
日時  11月5日㈯・6日㈰
　　 午前10時〜午後4時（雨天決行）
会場  ボートレース平和島、平和島公園

日程  11月3日㈷ 〜 12月4日㈰ 
参加方法  お店や観光スポットに直接訪問
　詳細は特設サイトをご覧ください。

アクセス

新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントなどを中止・縮小せざるを得ない状況が続いてきました。
こんな時だからこそ、感染症に配慮しながらみんなが元気になるイベントを開催します。
基本的な感染症対策とそれぞれのイベント独自のルールを守って参加しましょう。

●�平和島駅から徒歩15分
●�臨時無料バス　蒲田駅東口・
　大森駅東口から運行
●�ボートレース平和島駐車場
　約1,000台

〈〈詳細は
コチラ

ごちそうストリート 太陽のストリート友好都市
交流コーナー

ミニ新幹線

今年は新型コロナウイルス感染症対策として、2つのエリ
アに規模を縮小しつつ開催します。3年ぶり、33回目となる
OTAふれあいフェスタにぜひご来場ください！

今年も区内全体を一つの会場として、「三國志」をモチーフ
に開催します。お店や観光スポットを訪れて、大田区ならで
はの魅力を体験してみませんか。

▶問合先　文化振興課文化振興担当
　 　　 ☎5744－1226　  5744―1539

▶問合先　（公財）大田区産業振興協会
　　　 ☎3733－6476　  3733－6459
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OTAふれあいフェスタの感染症対策ルール
●マスクの着用や入場口での検温・消毒にご協力ください
●�発熱などで体調が優れない方や、会場での検温時に
37.5℃以上の方は、入場をお断りする場合があります

●飲食は、飲食専用エリアのみで可能です

スマートフォンを使ってデジタルスタンプラリーに参加しよう！
「おおたをめぐる！スマホdeスタンプラリー」
●�スポットを10か所巡るか、１店舗で商品・サービスを購
入すると、テーマパークチケットや区内共通商品券、三
國志風はねぴょんぬいぐるみなど豪華な賞品が当たる抽
選に申し込みできます
●�蒲田から羽田空港までの地域で「レトロ」をテーマとした
アナログスタンプラリーも開催
●�特設サイトでは、参加店自慢の特選商品を購入できます

3 年ぶりの開催 商いと観光のコラボレーション

OTAふれあい
フェスタ 2022

おおた商い・観光展 2022
―あきない三

さんごく

國志
し

―　

感染症対策をしながら参加！

©大田区

お店では日本工学院専門学校の学生が
作ったアート作品に出会えるぴょん。
まちを歩いて、はねぴょん健康ポイ
ントの特典もゲットするはね～

すてきなお店や観光スポットが盛りだくさん

オリジナルイラスト
クッキー

伝統の技術
蒲田切子

こだわりの本格
イタリアン

羽田イノベーション
シティ

安全・安心にイベントを楽しむために、特に次の3つの
ポイントに気を付けて参加しましょう。

みんなで取り組もう！基本的な感染症対策

1 2 3人と会話するときや、混
雑するところではマス
クを着用しよう

こまめに手洗い、手指消
毒をしよう

体調をチェックし、症状
があるときは外出を控
えよう

水のエリア 太陽のエリア

〈〈
特設サイトは

コチラ

地域力・国際都市　おおた
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出などを目的として、公民
連携で社会実験（各種イベン
トやキッチンカーなど）を行い
ます。

