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を
します

区内には、仕事や社会参加活動など、シ
ニア世代の活躍の場がたくさんあり、豊か
な経験を持ったシニア世代の方々の力を必
要としています。人生100年時代ともいわ
れています。働くことで新しい生きがいを
見つけてみませんか？

未経験でもチャレンジしてみてよかった
さ とう

ち

よ

み

佐藤 千代美さん

森が崎保育園

もともと子どもと関わる仕事に興味があり、シルバー人材センターのチラシを
見つけて入会し、未経験でしたが保育補助の仕事を始めました。 仕事内容は園
児の見守り、 掃除や洗濯などで、1日4時間を週2・3回と無理なく続けられて
います。
子どもたちの成長には日々驚かされることばかりで、とてもやりがいを感じて
います。 派遣元のシルバー人材センターのサポートもありますので、未経験の
分野でもぜひ挑戦してみてください。

園児をコロナから守るため、おもちゃの消毒は欠かせません

お仕事・人材をお探しの方、気軽にご相談ください
大田区 いきいき しごと ステーション 相談員

むらまつ あきのり

村松 彰則さん

シニアの就労希望者に、条件や希望に合った求人を紹介しています。 ハロー
ワークやシルバー人材センターなどとも連携しているので、幅広い求人情報が
あります。
また、高齢者の雇用を検討している区内の事業所の求人を独自に開拓もして
います。 事業所の方の人材探しも大歓迎です。
就労者の中には、80歳を超えても元気で仕事を続けている方もいらっしゃ
います。
相談や紹介はすべて無料でお受けしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
※撮影のためマスクを外しています

区内の就労支援施設
（公社）大田区シルバー人材センター

大田区 いきいき しごと ステーション

シニアステーション糀谷

区内の事業所から広く求人を募り、高齢者の経験
を生かせる仕事探しをお手伝いします。

福祉業界を中心とした求人を紹介します。
就労者と就労先の架け橋となり、就労に対す
る不安や心配事の相談も受け付けています。

それぞれの希望や知識、経験に応じた請負・
派遣形態での就業や、社会奉仕などの活動機会
を提供しています。

▶主な支援内容
•福祉分野の求人情報の
紹介
•就 労者に合わせた働き
方の提案
•就労後のサポート
▶対象 区内在住でおおむね55歳以上の方

▶就業時間 おおむね週20時間以内

カウンセリングで
の アドバ イス が
力になりました

詳細は
コチラ

▶所在地 西糀谷4－29－16
ステーションツインタワーズ
詳細は
糀谷Fウエスト2階
コチラ
☎6423－7033

職員の方が親身
になって 相 談 に
応じてくれました

新型コロナワクチン接種の情報を4面に掲載しています

紹介先の職場環
境も良く、楽し
く働けています

仕事が評価
され、賃金が
上がりました

問合先

▶所在地 仲六郷1－6－9－125
☎3739－6666
3734－0722

〈
〈

▶所在地 西蒲田7－49－2
大田区社会福祉センター 7階
☎5713－3600
5713－3602

〈
〈

▶対象 おおむね55歳以上の方

▶対象 区内在住で60歳以上の方

詳細は
コチラ

〈
〈

▶主な支援内容
•求人情報の紹介
•専任コンサルタントによる
就労カウンセリング
•合 同就職面接会や
セミナーの開催
•社会参加活動などの支援

仕事と趣味
が両立でき
ています

高齢福祉課高齢者支援担当

働くことで健
康が 維持で
きています

☎5744－1252

FAX

5744－1522

※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

はがきや
FAXなどの

❷〒住所

❺電話番号

❸氏名
（ふりがな） ❻その他
必要事項
方

祉

もの忘れ検診が受けられます
対象者へ受診券、検診のご案内を送付
します。実施医療機関で受診できます。
区 内 在 住 の 令 和5年3月31日 時 点 で
70・75歳の方
7月1日㈮～令和5年2月28日㈫
もの 忘 れ 検 診 実 施 医 療機関
（パンフ
レットか区HPで確認）へ電話。6月24日
から受け付け
高齢福祉課高齢者支援担当
☎5744－1268
5744－1522

