※費用が記入されていない催しなどは原則無料です

暮

ら

し

の

情報箱
税・国保
軽自動車税の納期は5月31日です
納税通知書を郵送しました。納期限内
に納付してください。
●納付場所 金融機関
（ゆうちょ銀行含
む）
、コンビニエンスストア、MMK設置
店、問合先、特別出張所
※キャッシュレス納付も利用可
納税課収納推進担当
☎5744－1205
5744－1517

キャッシュレス納付
納付書に印刷されたバーコードを読み
取ることにより、特別区民税・都民税
（普
通徴収）
、軽自動車税（種別割）
、国民健
康保険料をキャッシュレスで納付するこ
とができます。モバイルレジ
（ネットバ
ンキング支払い、クレジットカード支払
い）に加え、スマートフォン決済が利用
可能になりました。
特別区民税・都民税
（普通徴収）
、軽自
動車税（種別割）
＝納税課収納推進担当
☎5744－1205
5744－1517
国民健康保険料
＝国保年金課国保料収納担当
☎5744－1209
5744－1516

健

康

ぜん息キャンプ
デイキャンプを通して療養生活上の指
導を行います。会場へはバスで移動しま
す。
区内在住で気管支ぜん息などにか
かっている小・中学生
7月27日㈬午前7時30分～午後6時30
分
館山さざなみ学校
（千葉県館山市）
抽選で50名
問合先へ申込書
（問合先
へ電話かFAXで請求。区HP
からも出力可）を郵送かFAX
▲
か持参。電子申請も可。6月
詳細はコチラ
10日必着
健康医療政策課健康政策担当
☎5744－1246
5744－1523

特定健診・長寿健診などが
始まります
メタボリックシンドロームとその予備
群を早期発見し、生活習慣病を予防する
ための健診です。対象の方へ5月下旬か
ら順次案内を郵送します。
次のいずれかに該当する方
①40～74歳で国民健康保険に加入して
いる
②後期高齢者医療制度に加入している
③40歳以上で生活保護を受給している
④40歳以上で中国残留邦人等支援給付
を受給している
※6～9月に75歳になる方には9月下旬、
4～12月に国民健康保険加入の届け出を
した方には、届け出の翌々月以降に郵送
します
●受診期限 令和5年3月31日
●健診項目 問診、身体計測、身体診察、
血圧測定、血液検査、尿検査
区内健康診査実施医療機関
2 大田区報 令和 4 年 5 月 21 日号

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

健康づくり課健康づくり担当
☎5744－1265
5744－1523

募

集

災害時協力井戸の登録
災害時に生活用水として利用します。
※令和2・3年度に登録した方は登録不
要。令和元年度に登録した方は、今回再
度の登録が必要
次の全てに該当する方
①日常的に井戸水を使用し、近隣の方に
も利用しやすい場所に井戸がある②災害
時に近隣の方へ無償で井戸水を提供でき
る③井戸所有の事実を必要な範囲で自治
会などへ事前に公表できる
●登録期間 3年間 ※登録後は原則2年
に1回、簡易水質検査を行います
問合先へはがきかFAX
（記入例参照。
「災害時協力井戸登録希望。井戸の所有
に 関 す る 情 報 提 供 に 同 意 し ま す 」と 明
記）
。5月31日消印有効
防災危機管理課防災危機管理担当
(〒144－8621大田区役所)
☎5744－1235
5744－1519

専門家のアドバイスで魅力ある
お店づくりをしませんか
店舗診断と助言を行い、改善費用の
1/2
（最大50万円）を助成します。
区内で商業店舗を営んでいるか、開業
予定の中小企業者・個人
先着50件
問合先へ申込書（問合先
HPから出力）を郵送かFAX
▲
かEメール
詳細はコチラ
（公財）大田区産業振興協会
☎3733－6476
3733－6459
akinai@pio-ota.jp

大田区民プラザの休館
5月24日㈫～26日㈭
※清掃・保守点検などのため
☎3750－1611
3750－1150

世界禁煙デーパネル展
5月31日の世界禁煙デーに合わせて、
5月31日〜6月6日を禁煙週間としてい
ます。期間中はたばこ関連のパネルを展
示します。
6月1日㈬午前11時～3日㈮午後4時
区役所本庁舎3階
健康づくり課健康づくり担当
☎5744－1683
5744－1523