10月22日㈯・23日㈰、11月
12日㈯・13日㈰午前10時〜午後6時

ソラムナード羽田緑地
空港まちづくり課空港まちづくり担当

　☎5744－1650　 5744－1528

菊花展示会
　区民の皆さんが育てている菊を展示し
ます。

10月29日㈯〜11月13日㈰午前9時〜
午後4時30分（入園は午後4時まで）　
※期間中、休園はありません

池上梅園
●入園料　100円（15歳以下は20円）
※65歳以上、5歳以下、障がいのある方
などは無料（要証明）

地域基盤整備第一課管理係
　☎5764－0629　 5764－0633

大田区在住作家美術展
　区内を拠点とする美術家たちの作品
を展示します。出品作家によるチャリ
ティーオークションなども行います。

10月29日㈯〜11月5日㈯午前10時〜
午後6時（5日は午後3時まで）

大田区民プラザ
（公財）大田区文化振興協会

　☎3750－1611　 3750－1150

新井宿地区福祉と文化と医療の
まちのスペシャルデー

　新井宿福祉園による自主生産品の販売
や、車椅子体験など、楽しみながら地域

大田区SDGs推進会議
区内在住・在勤の方
10月25日㈫午後4時〜6時
区役所本庁舎2階
先着10名程度
当日会場へ 
企画課政策・企画担当

　☎5744－1444　 5744－1502

ひきこもり支援室出張相談会
　専門の相談員と保健師が、ひきこもり
の悩みを抱える本人や家族のお話を伺い
ます。

①11月30日㈬＝蒲田地
域庁舎②12月14日㈬＝調布
地域庁舎　※いずれも午後1
時〜4時

先着各6組
問合先へ電話かEメール（記入例参照）

※空きがある場合は当日受け付け
ひきこもり支援室SAPOTA

　☎6459－6715　 6459－6714
　 contact@sapota.or.jp

大田文化の森運営協議会
コーディネーター

　区民が企画する講座・イベントなどの運
営を調整・支援します。詳細は問合先HP
をご覧ください。

区民活動に理解があり、文化・芸術活
動の支援に熱意がある方

選考で若干名
問合先へ履歴書を郵送か持参。10月

31日必着
大田文化の森運営協議会

（〒143－0024中央2－10－1大田文化の
森4階）
　☎3772－0770　 3772－0704

区営・都営住宅の入居者
　詳細は募集案内（11月1〜10日に区役
所本庁舎1階、特別出張所、大田区住宅
管理センターで配布）をご覧いただくか、
お問い合わせください。
●募集住宅

①家族向住宅②単身者向住宅③若年夫
婦・子育て世帯向住宅（定期使用住宅）④
居室内で病死などがあった住宅⑤車いす
使用者世帯向住宅
※①②区営・都営③④都営⑤区営

区営住宅＝大田区住宅管理センター
　☎3730－7325
都営住宅＝東京都住宅供給公社都営住宅
募集センター
　☎3498－8894

公共職業訓練1月入校生
（板金溶接科・施設警備科）

11月22日までにハローワークへ必要書
類を持参。詳細はお問い合わせください

都立城南職業能力開発センター大田校
　☎3744－1013　 3745－6950

高齢者の就職支援
1 予約制・再就職支援セミナー

10月31日㈪
①応募書類の書き方=午前10時〜正午
②面接体験=午後1時〜3時

消費者生活センター
2 就職相談会 in あすと

11月10日㈭午前10時〜午後3時 
※1人30分程度

コミュニティホールあすと(蒲田4－
15－1)
3 予約制・合同就職面接会
　高齢者の採用を積極的に行う企業（10
社程度）とその場で面接ができます。　
※面接を受ける企業分の写真付き履歴書
を持参。求人内容は10月25日から問合
先で閲覧可

11月15日㈫午後1時30分〜4時
産業プラザ

◇1 〜3 いずれも◇
おおむね55歳以上の方
先着1各15名 220名程度 370名
問合先へ電話か来所。1 10月28日

3 11月14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

社会教育指導員
　詳細は区HPをご覧ください。
●申込期限　11月4日必着
●任用期間　 ①令和5年1月1日〜3月

31日②令和5年4月1日〜6年3月31日
地域力推進課区民協働・

生涯学習担当
　☎5744－1443
　 5744－1518

区の施策に関するお知らせ
◆主要施策の成果の公表
　「新おおた重点プログラム」の令和3年
度の実績と決算額を公表しています。
●閲覧場所　区HP、問合先、区政情報
コーナー、図書館など

