
小学3年生以上の方
9月11日、10月2日㈰午後1時30分～

4時
先着各10名
問合先へ電話

大森 海苔のふるさと館 
　☎5471－0333　 5471－0347

ワークショップ「勾
ま が た ま

玉づくり」
①9月10日㈯＝中学生以上の方②

9月11日㈰＝小学生以下の方と保護者　
※いずれも午前9時30分～正午、午後1
時30分～４時

350円
先着各16名
問合先へ電話

郷土博物館
　☎3777－1070　 3777－1283

障がいのある方のための教室
区内在住の障がいのある方と家族
①健康体操＝10月2日㈰午後1時30分

～3時②絵画＝10月6日㈭午前10時～正
午③パソコン＝10月16日㈰午後2時～4
時④編物＝10月17日㈪午前10時～正午
⑤俳句＝10月19日㈬午前10時～正午

さぽーとぴあ
先着①15名②④⑤20名③10名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
上池台障害者福祉会館

　☎3728－3111　 3726－6677

ポールウォーク教室（後期）
（6日制）

　ポールを使うことで姿勢や歩幅の改善
を図り、筋力アップを目指します。

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

10月6日、11月17日、12月1日、 令 和
5年1月19日、2月2日、3月2日㈭午後2時
～3時30分

六郷地域力推進センター
抽選で20名（前期に参加していない方

優先）
問合先へ往復はがき（記入例参照）。9

月9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

国民健康保険・後期高齢者医療
制度に加入している方へ

◆医療費の一部負担金の減免制度
　災害などの特別な事情で医療費を支払
えなくなった場合、一部負担金を免除か
減額することができます。　※収入が一
定基準以下であることや、減免期間など
の条件があります。
◆交通事故や傷害などに遭ったときは
　交通事故など第三者の行為によって受
けた傷病の医療費は、原則として加害者
が負担すべきものですが、届け出により
通常の傷病と同様に、国民健康保険、後
期高齢者医療制度を利用して医療機関で
治療を受けることができます。手続きは
次のとおりです。
●警察に届け出を
　交通事故で国民健康保険や後期高齢者
医療制度を利用するには、事故証明書が
必要です。必ず警察に届けましょう。
●治療を受けるときは問合先へ連絡を
　「第三者行為による傷病届（被害届）」の
提出が必要です。加害者と示談する前に
必ずご連絡ください。
※①酒気帯び運転や無免許運転などによ
るけが②雇われている方が仕事中や通勤
途中に病気やけがをし、労災保険が適用
される場合は、国民健康保険、後期高齢
者医療制度が利用できません

国保年金課
国民健康保険＝国保給付係
　☎5744－1211　 5744－1516
後期高齢者医療制度＝後期高齢者医療給
付担当
　☎5744－1254　 5744－1677

消費生活特別相談
1多重債務110番

区内在住・在勤・在学の方
9月5日㈪・6日㈫午前9時～午後4時

30分　※6日午後は弁護士相談有り（予
約制）
2高齢者被害

区内在住・在勤・在学で60歳以上の
契約当事者

9月12日㈪～14日㈬午前9時～午後4
時30分

◇1 2ともに◇
消費者相談専用電話（☎3736－0123）

へ電話
消費者生活センター

　☎3736－7711　 3737－2936

（仮称）大田区個人情報の保護に関す
る法律施行条例（素案）へのご意見

●意見募集期間　
8月22日～9月12日
●閲覧場所　区HP、問合先、区政情報
コーナー、特別出張所
●意見の提出方法　問合先へ郵送かFAX
か持参。電子申請も可