おおもり園の優先度評価
軽費老人ホームB型施設。身体状況や
住宅状況などを考慮し、年2回
（1・7月）
の優先度評価を行います。評価有効期間
は、申し込みから6か月です。詳細はお
問い合わせください。
次の全てに該当する方
①区内在住の60歳以上で収入が基準内
である②家庭環境、住宅などの理由によ
り居宅において生活することが困難③独
立して日常生活を営むことができ自炊が
可能④保証人を立てることができる
7月4～15日に問合先へ申込書
（地域
包括支援センター、地域福祉課、問合先
で配布）
を郵送か持参
介護保険課介護保険担当
（〒144－8621大田区役所）
☎5744－1258
5744－1551

第2水曜(6月は第4水曜も実施)、午前
9時～10時 ※東京都では毎日（休日を
除く）
検査を行っています
蒲田地域庁舎
先着各15名
問合先へ電話
感染症対策課感染症対策担当
☎5744－1263
5744－1524

健

康

屋内でも、室温が28℃を超えないよ
うに、適切にエアコン・扇風機などを使
いましょう。特に車の中は、急激に温度
が上昇するため、わずかな時間でも危険
です。感染対策を行いながら、適宜マス
クを外し、喉が渇かなくても、こまめに
水分を補給しましょう。
健康医療政策課健康政策担当
☎5744－1728
5744－1523

区内在住の方
7月25日㈪午前10時～正午
産業プラザ
先着10名
当日会場へ
建築調整課住宅担当
5744－1558
☎5744－1344

こども

ハチに関する相談専用電話

認可外保育施設などの利用料補助
詳細は区HPをご覧ください。
区内在住で、認可外保育
施設などにお子さんを預け
ている保護者
認可外保育施設等保護
▲
者負担軽減補助金事務セン 詳細はコチラ
ター
☎5744－1312
5744－1715

傍

聴

区では月に1回の検査を行っており、
無料・匿名で受けることができます。実
施日時の詳細はお問い合わせください。
※診断書・証明書は発行していません
HIVなどの感染に不安があり、感染が
心配される機会から60日以上経過した

相

空家等対策審議会
6月29日㈬午後3時～5時
区役所本庁舎11階
先着10名
当日会場へ
建築調整課空家対策担当
☎5744－1301
5744－1558

6月30日㈭午後2時～4時
蒲田地域庁舎
先着20名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。
6月28日締め切り
鉄道・都市づくり課鉄道・都市づくり
担当
☎5744－1339
5744－1526

おおた健康経営事業所
従業員の健康づくりに取り組む区内事
業所を認定し、健康講座の
実施や健康関連機器の貸し
出しなどにより健康づくり
をサポートします。
▲
詳細はコチラ
代表者以外に従業員が

・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
※国保資格係の夜間の電話対応は行っていません
2 大田区報 令和 4 年 6 月 21 日号

大田区青少年交流センターの
指定管理者
詳細は区HPをご覧ください。
●指定期間 令和5年4月1
日～10年3月31日
（5年間）
◆施設見学会
7月14日㈭午後2時～3時
▲
詳細はコチラ
30分
問合先へFAXかEメール。7月8日締め
切り
地域力推進課青少年担当
5744－1518
☎5744－1223
yuits-proposal2022@city.ota.
tokyo.jp

「エセナフォーラム2022」
ワークショップ・展示企画運営団体
10月に開催の「エセナフォーラム」で、
活動内容を発表する団体を募集します。
男女共同参画社会の実現を目指す活
動をしている3名以上の団体かグループ
（営利・宗教・政治活動を除く）
問合先へ申込書 (問合先
HPから出力)をFAXか持参。
電子申請も可。7月31日締
▲
め切り
詳細はコチラ
エセナおおた
5764－0604
☎3766－4586

