細はコチラ
います。
（公財）大田区産業振興協会
3733−6459
☎3733−6109

大田区合同水防訓練
区、消防署・消防団、自治会・町会の
水防訓練を見学できます。排水ポンプ車・
可搬式ポンプによる排水活動、多摩川か
らの水難救助訓練も行う予定です。
5月15日㈰午前10時〜正午
多摩川田園調布緑地
（田園調布5−54・55先）
都市基盤管理課計画調整担当
5744−1527
☎5744−1304

大田都税事務所
仮庁舎への移転
●移転日
5月6日㈮から当面の間
●移転先 新蒲田1−18−22
☎3733−2411
※電話番号に変更はありません

▲
詳細はコチラ

休館・休止のお知らせ
◆大田文化の森
全館＝5月17日㈫〜19日㈭
（情報館図書コーナー＝5月16日㈪〜21
日㈯、マルチメディアコーナー＝5月16
日㈪〜19日㈭）
※設備・蔵書点検などのため
3772−7300
☎3772−0700
◆嶺町特別出張所
地下駐車場＝9月1日㈭〜10月中旬
嶺町集会室＝9月3日㈯〜26日㈪
しん ちょく
※改修工事のため。工事の進 捗 状況に
より、終了時期が変更となる場合があ
ります
3721−1493
☎3722−3111

あなたの力が必要です！

災害時医療職ボランティア大募集！
災害時は多くの医療職ボランティアの力が必
要となります。病院の前でトリアージ（傷病者の
優先順位付け）や軽症者の処置を行う緊急医療救
護所での活動や避難所での各種活動にも医療職
の皆さんの助けが必要です。ぜひご登録をお願
いします。
▶対象 区内か近隣区市に在住・在
勤・在学で、看護師・准看護師、保
健師、助産師、歯科衛生士、柔道整
復師、救急救命士の資格を有する方
▲
詳細はコチラ
※就労経験は問いません
▶問合先 健康医療政策課地域医療政策担当
☎5744−1264 FAX 5744−1523
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