総務課情報セキュリティ対策担当
　☎5744－1150　 5744－1505

永年勤続従業員表彰
区内の同一中小企業に勤務し、企業が

属する団体が推薦する次のいずれかの勤
続年数に該当する方（団体未加盟企業に
勤務する方は事業主の推薦）
①工業関係＝15年②商業関係＝10年

9月1～30日に問合先へ
推薦書（問合先で配布。区
HPからも出力可）を郵送か
持参

産業振興課産業振興担当
　☎5744－1363　 6424－8233

ごみ分別アプリをご利用ください
　収集日のカレンダーやごみ分別事典、
お知らせ通知などの機能があります。

清掃事業課清掃
リサイクル担当
　☎5744－1628　
　 5744－1550

子育ての手続きは
オンライン申請が可能です

　児童手当・児童医療費助
成制度の各手続きはマイナ
ンバーカードを用いてパソ
コン、スマートフォンなど
からオンラインで申請でき
ます。

子育て支援課こども医療係　　
　☎5744－1275　 5744－1525

公園プール休場のお知らせ
（場内整備のため）

◆平和島公園プール
9月1日㈭～13日㈫

　☎3764－8424　 3764－0311
◆東調布公園プール

9月5日㈪・6日㈫
　☎3728－7651　 3728－2683
◆萩中公園プール

9月5日㈪～13日㈫
　☎3741－2155　 3742－2730

ものづくり体験
　詳細はお問い合わせください。

9月17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）。9

月14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

再就職支援セミナー
　就職活動の準備や心構え、応募書類の
書き方、面接の受け方をアドバイスします。

区内在住でおおむね55歳以上の方
8月31日㈬午後1時30分～4時
消費者生活センター
先着15名程度
問合先へ電話か来所。8月30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

災害ボランティア活動初めて講座������������
区内在住の方
9月9日㈮午後6時30分～8時
大田区社会福祉センター
先着30名
問合先へ電話かEメール（記入例参照）

（社福）大田区社会福祉協議会
　☎3736－5555　 3736－5590
　  voc@ota-shakyo.jp

海
の り す

苔簀づくり
　自然素材のヨシを使って、昔の海苔つ
けの道具を編みます。

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

詳細は 
コチラ▶

募　集

お知らせ

参加・催し

相　談

国保・後期高齢者医療

情報箱
暮 ら

し の 記入例はがきや
FAXなどの

❶催しなどの名称
❷〒住所
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

※費用が記入されていない催しなどは原則無料です

大田区報　令和 4 年 8 月 21 日号2 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

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

　お支払いについて、窓口と電話で相談をお受けします。
▶日時 夜間　9月8・22日、10月13・27日㈭午後7時まで
  ※国民健康保険の加入・脱退・保険証の再交付申請も受け付けています（本人確認と

証明書などが必要）
　　　　日曜　10月16日㈰午前9時～午後5時
 ※特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税（種別割）のみ
▶会場　区役所本庁舎4階
▶問合先 ●特別区民税・都民税＝納税課

　収納推進担当　☎5744－1205（令和4年度分のみ） 5744－1517
（共通）・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＝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

5744－1516
（共通） 〈 〈 詳細はコチラ

▶対象　区内在住の女性で①20歳以上
の方＝子宮頸がん検診②40歳以上の方
＝乳がん・大腸がん検診　
※令和5年3月31日時点の年齢
▶予約方法　予約専用サイトから予約。
専用ダイヤル（☎0120－489－044　
午前9時〜午後5時。土・日曜、休日を
除く）へ電話も可（先着順）。
10〜12月 実 施 分 ＝8月29日 午 前9時 か
ら、令和5年1・2月実施分＝11月28日午
前9時から受け付け

▶問合先　健康づくり課健康づくり担当
　☎5744－1265　  5744－1523

　職場などで検診機会のない区民の方を対象に、各種がん検診などを行って
います。集団検診は女性の医師や放射線技師が担当し、各がん検診対象年齢
であれば、複数の検診を同時に受診もできます。詳細はお問い合わせいただ
くか、区HPをご覧ください。

区施設などで女性の集団検診（子宮頸
けい
がん・

乳がん・大腸がん検診）を実施しています
集団
検診

6月中旬～下旬に対象
の方へ検診の案内を
郵送しています。子宮
頸がん・乳がん・大腸
がん検診は区内実施
医療機関でも行って
います。

夜間納付相談