区内指定施術所（割引券郵送時に一覧を同封）
で1回1,000円の自己負担額で
利用できる割引券（3回分）
の申し込みを受け付けます。

※8月18日は納税課のみ
※国保の加入・脱退、保険証の再交付申請も受け付けています
（本人確認書類と証明
書などが必要）

☎5744－1205（令和4年度分のみ）

●業務内容 区内全域での介護認定調査
次の全てに該当し、介護保険認定調査
を月5件以上できる方
（1件4,200円）
①介護支援専門員か保健・医療・福祉に
関する専門的知識を有し、介護保険法施
行規則に定められている資格を有する
②認定調査員研修を修了している
問合先へ申込書（問合先
HPから出力）、介護支援専
門員証などと、認定調査員
新規研修修了証書の写しを
▲
詳細はコチラ
郵送か持参
（社福）大田区社会福祉協議会
3736－2030
☎5703－8233

はり・きゅう・マッサージ・指圧施術割引券

▶日時 7月14・28日、8月18・25日㈭午後7時まで

収納推進担当

集

7月16日㈯午前10時～正午
先着①金属加工10名②板金溶接5名③
広告美術5名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
。
7月13日締め切り
都立城南職業能力開発センター大
田校
☎3744－1013
3745－6950

お支払いについて、窓口と電話でご相談をお受けします。

▶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

談

ものづくり体験入校

夜間納付相談 特別区民税・都民税（普通徴収）と国民健康保険料

詳細は区HPをご覧ください。
6年以上活動している区民活動団体
問合先へ申込書（特別出張所などで配
布。区HPからも出力可）と必要書類を郵
送か持参。9月30日消印有効
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
☎5744－1204
5744－1518

介護認定調査業務登録調査員

私有地内に作られたスズメバチの巣は
土地や建物の管理者が承諾した場合、無
料で撤去します。そのほかの場合は対処
方法をアドバイスします。
●相談専用電話
☎5747－4010
月～金曜、午前9時～午後5
▲
詳細はコチラ
時 ※休日を除く
●開設期間 10月24日まで
生活衛生課環境衛生担当
5764－0711
☎5764－0694

募

蒲田都市づくり推進会議

6月は「東京都HIV検査・
相談月間・HIV検査普及週間」

7月12日㈫午後2時～4時
区役所本庁舎11階
先着5名
問合先へ電話。6月28日締め切り
地域力推進課青少年担当
☎5744－1223
5744－1518

住宅マスタープラン
有識者検討委員会

歯科医院へ通院が困難な65歳以上の

問合先か地域包括支援センターへ電話
地域福祉課高齢者地域支援担当
大森 ☎5764－0658
5764－0659
調布 ☎3726－6031
3726－5070
5713－1509
蒲田 ☎5713－1508
糀谷 ☎3741－6525
6423－8838

環境等整備支援事業

大田区青少年問題協議会

こまめな水分補給などで
熱中症を予防

ねたきり高齢者訪問歯科支援
方

1名以上の区内事業所
問合先へ申込書
（問合先で配布。区HP
からも出力可）と必要書類を郵送か持参。
7月11日㈪午後1時30分～3時
9月30日消印有効
蒲田地域庁舎
健康医療政策課健康政策担当
先着3名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。 （〒144－8621大田区役所）
5744－1523
☎5744－1682
7月8日締め切り
健康医療政策課健康政策担当
地域活動におけるデジタル
☎5744－1682
5744－1523

おおた健康プラン推進会議

❶催しなどの名称 ❹年齢
（学年）

情報箱
福

記入例

▶対象 次のいずれかに該当し、保険料の未納がない方
①昭和22年8月2日～ 28年3月31日生まれで大田区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
▶申込方法 問合先（①国保保健事業担当②後期高齢者医療給付担当）
へ封書か
はがき（記入例参照。生年月日、保険証の記号・番号か被保険者番号も明記）
※はがきでの申し込みの場合、個人情報保護シールの利用をお勧めします
▶申込期間 7月1～31日
（消印有効） ※割引券は8月下旬に郵送します
▶問合先 国保年金課（〒144－8621大田区役所）
①国保保健事業担当 ☎5744－1393
5744－1516
②後期高齢者医療給付担当 ☎5744－1254
5744－1677

