※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

情報箱
健

康

ぜん息などの方の水泳教室（7日制）
①水泳健康教室②水中リラックス教室
区内在住で気管支ぜん息、ぜん息性
気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫のいず
れかにり患している①小学生②おおむね
75歳までの方
9月20日～11月1日の火曜、①午後3
時30分～5時15分②午後3時20分～5時
萩中公園温水プール
①抽選で60名
（過去の参加回数の少な
い方を優先）
②先着15名
電子申請。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 詳細はコチラ
FAXか持参も可。7月26日必着
健康医療政策課健康政策担当
☎︎5744－1246
5744－1523

後期高齢者医療・国保
「限度額適用・標準負担額
減額認定証」
「限度額適用認定証」
を郵送します
後期高齢者医療被保険者で過去に認定
を受け、現在も資格のある方へ、7月下
旬に郵送します。
国保年金課後期高齢者医療給付担当
☎︎5744－1254
5744－1677

国民健康保険に加入している方へ
1 高齢受給者証を7月下旬に郵送します
医療機関などで支払う本人負担額の割
合を記載しています。75歳になるまで、
保険証と併せてお使いください。一部負
担金の割合など、詳細は同封のチラシか
区HPをご覧ください。
70～74歳の国民健康保険加入者
2 国民健康保険料は必ず納めましょう
納期限内に納付してください。滞納が
続いた場合は、延滞金が加算されます。
一時的な収入減などで納付が難しい方は

大田区文化祭
▶問合先

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

ご相談ください。
国保年金課
5744－1516（共通）
1 国保資格係 ☎︎5744－1210
2 国保料収納担当 ☎︎5744－1697

傍

聴

大田区移動等円滑化推進協議会
8月2日㈫午後2時30分～4時30分
区役所本庁舎2階
先着10名
当日会場へ
都市計画課計画調整担当
☎︎5744－1333
5744－1530

求

看護師

詳細は区HPをご覧ください。
昭和53年4月2日以降生まれで、看護
師免許を有する方 ※取得見込みを含む
●第一次選考 9月4日㈰
問合先へ申込書
（問合先で
配布）を郵送か持参。8月2日
消印有効
▲︎
詳細はコチラ
人事課人事担当
☎︎5744－1152
5744－1507

募

資金調達の重要な手段として社会に定
着しつつあるクラウドファンディング。
その基礎知識、成功するプロジェクトの
共通点などを学びます。
7月19日 ㈫ 午 後7時 ～8時
30分
六 郷BASE HPか ら 申 し 込
▲︎
み。7月18日締め切り
詳細はコチラ
産業振興課産業振興担当
☎︎5744－1376
6424－8233

平和の森会館の指定管理者
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
●募集期間 8月22～31日
◆現地説明会
7月22日㈮午前10時～正午
地域力推進課区民施設担当
☎︎5744－1229
5744－1518

ぴよたまクラブdeえほんのじかん

◆郷土博物館
7月25日㈪～8月1日㈪
※展示替えのため
☎︎3777－1070
3777－1283
◆大森スポーツセンター
8月2日㈫～4日㈭
※設備保守点検のため
☎︎5763－1311
5763－1314

絵本の読み聞かせや簡単な手遊びなど
をします。
未就学児と区内在住・在勤・在学の保
護者
7月23日㈯午後2時～3時
先着10組
当日会場へ
▲︎
詳細はコチラ
エセナおおた
☎︎3766－4586
5764－0604

参加・催し

おおむすびマチノマ大森縁市場＆
高齢者見守りキーホルダー登録会

夏休みアート・プログラム
アニメーションEMAKIマシーン

区内の障がい者施設で作った焼き菓子
や雑貨などを販売します。また、緊急連
絡先などを登録できるキーホル
ダ ーの 登 録 会(7月23日のみ。
65歳以上対象)も行います。
▲︎
7月23日 ㈯・24日 ㈰ 午 前 詳細はコチラ
11時～午後5時
マチノマ大森
（大森西3－1－38）
志茂田福祉センター
☎︎3734－0763
3734－0797

子育てすくすくネット
児童館などで活動するボランティアと
して、子どもと家庭を地域で見守り、応
援します。詳細は児童館へお問い合わせ
ください。
子育て支援課こどもサポート担当
☎︎5744－1609
5744－1525

エコフェスタワンダーランド
参加・出展団体
環境問題に関心を持ってもらうことを
目的とした、楽しく学べるイベントに参
加・出展する団体を募集します。詳細は
区HPをご覧いただくか、お問い合わせ

1人1作品
▶︎申込方法 大田区詩吟舞道連盟（〒144－
0052蒲田5－29－8－308中野方 ☎5711
－1870）へはがき
（記入例参照。演題、作者、
尺八の本数も明記）
。8月8日必着
★郷土芸能大会
▶︎日時 10月30日㈰午後1時30分～4時30
分
▶︎会場 大田区民プラザ
①区内の郷土芸能・伝統芸能の団体・クラブ
（小学生以上）②大田区で活動している方々の
都道府県の伝統芸能や民族芸能
▶︎申込方法 大田区郷土芸能保存会
（〒143
－0016大 森 北3－1－1田 中 方 ☎3761－
6059）
へ封書
（記入例参照。団体名、演題、所
要時間、団体の紹介も明記）
。10月8日必着
★短歌大会
▶︎日時 11月3日㈷午後1時～4時30分
▶︎会場 池上会館
未発表作品。1人2首まで。B5判原稿用紙に
楷書で、新仮名か旧仮名遣いの指定を明記
▶︎申込方法 大田区短歌連盟事務局（〒144
－0031東蒲田2－23－6安田方 ☎5710－
9319）へ「原稿在中」と朱書きした封書
（記入
例参照）。9月10日必着