企画課政策・企画担当
　☎5744－1735　 5744－1502
◆区の施策検証などの参考とするために
意識調査を実施します
　11月中旬、無作為に選定した18歳以上
の方（4,000名）と中学生、高校生と未就学
児、小学生の保護者（2,000名）に調査票を
郵送します。ご協力をお願いします。

企画課政策・企画担当
　☎5744－1444　 5744－1502
◆区の現状を把握し、課題を抽出するた
めのアンケートを実施します
　11月中旬、無作為に選定した18歳以
上の方（4,000名）にアンケートを郵送し
ます。ご協力をお願いします。

企画課政策・企画担当
　☎5744－1735　 5744－1502

ソラムナード羽田緑地�
水辺の社会実験�����������

　多摩川の水辺空間におけるにぎわい創
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※費用が記入されていない催しなどは原則無料です
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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　11月10・24日、12月8・22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　11月20日、12月18日㈰午前9時〜午後5時
 ※12月18日は特別区民税・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（普通徴収）、軽自動車税（種別割）＝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（納付相談）　☎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）

夜間・日曜納付相談

▶問合先　防災危機管理課防災危機管理担当
　☎5744－1634　  5744－1519

　区内の交通事故発生件数は年々減少傾向に
ありますが、自転車が関係する割合は依然と
して高く推移しています。自転車安全利用五
則を遵

 じゅん
守
しゅ
し、「ながら運転」はやめましょう。

　盗まれた自転車の多くは鍵がかけられていません。また、駐輪場や自宅
敷地内の被害も少なくありません。自転車には、必ず鍵をかけてください。
違う種類の鍵を2つ以上かけると効果的です。

自転車の盗難に注意しましょう！

●�重大事故の加害者・被害者となる危険性が高まります。自転車乗
用中のスマートフォン操作は絶対にやめましょう
●�雨天時にやむを得ず自転車を使用する際は、傘を使用せずレイン
コートを着用しましょう

▶問合先　都市基盤管理課交通安全・自転車総合計画担当
　☎5744－1315　  5744－1527

ながら運転

自転車の安全利用

①自転車は、車道が原則、歩道は例外　（※）
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
　飲酒運転・2人乗り・並進の禁止
　夜間はライトを点灯
　交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
⑤子どもはヘルメットを着用

自
転
車
安
全
利
用
五
則 （※）自転車が歩道を通行できるのは、次のとおりです

　　●道路標識などで指定された場合
　　●�運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方
　　●道路工事や車道が交通混雑で危険な場合
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（公財）大田区スポーツ協会の催し
▶�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/

▶�対象　区内在住・在学の小学生
▶�日程　12月11日㈰
▶�会場　馬込・大森第十中学校
▶�申込方法　10月22日〜11月4日に大田区バドミントン協会HPから申し込み

◆11月の個人開放
▶費用　1利用区分（3時間）300
円　※バスケットボールは1時
間30分で入れ替え
▶定員　種目ごとに異なりま
す(先着順)
▶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

種目 日程 実施時間
午前 午後1午後2 夜間

バスケットボール
11月9日㈬

― ― ―

○バドミントン
○ ○ ○

卓球 11月16日㈬

大田区総合体育館のスポーツ教室など

東京 2020 大会レガシー事業 大田区ランニング教室

教室番号・教室名 対象 日程 時間

月
①親子フィットリトミック 1歳

11月7日
午前10時30分〜11時30分

②フラダンス

高校生以上の方

午後3時〜4時

火
③ピラティス

11月8日
正午〜午後1時

④アロマヨーガ 午後6時30分〜7時30分

水
⑤親子で体操名人 2・3歳

11月9日
午前9時〜10時

⑥ベリーダンス 高校生以上の方 午前11時〜正午

木
⑦よちよち親子体操 1歳

11月10日
午前9時〜10時

⑧ジャズダンス

高校生以上の方

午前11時45分〜午後0時45分

金
⑨はじめてエアロ

11月4日
午前11時〜正午

⑩STEP初級 午後0時30分〜1時30分

▶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　https://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。
◆スポーツ教室ワンコイン体験