5744－1517
（共通）

5744－1516
（共通）

対象

日時

会場

費用

定員

申込方法

問合先

Eメールアドレス HP＝ホームページ

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。

蒲田駅周辺地区基盤整備方針素案
に関するご意見
●閲覧・意見募集期間
6月27日～7月11日消印有効
●閲覧場所 区HP、問合先、区政情報
コーナー、特別出張所、図書館など
●意見の提出方法 問合先へ郵送かFAX
か持参。電子申請も可
◆区民説明会
①7月1日㈮午後6時30分～8時
②7月2日㈯午前10時～11時30分
消費者生活センター
先着各50名
問合先へ電話かFAX
（記入例参照。希
望日も明記）
。6月28日締め切り ※手
話通訳希望は6月27日までに申し込み
鉄道・都市づくり課鉄道・都市づくり
担当
5744－1526
☎5744－1339

おおた商い観光展2022
参加店舗・事業者
11月3日 〜12月4日 に 区
内の魅力ある商店や観光ス
ポットを参加者が巡るイベ
ントを実施します。一緒に
▲
お店を盛り上げてくれる事 詳細はコチラ
業者を募集します。出店してお店をPR
しませんか。
（公財）大田区産業振興協会
☎3733－6476
3733－6459

2022夏！体験ボランティア
区内の福祉団体・施設などで、短期間
のボランティア活動体験ができます。
区内在住・在勤・在学の中学生以上の方
8月1日㈪～9月16日㈮
7月9・11～16日午前10時～午後4時
に問合先へ来所
（社福）大田区社会福祉協議会
3736－5590
☎3736－5555

ーツ
スポ 都市
康
健
宣言

洗足区民センター
☎3727－1461
3727－1462

お知らせ
休館のお知らせ
◆洗足区民センター
6月22日㈬ ※排水管清掃のため
3727－1462
☎3727－1461
◆龍子記念館
7月4日㈪〜15日㈮
※展示替えなどのため
☎ 3772－0680

参加・催し

熊谷恒子かな書ワークショップ
「墨筆で心和らぐ かなの美」

1 再就職支援セミナー
6月28日㈫午前10時～午後3時30分
消費者生活センター
2 合同就職面接会
7月5日㈫午後1時30分～4時
産業プラザ
◇1 2 ともに◇
都内在住でおおむね55歳以上の方
先着115名2 70名
問合先へ電話か来所。1 6月27日2 7
月4日締め切り
大田区 いきいき しごと ステーション
☎5713－3600
5713－3602

①親子で書道②和歌と継ぎ紙
①小・中学生
（保護者参加可。 小学1
～3年生は要参加）
②高校生以上の方
①8月13日㈯午前10時～午後1時②8
月14日㈰午後0時30分～3時30分
大田文化の森
抽選で各18名
問合先へ往復はがきかFAX（記入例参
照。希望日時も明記）。7月29日必着
※1通2名まで
龍子記念館
（〒143－0024中央4－2－1）
☎ 3772－0680

1 小学生サマースクール～ベサニーの絵
てがみ教室～
7月3日㈰午前10時～11時30分
区内在住・在学の小学生
2 遺跡の魅力とデザイン～感動を呼ぶ空
間づくり～
7月9日㈯午後2時～3時30分
区内在住・在勤・在学の高校生以上の方
◇1 2 ともに◇
先着 115名 2 20名
問 合 先 へ 電 話 か 来 所。 1 6月23日
2 6月24日受け付け

新型コロナウイルス
感染症対策の ▶
ガイドラインはコチラ

▶会場・問合先 大田区総合体育館
（〒144－0031東蒲田1－11－1）
☎5480－6688
5703－1105 http://www.ota.esforta.jp/
詳細はお問い合わせいただくか、問合先HPをご覧ください。