の

り

海苔網の編み方
を応用して、ペッ
トボトルを持ち歩
く小さな袋を作り
ます。
小学5年生以上
の方
6月12日㈰
午後1時～4時
作品例
先着6名
問合先へ電話
大森 海苔のふるさと館
☎5471－0333
5471－0347

①区内在住・在勤・在学の18歳以上で、
外国人の子どもの学習支援に興味がある
②全回出席可能
③修了後の「夏休み学習教室」の支援者と
して活動できる
6月25日㈯・29日、7月6・13・20・27
日㈬午前10時～正午
Minto Ota(おおた国際交流センター)
1,500円（大学生は1,000円）
抽選で15名
問合先HPから申し込み。
6月6日締め切り
（一財）国際都市おおた協会
▲
☎6410－7981
詳細はコチラ
6410－7982

子どもが夢中になる！パパのための
絵本ライブ＆トークセッション

コアジサシ観察会
絶滅のおそれのある渡り鳥「コアジサ
シ」の観察会を区内NPO団体との協働で
開催します。
6月18日㈯・26日㈰
※午前9時～正午の指定された時間
森ヶ崎水再生センター
100円（保険・資料代）
抽選で各50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。希望日程も明記）。
▲
詳細はコチラ
6月3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

歌や絵本の読み聞かせなど、親子遊び
の実践を交えながら、父親が楽しく子育
てするこつを学びます。
区内在住・在勤・在学で子育て中の男
性
6月26日㈰午前10時～11時30分
抽選で10名
問合先へFAX
（記入例参
照）
。電子申請も可。6月19
日締め切り
▲
詳細はコチラ
エセナおおた
☎3766－4586
5764－0604

聴覚障がい者理解啓発講座

1 聴覚障がい者について知ろう
6月29日㈬午後1時30分～4時30分
ミュージアム・トーク
先着20名
「寄贈資料から見る羽田の富士講」
2 手話入門
7月13日㈬午後2時～4時
羽田地区の富士
先着25名
講であった木花講
◇1 2 ともに◇
からの寄贈資料を
区内在住・在勤・在学の方
通して、地域で活
問合先へ往復はがきかFAXかEメール
動した富士講の実
（記入例参照）
態に迫ります。
さぽーとぴあ
6月25日㈯
(〒143－0024中央4－30－11）
午後2時～4時
☎5728－9355
6303－7171
先着30名
ota@tokyo-shuwacenter.or.jp
問合先へ電話
木花講の講旗
郷土博物館
認知症サポーター養成講座
☎3777－1070
3777－1283
認知症の方やその家族を地域で温か
こども学習支援ボランティア
く見守る応援者が認知症サ
養成講座（6日制）
ポーターです。認知症の基
礎知識や認知症の方と接す
外国につながりのある子どもの学習支
るときの心構えなどを90分
援ボランティアを養成する講座です。講
▲
で学びます。詳細はお問い 詳細はコチラ
座修了後は8月に開催の「夏休み学習教
合わせいただくか区HPをご覧ください。
室」の支援者として夏休みの宿題を手伝
高齢福祉課高齢者支援担当
います。
☎5744－1250
5744－1522
次の全てに該当する方

みんなで
  実践！

蚊の発生源対策

詳細は︎
コチラ▶

蚊に刺されても、かゆくなるだけと思っていませんか？ウイルスを保有する蚊
に刺されると、デング熱などの病気になる可能性があります。感染リスクを低くす
るためには、区民一人ひとりが協力して蚊の発生防止に努めることが大切です。
蚊の幼虫
（ボウフラ）
は、水中で成長します。水がない場所から蚊は発生しません。

ユネスコ世界遺産講演会
●講演テーマ
京都の魅力再発見「古都京都の文化財」
区内在住・在勤・在学の方
6月11日㈯午後2時～4時
羽田特別出張所
抽選で50名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電
子申請も可。6月1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
対象

あみあみペットボトルホルダー
づくり

日時

蚊の発生源対策は
3つ！

2 古タイヤなどの

1 空き瓶などの

3 植木鉢の受け皿などは、

たまり水を

週1回は清掃や水の交換

なくしましょう

などを行いましょう

不要なものは
片付けましょう

▶問合先
会場

費用

生活衛生課環境衛生担当
定員

申込方法

☎5764－0694
問合先

5764－0711

Eメールアドレス HP＝ホームページ