対象

EMAKI

松本 力

国内外の展示会で活躍するアーティス
ト・松本 力を講師に招き、みんなでテー
マに沿った1本のアニメーション映像を
作ります。 ※汚れてもいい服装、昼食・
飲み物を持参
①小学生以上の方=8月3日㈬午前
10時～午後4時
②小学生=8月4日㈭午前10時～午後3時
大田区民プラザ

学校給食展
「心とからだを育てる
学校給食」
～食は生きる力～
7月26日㈫～28日㈭午前9時～午後4
時30分 ※28日は午後2時30分まで
区役所本庁舎3階
学務課保健給食係
☎︎5744－1431
5744－1536

募集パンフレットは特別出張所、図書館、文化センターなどで配布しています。
※書道展は募集を締め切りました

文化振興課文化振興担当
（〒144－8621大田区役所） ☎5744－1226
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資金調達セミナー
（オンライン）

集

出品・出場者 募集

★動画上映の集い
▶︎日時 10月8日㈯・9日㈰午前10時～午後
5時
▶︎会場 池上会館
テーマは自由、未発表のもの。1人1作品。4
分30秒以内。記録メディアはDVDのみ
▶︎申込方法 大田区動画連盟
（〒146－0094
東矢口2－4－1－609向井方 ☎3758－9847）
へ申込書（申込先へ請求）を郵送。7月20日必
着
★絵画・写真展
▶︎日時 10月8日㈯～10日㈷午前10時～午
後5時
（10日は午後4時まで）
▶︎会場 池上会館
テーマは自由、未発表のもの。①絵画＝洋
画・日本画・墨絵などのいずれかで20号以
下。1人1点②写真＝2L以上、ワイド四つ切り・
A3・A3ノビ以下。デジタル・自宅プリント可。
1人2点以内 ※抽選で各50点
▶︎申込方法 問合先へ往復はがき（記入例参
照。作品の種類、サイズ、題名、写真は撮影
場所も明記）。8月31日必着
★詩吟剣詩舞大会
▶︎日時 10月23日㈰正午～午後5時
▶︎会場 大田文化の森
絶句1題、和歌1首の吟、俳句1題のいずれか。

500円
抽選で①30名②25名
問合先HPから申し込み。7
▲︎
月19日締め切り
詳細はコチラ
（公財）大田区文化振興協会
☎︎3750－1611
3750－1150

休館のお知らせ

人

大田区職員

ください。
区内で活動する区民団体・NPO・企
業など
問合先へ申込書（区HPから
出 力 ）を 郵 送 かFAXかEメ ー
▲︎
ル。8月5日必着
詳細はコチラ
環境計画課計画推進・温暖化対策担当
☎︎5744－1362
5744－1532
ecofesta@city.ota.tokyo.jp

日時

5744－1539
★こと・尺八の集い
▶︎ 日 時 11月6日 ㈰ 午 前10時45分 ～ 午 後5
時
▶︎会場 大田文化の森
①区内の琴・尺八演奏団体。1団体13分以内
②合田真貴子作曲「風の中で」の合同演奏へ参
加する個人
▶︎申込方法 大田区三曲協会
（〒144－0055
仲 六 郷1－24－9－302古 賀 方 ☎5711－
5854）へはがき（記入例参照。①演奏曲目、
団体名、代表者名、出演者名、パート②「合
奏希望」、演奏希望パートも明記）
。7月31日
必着
★芸術フェスティバル
▶︎日時 11月19日㈯午前10時～午後5時
▶︎会場 大田区民プラザ
音楽、舞踊、演劇などを発表する団体。1団
体15～20分程度
▶︎申込方法 おおた芸術交流プロジェクト
ota_geifes
（☎090－4707－0014羽倉
@yahoo.co.jp）へEメール
（記入例参照）。7
月31日必着
★華道展
▶︎ 日 時 11月19日 ㈯・20日 ㈰ 午 前10時 ～
午後5時
（20日は午後4時30分まで）
▶︎会場 大田区民プラザ

会場

費用

定員

申込方法

1人1瓶
▶︎ 申 込 方 法 大 田 区 華 道 茶 道 文 化 協 会
（ 〒144－0033東 糀 谷2－1－3高 橋 方 ☎
090－9977－4300）へ往復はがき（記入例
参照。流派も明記）。9月24日必着
★吹奏楽祭
▶︎日時 11月20日㈰午前11時～午後6時
▶︎会場 大田区民プラザ
区内のアマチュア合奏団体。1団体15分以内
▶︎ 申 込 方 法 大 田 区 吹 奏 楽 連 盟
（ 〒146－
0093矢口3－28－8－111小西方 ☎ 57
zt2m_kns@yahoo.co.jp）
41－1018
へ申込書（電話で請求）を郵送かFAXかEメー
ル。9月15日必着
★洋舞サークルフェスティバル
▶︎日時 令和5年2月23日㈷午後2時～7時
▶︎会場 大田区民プラザ
フラダンス、ジュニアダンス
（ストリート、
モダン）
、シニアダンス
（ジャズ、ベリー、バ
レエ）。社会教育関係団体であること
（要相
談）。出場料有り
▶︎ 申込方法 大田区洋舞サークル連盟
（☎
yobu.renmei
090－6499－0906福本
@gmail.com）へ 電 話 かEメ ー ル（ 記 入 例 参
照）。11月22日締め切り

問合先

Eメールアドレス HP＝ホームページ