◆定期スポーツ教室
日程

① かんたんサルサ
高校生以上 7月4・11・25日、
月
8月1・8・22・29日、
② ベビーフィットリトミック 2～12か月 9月5・12・26日
火

水

木

1歳

④ キッズHIPHOP50

4歳～
小学1年生

⑤ ほぐしヨーガ
⑥ 親子で体操名人
カキラ
⑦
(姿勢美容エクササイズ)
⑧ 太極拳

金

⑨ STEP初級
⑩ よちよち親子体操

7月5・12・19日、
8月2・9・23・30日、
9月6・13・20・27日

高校生以上 7月6・20日、
8月3・10・17・24日、
9月7・14・21日
2・3歳

時間
午後2時～3時
午前9時～10時

9月2・9・30日

◆7月の個人開放

▶会場・問合先 大森スポーツセンター
（〒143－0011大森本町2－2－5）
☎5763－1311
5763－1314 https://omori-sc.jp/

◆東京羽田ヴィッキーズ

バスケットボールクリニック

詳細は問合先HPをご覧ください。 ※ボールがない方はご相談ください
▶対象 小学生
▶日時 7月26日㈫午後2時～4時
▶定員 先着80名
▶申込方法 問合先へ電話か来館。7月5日午前10時から受け付け

（公財）大田区スポーツ協会の催し

❶催しなどの名称 ❷〒住所

◆子ども野外活動教室

ビーチスポーツ体験や屋内スポーツゲーム大会、火おこし体験などをします。
詳細は問合先HPをご覧ください。
▶対象 区内在住・在学の小学3年～6年生
▶日時 7月30日㈯午前7時30分～午後5時
▶会場 ゆいっつほか
▶費用 1,000円
▶定員 先着70名
▶申込方法 問合先HPから申し込み。問合先へ電話かFAX
（記入例参照。性別、
学校名、保護者氏名も明記)も可

◆夏休み子ども体育塾（3日制）～苦手な運動を得意にしよう！～
日程

7月27日㈬～29日㈮

午後4時30分～
5時20分
午前9時30分～
10時30分

8月2日㈫～4日㈭

午前9時～10時

午前9時～10時

実施時間
▶ 費 用 1利用区分(3時間)300
種目
日程
午前 午後1 午後2 夜間
円 ※バスケットボールは1時
卓球
間30分で入れ替え
○
○
○
▶定員 種目ごとに異なりま バドミントン
7月20日㈬
○
す(先着順)
バスケットボール
― ― ―
▶ 申 込 方 法 問 合 先 へ 電 話。
利用日の前日午前9時から受け付け ※中学生以下の方は保護者同伴

はがきやFAXなどの記入例

親子で自然遊びや、旬の食材を使った
料理にチャレンジします。申込方法など
の詳細は伊豆高原学園（☎0557－48－
7815）
HPをご覧ください。
年中・年長児と家族
9月3日㈯・4日㈰(1泊2日)
12,400円(小学生は8,600
円、未就学児は7,300円)から
抽選で20名
▲
地域力推進課区民施設担当 詳細はコチラ
5744－1518
☎5744－1229

大森スポーツセンターの催し

午前9時～10時

7月7・14・21・28日、 午後3時～4時
8月4・18・25日、
高校生以上 9月1・8・15・22・29日 午後1時30分～
2時30分
7月8・15・22・29日、 午後0時30分～
1時30分
8月19・26日、
1歳

いずこうげん森のようちえん

▶問合先 （公財）大田区スポーツ協会
（〒143－0011大森本町2－2－5
（大森スポーツセンター内）
）
☎5471－8787
5471－8789 https://www.sportsota.or.jp/

大田区総合体育館のスポーツ教室など

③ よちよち親子体操

9月4日㈰午後2時～4時
消費者生活センター
抽選で50名
問合先へ往復はがき（記
▲
詳細はコチラ
入例参照）。電子申請も可。
8月12日必着
生活衛生課環境衛生
担当
(〒143－0015大森西
1－12－1）
☎5764－0670
5764－0711

洗足区民センターの催し

スポーツ

対象

小学生と区内在住・在勤・在学の保護者
7月29日㈮午前10時～正午
先着15組
問合先へ電話か来所 ※土・日曜、休
日を除く
消費者生活センター
☎3736－7711
3737－2936

