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平成28年（2016年）6月25日

めぐろ歴史資料館 夏の企画展 ６／２８（火）〜９／４（日）
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用水、川、水車、雨乞いの視点から、人
びとの暮らしと水との関わりについて紹
介する企画展です。三田用水や水車に関
する古文書、雨乞いで使われた道具、目黒
川に関する写真パネルなどを展示します。

▲

◆学芸員が展示解説します。希望者は、当日企画展示室へ
日時 ７／９・２３、８／６・２７、９／３の土曜日。いずれも１３：３
０〜１４：００
︵友目
昭禅黒
和 川
３５染
年めで
︶ の

〒１５３−００６１中目黒３−６−１０
緯３７１５−３５７１
開館時間 ９：３０〜１７：００
休館日 月曜日
（７／１８は開館し、翌日が休館）
夏休みワークショップ

土器や勾玉（まがたま）
作りに挑戦しよう！
罫石を削って勾玉を作ってみよう
日時
対象
定員
禦８／１１（祝）
１０：０
０〜１１：３０
魚８／１１（祝）
１４：０
０〜１５：３０ 小学
１
０組程度
１〜３年生
亨８／１３（土） と保護者 （抽選）
１０：０
０〜１１：３０
享８／１３（土）
１４：０
０〜１５：３０
京８／１２（金） 小学４年 ２
０人程度
１０：０
０〜１１：３０ 〜中学生 （抽選）

繋粘土をこねて縄文土器を作ってみよう
日時
対象
定員
虚７／２８（木）
１０：００〜１１：３
０ 小学４年 ２０人程度
許７／２９（金） 〜中学生 （抽選）
１０：００〜１１：３
０
距７／２９（金）
１４：００〜１５：３
０
小学
鋸７／３０（土） １〜３年生 １０組程度
１０：００〜１１：３
０ と保護者 （抽選）
漁７／３０（土）
１４：００〜１５：３
０

家庭で地域で

みんなで守りましょう
〜子どもの人権

来て・見て・
・見て・発
発見！
歴史資料館
館
歴史資料
〜水のある暮らし
〜水のある暮らし

めぐろ歴史資料館

語ろう人権

講座名・日時など 上表のとおり 費用 材料費２００円、保険料５
０円
申し込み方法 往復ハガキに、希望講座名繋または罫と希望日時虚〜京の
いずれか、住所、氏名（ふりがな）
、電話、年齢、学校名・学年、小学１〜
３年生は保護者名を書いて、７／５（必着）までに、めぐろ歴史資料館へ

多言語広報の ■広報課報道・情報公開係
（緯５
７
２
２−９
６
２
１）
取り組みを進めています
問

すべての子どもたちは、差別や
虐待などから守られ、健やかに成
長する権利をもっています。十分
な教育を受けながら、自分らしく
生きていけるように育てられなけ
ればなりません。
しかし、子どもの人権は大人よ
りも侵害されやすく、子どもを巡
る貧困や虐待が問題になっていま
す。そのような虐待の原因の一つ
として、経済的要因があると考え
られており、区では支援を行って
います。また、虐待を未然に防ぐ
ためには、周囲の大人が子どもの
異変に早く気付いてあげることも
大切です。
このほか、子どもに大きな不安
を与え、その後の生活にもさまざ
まな影響を及ぼすこととして、親
の離婚があります。離婚後の生活
において、子どもの利益を最も優
先する取り決めが行われるよう、
民法が改正されました。具体的に
は、離婚後も離れて暮らす親と子
が適切な面会交流を行うことや、
相当額の養育費が継続して支払わ
れることなどで、平成２４年４月か
ら実施されています。
さらに、離婚における子どもの