　ハーフマラソン元日本記録保持者の講師から、走り方などのアドバイスを受け
ながら多摩川緑地のランニングコースを走ります。詳細は区HPをご覧ください。
▶�対象　18歳以上の方
▶�日時　11月23日㈷午前10時〜11時30分
▶�会場　多摩川緑地（西六郷四丁目地先）
▶�定員　先着20名
▶申込期限　11月11日
▶問合先　スポーツ推進課スポーツ推進担当
　☎5744－1441　 5744－1539

▶�費用　500円
▶申込方法　問合先へ電話か来館

種目 日程 会場
玉入れ競技 11月20日㈰ 大森スポーツセンター

バスケットボール
（小学4年生以下） 令和5年1月4日㈬ 大田区総合体育館

◆区民スポーツ大会

◆ジュニアバドミントン大会

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

の福祉にふれあいます。詳細は区HPをご
覧ください。

11月3日㈷午前10時〜午後3時
大田文化の森、さぽーとぴあ
新井宿特別出張所

　☎3776－5391　 3776－3368

洗足区民センターの催し
1 ウクライナ～プーチン・
ロシアの背景にあるもの～

①11月5日㈯＝ソ連崩壊
「私たちはいったい何者な
のか？」②11月12日㈯＝ロ
シアとは？「ノヴォロシア」への道　
※いずれも午後2時〜3時30分
2 四季を彩るおとなの折り紙教室「冬」
～クリスマスリース～

11月24日㈭午後1時30分〜5時
500円

3 美の探究　陶磁器の魅力～ヨーロッ
パの陶磁器から知る、もう一つの美術～

11月26日㈯午後2時〜3時30分
4 美の探究　ドイツの博物館建築をた
のしむ 

12月10日㈯午後2時〜3時30分
◇1 〜4 いずれも◇

区内在住の1 3 4 高校生以上 218
歳以上の方

先着各20名
問合先へ電話か来所。110月22日

210月25日 310月31日 411月18日 か
ら受け付け　

洗足区民センター
　☎3727－1461　 3727－1462

絵本de国際交流
　さまざまな国の小さな子ど
もたち向けに英語の絵本の
読み聞かせや、保護者同士
での交流を行います。

未就学児と保護者
11月13日㈰午前10時〜11時30分
Minto Ota（おおた国際交流センター）

抽選で15組程度
問合先HPから申し込み。11月3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

①11月16日㈬＝カムカム新蒲田（新
蒲田一丁目複合施設）②12月23日㈮＝エ
セナおおた　※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）。②

11月24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

大森�海
の り

苔のふるさと館の催し
1 海苔つけ体験
　乾

ほ

し海苔づくりを体験します。
小学生以上の方
11月23日㈷、12月4日㈰午前10時〜

11時30分
2 大森の伝統を学ぶ海苔つけ体験
　講義付きで、乾し海苔づくりを体験し
ます。

小学3年生以上の方
11月27日、12月11日㈰午前10時〜

正午
◇1 2ともに◇

先着各20名
問合先へ電話

大森 海苔のふるさと館 
　☎5471－0333　 5471－0347

大田校「技能祭」
　工作教室、実演コーナー、生徒作品展
示など。今年は大田・品川の合同で開催
します。

11月23日㈷午前10時〜午後3時
都立城南職業能力開発センター（品川

区東品川3－31－16）
当日会場へ
 都立城南職業能力開発センター大田校

　☎3744－1013　 3745－6950

消費者講座
「知っておきたい相続税・贈与税」

区内在住・在勤・在学の方
11月25日㈮午後2時〜4時
先着30名
問合先へ電話　※土・日曜、休日を除く

消費者生活センター
　☎3736－7711　 3737－2936

笑って撃退！騙
だ ま

されないぞ！
特殊詐欺

●特殊詐欺被害防止公演
●落語家・立川志ら乃による特殊詐欺防
止の創作落語

12月14日㈬午後2時〜3時30分
大田区民プラザ
先着350名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。