高齢者就労支援

おおたde
おおた

教室番号・教室名

消費者講座「親子で学ぶお金の
使い方～お金博士になれる！～」

飼い主のいない猫対策講演会
～地域猫活動について～

時間

会場

大森スポーツセンター

①午前9時～10時
池雪小学校体育館
②午前10時30分～11時30分
中萩中小学校体育館

8月17日㈬～19日㈮

▶対象 ①小学1・2年生②小学3年～6年生
▶費用 1,000円
▶定員 先着各30名
▶申込方法 問合先HPから申し込み。問合先へ
電話も可
種目

7月13日
7月19日
8月3日

申込先・期限など詳細は
問合先HPをご覧ください
大田区スポーツ協会 検索

◆区民スポーツ大会
軟式野球

締め切り

日程

会場

8月21日㈰～11月3日㈷

多摩川緑地野球場ほか

グラウンド・ゴルフ

9月1日㈭

東調布公園野球場

ソフトテニス(小学生)

8月21日㈰

ソフトテニス(一般)

9月11日㈰

ソフトテニス(中学生)

10月9・16日㈰

ソフトボール

9月4日㈰～10月2日㈰

バトミントン（中学生）

9月24日㈯・25日㈰

バトミントン（一般）

10月1日㈯・2日㈰

バスケットボール（一般）

9月24日㈯～10月24日㈪

卓球（小学〜高校生）

10月16日㈰

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

多摩川六郷橋緑地庭球場
多摩川ガス橋緑地野球場
矢口区民センター
大田区総合体育館
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みんなで取り組もう ●マスクを外しての会話はやめよう ●体調が悪いときは外出をやめよう ●換気のために空気を入れ替えよう
感染対策

a

夏季プールのお知らせ
平和島公園プール

詳細は、各プールHPをご覧ください。利用日の1週間前から予約できます。
▶入場料 高校生以上＝360円、中学生以下＝100円（0歳は無料）

事前予約制

はねぴょん
監視員や係員の指示に従い、
Ⓒ大田区
マナーを守って楽しく利用しましょう
！
問 大田区社会福祉協議会
☎3736−2023 FAX 3736−2030

3764－0311

☎3764－8424

▶日時
●7月9日㈯～ 19日㈫※1 午前9時30分～午後4時30分
●7月20日㈬～ 8月31日㈬
午前9時30分～午後8時 (月曜は午後4時30分まで)

〈
〈

ぴったりサービス
詳細はコチラ

東調布公園プール

☎3728－7651

3728－2683  

萩中公園プール

☎3741－2155

3742－2730

プール熱、はやり目、そのほか感染するおそれ
問 東京都聖火ランナー選考事務局
のある病気にかかっているときや、体調不良のと
㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷
☎6277−2459
きは、利用を控えましょう。
㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷
検索

プールに入る前は

〈
〈

◦トイレを済ませ、シャワーで全身をよく洗う
日 1月9日㈭〜1月14日㈫ 正午
会 区役所本庁舎1階
◦化 粧や整髪料はよく洗い落とし、
アクセサリー
▶日時
「児童虐待防止」
パネル展
※1・2
問 子ども家庭支援センター相談調整担当 ☎6410−8551 FAX 3763−0199
を外す
●7月9日㈯～19日㈫、9月1日㈭～4日㈰
  
◦準備体操をする
午前9時30分～午後8時
（火曜は午後5時まで)
おしごとナビ大田区 区内で働きたい方へ向けた求人サイト。アルバイト情報も掲載しています。 詳細はコチラ▶
●7月20日㈬～8月31日㈬ ※2
プールでは
詳細はコチラ
  
午前9時30分～午後8時
（火曜は午後5時まで)
◦プール内で鼻をかんだり、つばを吐いたりしない

利用上の
注意

◦退場後は再入場できません
◦車での来場はご遠慮ください
◦夜間の部を利用できるのは
中学生以上です

プールから出た後は
〈
〈

▶日時
●7月10日㈰～19日㈫、9月1日㈭～4日㈰※1
  
午前9時30分～午後4時15分
●7月20日㈬～8月31日㈬
  
午前9時30分～午後8時
（水曜は午後4時15分まで)