問題は、国内だけにとどまりませ
ん。一方的に親が子どもを、不法
に海外へ連れ去るなどの事例も起
こっています。日本では、これら
の問題の対応として、ハーグ条約
（国際的な子の奪取の民事上の側
面に関する条約）を締結しました。
この条約は原則として、１６歳未満
の子どもを元の居住国に迅速に返
還するための国際協力の仕組み
や、国境を越えた親子の面会交流
を実現するための協力を定めたも
のです。
親の離婚によって子どもの生活
は、それまでとは大きく変化する
ことになります。たとえ親が離婚
しても、どちらの親からも愛され
ていると感じられることは、子ど
もの成長にとって、大変重要なこ
とです。
子どもの健やかな成長のために
は、子どもの幸せを願いながら、
家庭はもちろん、地域においても
温かく見守っていくことが求めら
れています。区では、区民の皆さ
んとともに、子どもの人権を守る
取り組みを、これからも進めてい
きます。
問 人権政策課（緯５
７２２−９２１４）
■

◆めぐろ区報は５言語に対応した電子書籍版を配信
◆めぐろ区報は５言語に対応した電子書籍版を配
信
めぐろ区報は、日本語に加え英語・中国語（簡体・繁体）・ハングル表記
で自動翻訳した電子書籍版を配信しています。アプリケーションの入手方
法など、詳細はホームページをご覧ください。

◆区公式ホームページは１
８言語でご覧いただけます
言語でご覧いただけます

▲ホームページ画面右上の「Mul
t
i
l
i
ngual
」をクリックすると
自動翻訳できます

クこ
リこ
ッを
ク
！

コンビニエンスストアに設置されている端末機（マルチコピー機）を使って、
住民票の写し、印鑑登録・戸籍などの証明書を取得できるサービス（コンビ二
交付）を利用できるようになりました。
手数料は窓口発行に比べて、
１通当たり１
０
０円安くなります

◆取得できる証明書・手数料
取得できる証明書

住民票の写し（目黒区に住民登録のある本人・同一世帯のかたの現住
所と前住所記載のもの。本籍・続柄の記載も可）

手数料（１通）
２００円

印鑑登録証明書（目黒区で印鑑登録している本人）
戸籍の附票の写し（全部・一部）

※自動翻訳は、プログラムを利用して機械的に行うため、内容が正確であ
るとは限りません。翻訳文によっては、本来の意味から外れる場合もあ
りますが、順次改善していきます。ご理解のうえ、ご利用ください。

コンビニエンスストアで
証明書を取得できます

マイナンバー
マイナンバー
（個人番号）
（個人番号）
カードを
利用して
利用して

戸籍（全部・個人）事項証明書

ホームページでは、これまで日本語のほか、英語・中国語（簡体・繁体）・
ハングル表記のページを掲載していましたが、４月よりタガログ語・フラン
ス語・インドネシア語など１８言語の自動翻訳を開始しました（左図）。

本籍地・住所地が目黒区のかた。
ただし、現在の戸籍・附票に限る

３５０円
２００円

◆利用できる店舗
マルチコピー機が設置されている、全国のセブン‐イレブン、ローソン
（ローソンストア１００を除く）、サークルＫサンクス、ファミリーマート

◆利用時間 ６：３０〜２３：００（１２／２９〜２９年１／３、保守点検日を除く）

ご注意
ください

問 戸籍住民課住民記録係（緯５
■
７
２
２−９８
８
４）

コンビ二交付を利用するには、
マイナンバー（個人番号）カードが必要です
マイナンバー（個人番号）カードは申請により取得できます。申
請方法など詳細は「マイナンバーカード総合サイト」をご覧いただ
くか、
「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。
※申し込みが集中しているため、マイナンバー（個人番号）カード
の発行には時間がかかります
〈マイナンバーカード総合サイト〉
URL https://www.kojinbango-card.go.jp/
〈マイナンバー総合フリーダイヤル〉
錆０１２０−９５−０１７８
受付時間 ９：３０〜２０：０
０
（土・日曜日、祝日は１７：３０まで）
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①通知カード・住民基本台帳カードでは、コンビニ交付を利用できません
②コンビニ交付が利用できるのは、マイナンバー（個人番号）カード所有者本人のみです（１５歳未満は利用不可）
③コンビニ交付を利用して取得した証明書の交換や返金はできません
④証明書に最新の届け出内容が反映されるまで、日数がかかる場合があります

