
郷土博物館の休館
12月26日㈪～令和5年1月6日㈮

※展示替えのため
　☎3777－1070　 3777－1283

明るい選挙ポスター展
　区内在住の小・中学生、高校生が描い
た選挙に関するポスターを展示します。

12月20日㈫～27日㈫
区役所本庁舎3階
選挙管理委員会事務局選挙担当

　☎5744－1462　 5744－1540

　
ぴよたまクラブde
えほんのじかん

　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

11月26日㈯午後2時～3時
先着10組
当日会場へ

エセナおおた　
　☎3766－4586　
　 5764－0604

山王草堂・尾﨑士郎記念館
ギャラリートーク

12月3日、令和5年1月7日、2月4日、
3月4日㈯①午前11時～正午②午後1時
～2時

山王草堂記念館（尾﨑士郎記念館解散）
先着各10名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
龍子記念館

　☎ 3772－0680

ものづくり体験
　詳細はお問い合わせください。

12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）。

12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

歳末たすけあい・地域ふれあい募金
　12月1～31日に自治会・町会の協力の
もと実施します。募金は、在宅で重度の
障がいのある方などへの見舞金やボラン
ティア活動など、地域福祉の推進に活用
します。

（社福）大田区社会福祉協議会
　☎3736－2023　 3736－2030

国民健康保険の資格喪失後の
医療費返還

　勤務先の健康保険に加入した方や区外
に転出した方は、必ず大田区の国民健康
保険をやめる届け出をして保険証を返却
してください。資格がない期間に大田区
の国民健康保険証で医療機関を受診した
場合、区が負担した医療費を返還してい
ただき、ご自身で加入先の健康保険など
に請求することになります。
　新しい保険証の交付前に受診するとき
は、手続き中の健康保険などに相談し、
医療機関の窓口へ手続き中であることを
伝えてください。

国保年金課国保給付係
　☎5744－1211　 5744－1516

葬祭費の支給
国民健康保険（社会保険から国民健康

保険に切り替わった場合は3か月以上加
入）か後期高齢者医療制度へ加入中に亡
くなった方の葬祭費を支払った方
●支給額　70,000円
●申請期間　葬儀の翌日から2年以内

問合先へ申請書（亡くなった方の遺族
などへ送付）と必要書類を郵送か持参

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

PiOデザイン工房
　専門のデザイナーが要望を聞きながら
HPやチラシなどの作成を支援します。

区内中小企業など
月～金曜（休日、年末年始除く）、①午

前10時～11時30分②午後1時～2時30
分③午後3時～4時30分

産業プラザ
１回7,700円
問合先HPから申し込み。

問合先へ申込書（問合先HP
から出力）をFAXも可

（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6144　 3733－6459

23区合同説明会・技術職採用
フォーラム

　各区・組合の特色や業務内容などを紹
介します。事前の申し込みが必要です。
詳細は問合先HPをご覧ください。

特別区職員採用試験・選
考の受験希望者

令和5年1月15日㈰午前10
時～午後4時

立教大学池袋キャンパス
（豊島区西池袋3－34－1）

11月30日～12月12日に問合先HPか
ら申し込み

特別区人事委員会事務局任用課
　☎5210－9787　 5210－9708

大田区手話通訳者登録選考試験
●試験日　令和5年1月15日㈰
●選考方法
一次試験＝読み取り問題・
筆記問題
二次試験＝表現問題・面接

区内で通訳活動のできる
次のいずれかに該当する20歳以上の方
①区主催の手話講習会上級課程を修了
②上記①と同等の講習会を修了したか、
修了と同等の技術があると認められる

問合先へ申込書（区HPから出力。問合

先へ請求も可）を郵送。12月21日必着
さぽーとぴあ

　☎5728－9134　 5728－9136

大田区緑の基本計画グリーンプラ
ンおおた（改定素案）へのご意見

　詳細は区HPをご覧ください。
●閲覧・募集期間　
12月12日まで

都市計画課計画調整担当
　☎5744－1333　
　 5744－1530

東京都市計画用途地域等の変更に
関する都市計画変更案の縦覧

●縦覧・意見書の募集期間
12月１～15日消印有効
●意見書の提出方法　
問合先へ郵送かFAXか持参
●縦覧場所　問合先

都市計画課計画調整担当
　☎5744－1333　 5744－1530

大田文化の森運営協議会
運営委員

　詳細は問合先HPをご覧ください。
●申込期限　12月21日必着

大田文化の森運営協議会
　☎3772－0770　
　 3772－0704

就学通知書を送付します
　４月に区立小・中学校に入学するお子
さんの就学通知書を12月1日に発送しま
す。次のいずれかに該当する方などは手
続きが必要です。詳細は区HPをご覧く
ださい。

①指定校以外の学校へ入学希望②私立
学校などに入学予定③区外の市区町村立
学校へ入学予定

学務課学事係
　☎5744－1429　 5744－1536

政治家の寄附はNO!
　政治家の寄附は禁止されています。「贈
らない」「求めない」「受け取らない」の「三
ない運動」を進めましょう。

選挙管理委員会事務局選挙担当
　☎5744－1462　 5744－1540

▲
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▲
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▲
詳細はコチラ

▲
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▲
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▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ
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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
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▶申込期間　11月22日～12月23日
▶申込方法　お住まいの地域を管轄する地域福祉課へ事前電話の上、来所

●下表の区立施設は、利用申し込みを随時受け付けています

▶申込・問合先　地域福祉課令和5年4月からの
障がい者通所施設の利用申し込みを受け付けます 管轄 身体障害者支援担当 知的障害者支援担当 FAX番号 (共通)

大森 ☎5764－0657 ☎5764－0710 5764－0659

調布 ☎3726－2181 ☎3726－6032 3726－5070

蒲田 ☎5713－1504 ☎5713－1507 5713－1509

糀谷・羽田 ☎3743－4281 ☎3741－6526 6423－8838施設名 サービス 対象

区
立
施
設

志茂田福祉センター、大田福祉作業所、く
すのき園、うめのき園、うめのき園分場、
しいのき園、はぎなか園

就労継続支援
Ｂ型

（生産活動の機
会の提供）

知的障がいがあるか、
知的障がいと身体障が
いが重複している18歳
以上の方

上池台障害者福祉会館
知的障害者作業室 身体障がいがある18歳

以上の方身体障害者作業室

上池台障害者福祉会館生活介護室（知的）、
大田生活実習所、はぎなか園、大森東・久
が原・池上・南六郷・新井宿福祉園 生活介護

（排せつ、食事
などの介護）

知的障がいがあるか、
知的障がいと身体障が
いが重複している障害
支援区分３以上で18歳
以上の方（50歳以上は区
分２以上）

民
立
施
設

まごめ園、いずみえん

施設名 サービス

区
立
施
設

さぽーとぴあ 就労移行支援、自立訓練（機能訓練）、
自立訓練（生活訓練）

志茂田福祉センター 自立訓練（機能訓練）
上池台障害者福祉会館生活介護
室（身体） 生活介護

上池台障害者福祉会館知的障害
者作業室馬込分場 就労継続支援Ｂ型
大田福祉作業所大森西分場

民立施設
施設ごとに異なります
※詳細は「障がい者福祉のあらまし（区HP
で閲覧可）」をご覧ください