◦プールサイドを走らない
◦適度に休憩をとり、決められた場所で飲食をする

詳細はコチラ

※１ 平日は、屋内プールのみの営業
※２ 東調布公園の屋外プールは、午前９時30分～午後５時の営業

◦目を軽く洗い流し、うがいをする
◦シャワーで全身をよく洗う
◦感 染症予防のため、タオル類の貸し借りはし
ない
◦十分に休養を取る
▶問合先

低所得の子育て世帯に対する

▶対象 次のいずれかに該当する方

子育て世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯分) のご案内

※①は申請不要。②③は要申請

①令和4年4月分の児童扶養手当受給者
②公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給して
いることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている

詳細は区HPをご覧ください。
〈
〈

▶問合先 子育て支援課児童育成係
☎5744－1274
5744－1525

詳細はコチラ

▶給付額 児童1人当たり一律5万円

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ

大田区における新型コロナウイルス感染症情報は、区HPを
ご覧ください。

講座名
▲
詳細はコチラ

新型コロナワクチン接種について
4回目の接種は、60歳以上の方と基礎疾患のある方などが対
象です。詳細は区報臨時号(6月3日発行)か区HPをご覧ください。

大田区新型コロナワクチン接種コールセンター

1

「宇宙と大地を学ぶ」
そら

かわさき宙と緑の科学館見学

ポンポン蒸気船を
はしらせよう
光ファイバー&LEDの世界を
3
体験しよう
2

▲
最新情報は
コチラ

（月〜土曜、午前8時30分〜午後5時15分 ※休日を除く）

☎ 6629−6342 FAX 5744−1574

※間違い電話が多くなっています。
予約方法などは▶
今一度、番号をお確かめの上お電話ください
コチラ
※曜日・時間帯によってはお電話がつながりにくい場合があります

4

ミョウバンでキラキラ
宝石のような結晶を作ろう

5

ー196℃超低温の世界を
体験しよう

6

親子講座
「顕微鏡で見る小さな世界」

相談窓口
●症状がある・感染が疑われる方

大田区相談センター
東京都発熱相談センター
(※1・2)
（月〜金曜、午前9時〜午後5時
☎5320−4592
※休日を除く）
☎6258−5780(※1・2)
☎6630−3710（医療機関紹介専用）(※2) ☎5744−1360 FAX 5744−1524

●自宅療養中で体調に不安がある・
一般相談をしたい方

自宅療養サポートセンター (うちさぽ東京)(※1・2)
☎0120−670−440

次号の区報は

7 月 1 日号
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生活衛生課環境衛生担当
5764－0711
☎5764－0693

特集

(※1)多言語(英・中・ハン
グルなど)による相談も可
(※2)24時間対応

全ての子どもが夢や希望を
持つことができる社会へ

親子講座
7 「玉ねぎの皮を使って染物体験
をしよう」

対象

日時

7月21日㈭
午前8時30分～
午後4時30分
7月23日㈯
午前10時～正午
小学5年～
7月25日㈪
中学2年生
午前10時～正午
7月29日㈮
①午前10時～正午
②午後2時～4時
8月2日㈫
午前10時～正午
7月30日㈯
①午前10時～正午
②午後2時～4時
7月31日㈰
小学3・4年生 ③午前10時～正午
と保護者
④午後2時～4時
8月4日㈭
①午前10時～正午
②午後2時～4時

定員（抽選）

20名

各20名
12名

各10組
20名

各11組
22名

▶会場 1 かわさき宙と緑の科学館（神奈川県川崎市多摩区枡形7－1－
2）2 ～ 7 池上会館
▶申込方法 問合先へ往復はがき（2面記入例参照。学校名、保護者氏名、
4 6 7 は希望回も明記)。 1 ～ 4 6 6月27日 5 7月1日 7 7月4日必着
▶問合先 科学教育センター
（〒146－0082池上1－33－8池上小学校内）
☎3753－3510
3753－3511        
11日号・21日号は新聞折込か駅広報スタンド、区施設、公衆浴場、セブンｰイレブンで
配布。配送サービス
（外出困難などの要件有り）
も行っています。

