
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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写真展「ウクライナ難民から考える
戦争と平和」

9月30日㈮まで
エセナおおた

　☎ 3766－4586
5764－0604

企画展「新収蔵品展
昭和から令和へ受け継ぐ道具たち」
海
の

苔
り

づくりに関連する資料や写真を展
示します。
8月16日㈫～11月20

日㈰午前9時～午後5時
（8月は午後7時まで）

大森 海苔のふるさと館
　☎ 5471－0333　 5471－0347

子育てママのための
再就職準備セミナー

ハローワークで求職申し込み（当日
可）をした区内在住の子育て中の方
9月7日㈬午後2時～3時
エセナおおた
抽選で12名　※保育（生後3か月以上

の未就学児5名まで）有り
問合先へ電話。8月31日締め切り
ハローワーク大森

　☎ 5493－8612　 5493－1427

尿もれ予防体操と筋力アップ教室
　尿もれが気になる方だけでなく尿もれ
予防に関心がある方も参加できます。
区内在住で、要介護認定を受けていな

い方
9月8・29日㈭午後2時～3時30分
蒲田地域庁舎
先着各20名
問合先へ電話
蒲田地域福祉課高齢者地域

支援担当
　☎ 5713－1508　 5713－1509

講座「韓流ポジャギアートを極める」
　韓国のポジャギ（伝統的なラッピング
クロス）でいろいろな包み方や結び方を
学びます。完成した作品は持ち帰りでき
ます。
9月10日㈯午後2時～3時15分
2,500円
先着15名
問合先へ電話か来所。申込書（問合先

HPから出力）をFAXも可。8月21日締め
切り

カムカム新蒲田（新蒲田一丁目複合
施設）
　☎ 3733－2222　 6715－7191

自然観察会
「干潟の生き物とふれあおう！」
9月11日㈰午前10時～正午
大師橋干潟（萩中集会所集合）
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。8月24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

認知症予防朗読講座（10日制）
　朗読は脳を活性化し、認知症予防が期
待できます。
次の全てに該当する方

①区内在住の65歳以上で医師から運動
制限を受けていない
②地域で朗読活動を希望する
9月～令和5年1月の第2・4火曜（初回

は9月13日）、午後1時30分～3時
池上会館
700円
抽選で20名
問合先へ往復はがき（記入例参照。生

年月日も明記）。8月29日必着
高齢福祉課高齢者支援担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎ 5744－1624　 5744－1522

発達障がいを学ぼう
お子さんの発達が気になる方、お子さ

んの支援に携わる方
9月11日㈰午前10時～正午
先着35名
問合先へ電話。8月12日から受け付け
さぽーとぴあ

　☎ 6429－8524　 6429－8545

外国につながりがある小学生向け
「こども学習支援教室」（10日制）
区内在住、在学の外国につながりがある

小学3年～6年生で、日本語を勉強中の方
9月14・21・28日、10月12・19日、

11月2・9・16日、12月7・14日 ㈬ 午
後4時～5時30分
Minto Ota（おおた国際交流センター）
3,000円
先着10名
問合先HPから申し込み。9月2日締め

切り
（一財）国際都市おおた協会
　☎ 6410－7981　 6410－7982

出前講座「親子で遊ぼう！」
1・2歳のお子さんと保護者
①9月16日㈮＝田園調布せせらぎ

館②10月7日㈮＝羽田文化センター
※いずれも午前10時～11時30分
先着各15組
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。①

8月12日②9月7日から受け付け
子ども家庭支援センター地域子育て推

進係　☎ 5753－1153　 3763－0199

おおたビーチバレーボール
フェスティバル

9月17日㈯
①2022ブラジル大使館杯ビーチバレー
ボール大会の観戦＝午前9時～午後4時
②オリンピアンと触れ合うビーチバレー
ボール体験会＝午後1時～1時45分
大森東水辺スポーツ広場

ビーチバレー場
②先着25名
当日会場へ
スポーツ推進課スポーツ推進担当

　☎ 5744－1441　 5744－1539

やぐちの元気アップ教室
（後期・10～3月）

　家庭でできる簡単なストレッチや体操
を習慣化することで、身体状況の改善や
維持を目指します。
区内在住の65歳以上で医師などから

運動制限を受けていない方　
※前期を受講した方を除く
10月～令和5年3月の第2・4木曜（初

回は10月13日）、①午前10時～10時30
分②午前10時45分～11時15分　
※時間指定不可
矢口区民センター
抽選で各10名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。9

月26日必着
高齢福祉課高齢者支援担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎ 5744－1624　 5744－1522
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入新井　☎ 3763－3633　 3763－3781