電子申請も可
消費者生活センター

　☎3736－7711　 3737－2936
▲

詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

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

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。

3大田区報　令和 4 年 10 月 21 日号はがきやFAXなどの記入例　 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

▶対象　区内にある一般家屋（営業用施設は除く）で、今年度初めて依頼する方
▶派遣日　火・木曜（1日4件まで先着順）
▶申込方法　問合先へ電話
▶問合先　生活衛生課環境衛生担当
　☎5764－0694　  5764－0711

◆専門業者を派遣し、自身でできる侵入口の探し方やふさぎ方を助言します
　※ネズミの駆除は行いません

◆ネズミ対策のポイント
　穴や隙間があれば、金属たわし、折りたたんだ金網やパテなどをつめ、
侵入口をふさぎましょう。

　ネズミは2.5cm以上の隙間があれば侵入可能で、一度侵
入してしまうと繰り返し出没します。最も効果的な対策は、
ネズミの侵入口を探してふさぐことです。

ネズミの被害を防ぎましょう

▲詳細はコチラ

①床下の通風口の隙間

②建物基礎と壁の間の隙間
③ガス管、水道管などの壁の
　貫通部分

建物の外側から探す侵入口

①�台所のガス台、流し台や換気扇
周りの隙間
②エアコンの配管周りの隙間
③押入の天板が
　ずれてできる
　隙間

部屋の内側から探す侵入口

▲
詳細はコチラ

大田区バドミントン協会 HP は
コチラ▶︎



バスツアー

に泊まるバスツアーに泊まるバスツアー

バスツアーバスツアー

▶問合先　地域力推進課区民施設担当 
　☎5744－1229　 5744－1518        

▶対象　代表者が区内在住・在勤の方
▶日程　12月17日㈯・18日㈰(1泊2日)
▶費用　28,100円(小学生以下は26,000円)から
▶定員　抽選で23名
▶問合先　休養村とうぶ（長野県東御市和6733－1）
　☎0268－63－0261

▶対象　小学生とその家族
▶日程　令和5年1月28日㈯・29日㈰（1泊2日）
▶費用　13,500円（小学生は9,600円、未就学児
は8,300円）から
▶定員　抽選で10名
▶問合先　伊豆高原学園

（静岡県伊東市八幡野1154－3）
　☎0557－48－7815

　宿泊中に自宅でも使えるバーベキューの技やレシピを、
プロのインストラクターが紹介します。

桔梗信玄餅工場テーマパークと
北八ヶ岳ロープウェイツアー

プロに教わる!親子でBBQクッキング

バーベキューメニュー例

北八ヶ岳ロープウェイ
（写真提供：北八ヶ岳ロープウェイ）

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

伊豆高原学園に泊まる

　

▶問合先　環境計画課計画推進・温暖化対策担当
　☎5744－1625　 5744－1532      

　食品ロスを減らすため、野菜を使いきれるレシピ動
画を大田区チャンネル（ＹｏｕＴｕｂｅ）で公開しています。
動画視聴後、アンケートに回答すると先着100名に限
定はねぴょんグッズをプレゼントします。

▲
詳細は
コチラ

▶対象　高校生以上の方
▶会場　大森ふるさとの浜辺公園
▶定員　抽選で各10名
▶申込方法　問合先へ往復はがきか
FAXかEメール(2面記入例参照。希
望日時、性別、身長、体重も明記)。
開催日の14日前（土・日曜、休日の
場合は翌営業日）必着
▶問合先　(一社)大田観光協会
(〒144－0035南蒲田1－20－20)
　☎3734－0202　 3734－0203
　 oca2010@o-2.jp

10月は「食品ロス削減月間」です

エコレシピに挑戦！！
ま る ご と 野 菜 の

　感染性胃腸炎は、冬季に流行する代表的な感染症
ですが、最近は1年を通じて発生がみられます。ノロ
ウイルスが原因の場合、施設や学校などで集団発生
する事例も多いため、特に注意が必要です。

＜主な症状＞
　�　おう吐、下痢、腹痛です。重症化することは少ないですが、乳幼児や高齢者が感染した場合、
脱水症状を起こすことがあります。症状があるときは早めにかかりつけ医を受診しましょう。
症状がなくなっても、2週間程度、便中にウイルスを排出するといわれています。
＜予防のポイント＞
　�　食事の前やトイレの後にはせっけんと流水で30秒以上手を洗うことを習慣づけましょう。
カキなどは生食を避け、十分加熱（85～90℃で少なくとも90秒間）してから食べましょう。
＜おう吐物の処理＞
　�　使い捨ての手袋やマスクを着用してペーパータオルなどで処理し、ビニール袋などに密封
して捨てましょう。汚染された場所は塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）で消毒が有効で
す(アルコール消毒は効果がありません)。処理後は十分に手を洗いましょう。

▶問合先　感染症対策課感染症対策担当  ☎5744－1263　 5744－1524        

ノロウイルスなどによるノロウイルスなどによる
感染性胃腸炎に感染性胃腸炎に
ご注意を！ご注意を！

シーカヤックスクール＆ツーリング体験教室

キャンペーン期間
10月31日まで

教室名 日時 費用

1シーカヤック・
　ツーリング（半日）

11月12日㈯・23日㈷、
12月17日㈯・18日㈰
①午前10時～正午
②午後１時～３時

6,000円

21dayシーカヤック・
　ツーリング

11月19日㈯、
12月24日㈯・25日㈰
午前10時～午後3時

9,000円

3シーカヤック・
　スクール

12月10日㈯・11日㈰
①午前10時～正午
②午後1時～3時

5,000円

▶︎詳細はコチラ

●自宅療養中で体調に不安がある・
　一般相談をしたい方

●症状がある・感染が疑われる方

大田区相談センター
（月～金曜、午前9時～午後5時　※休日を除く）　
☎5744－1360　■FAX5744－1524

(医療機関紹介専用※２)
☎6732－8864  ☎6630－3710  
☎6636－8900

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

●区への一般相談をしたい方
大田区新型コロナ特設相談ダイヤル
(月～金曜、午前9時～午後5時　※休日を除く)　
☎0120－585－038

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については、区HPをご覧ください。

東京都発熱相談センター　
☎5320－4592(※1・2)　☎6258－5780(※1・2)

▲
詳細はコチラ

 ☎6629－6342　■FAX5744－1574

大田区新型コロナワクチン接種
コールセンター
（月～土曜、午前8時30分～
午後5時15分　※休日を除く）

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

オミクロン株対応ワクチンについて

陽性と診断された方・濃厚接触者へのお知らせ

相談窓口
　オミクロン株対応ワクチン接種
を実施しています。詳細は区HP、
区報臨時号をご覧ください。

　9月26日から医師の届け出の
対象となる方が限定されていま
す。詳細は区HPをご覧ください。

▲
予約方法などは
コチラ

▲
詳細はコチラ (※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

▲
オミクロン株
対応ワクチンに
ついてはコチラ

感
染
経
路

　主に経口感染です。ノロウイルスは感染力が非常に強く、ごく少量のウイルスで
も感染します。
●ウイルスを取り込んだカキなどの二枚貝を生や不十分な加熱で食べたとき
●感染した人が十分に手を洗わず調理した食品を食べたとき
●�感染した人の便やおう吐物（乾燥した場合も含む）を処理した手指を介して口に
入ったとき

参加者
募集中

4 大田区報　令和 4年 10月 21日号

次号の区報は 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。11 月1日号 人生100年

健康寿命延伸プロジェクト！特集

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。

はねぴょん
Ⓒ大田区

「児童虐待防止」パネル展

㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷
㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷

1月9日㈭～1月14日㈫ 正午日 区役所本庁舎1階会
子ども家庭支援センター相談調整担当　☎6410－8551　　 3763－0199問 FAX

ぴったりサービス 検索

おしごとナビ大田区

■問東京都聖火ランナー選考事務局
　☎6277－2459

詳細はコチラ▶

●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

■問大田区社会福祉協議会　☎3736－2023  　   3736－2030FAX

みんなで取り組もう
感染対策