★なるほど塾「山村竜也が語る江戸の四季の暮らし」
　歴史作家の解説で江戸の
1年をたどり、暮らしの知恵
や工夫を学びます。

蒲田　☎ 3738－2459　 3736－9782

★三橋　昭の幻視原画展
▶ 日程　9月18日㈰～24日㈯　※ギャラリートーク有り

　レビー小体型認知症当事者による幻視の原画展

各図書館の催し ※会場の記載がないものは各館で

休館のお知らせ
（特別整理のため）

図書館 休館期間 問合先
羽田 9月5日㈪～10日㈯ ☎ 3745－3221　 3745－3229
多摩川 9月12日㈪～17日㈯ ☎ 3756－1251　 3756－1745

▲ 
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。

▶ 定員　先着各10名　※保育有り
▶ 申込方法　問合先へ電話。8月12日午前9時から受け付け

親支援プログラム
子育ての不安を解消しませんか？ 

対象 日程 時間 会場・問合先
初めてのお子さんが1歳
5か月～2歳4か月の母親

10月21日～11月25日
の金曜（6日制）

午前
10時
～正午

蓮沼児童館
☎ 3738－9449

初めてのお子さんが生後
8か月～1歳6か月の母親

10月25日～11月29日
の火曜（6日制）

東糀谷児童館
☎ 3745－5155

11月30日～12月14日
の水曜（3日制）

大森中児童館
☎ 3761－7749

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

▶問合先　戸籍の全部・個人事項証明書＝戸籍住民課戸籍住民担当
　☎ 5744－1183　 5744－1509
住民票の写し、印鑑登録証明書＝戸籍住民課戸籍住民担当
　☎ 5744－1185　 5744－1701
住民税証明書＝課税課課税担当　☎ 5744－1192　 5744－1515

▶問合先　戸籍住民課戸籍住民担当　☎ 5744－1185　 5744－1701

内容
戸籍届出の受領（埋火葬許可証の発行含む）　※1・6
住民異動届出書（転入・転出・転居など）の預かり　※1～4
印鑑登録・廃止・登録証亡失届書の預かり　※1・3
戸籍の全部・個人事項証明書　※5
住民票の写し　※2
住民票記載事項証明書　※2
戸籍の附票の写し　※5
印鑑登録証明書
住民税証明書

※1 預かりのみ。翌開庁日以降に審査・処理を行います　
※2 本人、同一世帯員からの届け出・請求のみ取り扱い
※3 日本国籍の方の届け出のみ
※4 国外からの転入届を除きます
※5 本人、同一戸籍の方からの請求のみ。電 算化されたものに限る
※6 戸籍住民窓口の開庁時間外は宿直室での預かり

　区役所本庁舎1階の戸籍住
民窓口では、右表の業務を取
り扱っています。
▶ 夜間　月・木曜、午後7時
まで（休日、年末年始を除く）
▶ 日曜　午前9時～午後5時
（年末年始を除く）

夜間・日曜窓口

　戸籍や住民票の証明書は、郵送でも請求することができ
ます。遠方にお住まいの方や、仕事の都合などで受付時間

内に窓口へお越しいただけない方は、郵送請求をご利用ください。詳細は、区HP
をご覧いただくかお問い合わせください。
▶問合先　戸籍住民課戸籍住民担当（〒144－8621大田区役所）

5744－1701（共通）　戸籍＝☎ 5744－1233　住民票＝☎ 5744－1676

郵送での請求

　マイナンバーカードをお持ちの方は、全
国の主なコンビニエンスストアに設置されて

いるマルチコピー機で、下表の証明書を発行できます。令和3年10月5日から、住民
登録が区外の方でも、区内に本籍があれば戸籍証明書を発行できるようになりました。
発行するには要件があり
ますので、詳細は区HP
をご覧いただくかお問い
合わせください。

内容 発行時間※ 手数料

戸籍の全部・個人事項証明書 午前9時～午後5時（土・日
曜、休日、年末年始を除く）400円

住民票の写し
午前6時30分～午後11時
（年末年始を除く） 250円印鑑登録証明書（印鑑登録を

している方のみ）
住民税証明書

コンビニエンスストアでの発行

※システムメンテナンスの
ためサービスを停止するこ
とがあります

住民票の写しなどは夜間・日曜窓口や郵送でも請求できます

▲ 
詳細はコチラ

▶日時　9月11日㈰午後2時～3時40分
▶会場　入新井集会室
▶定員　先着60名
▶申込方法　問合先へ電話か来館


