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障 は、障害をもち、電話で申し込みできないかたのみF
AX可

乳幼児医療証・
子ども医療証をお送りします
子育て支援課手当・医療係（緯５７２２－９８６４）
乳幼児医療証・子ども医療証をお持ちのかたに、１０月から使用する
新しい医療証（オレンジ色）を９／２２以降にお送りします。更新手続
きは不要です。
０までに届かない場合は、ご連絡ください。
９／３
◆子ども医療費助成制度
子どもが、医療機関でかかった健康保険適用の医療費（調剤を含む）
の自己負担分と入院時の食事代を区が助成する制度です。
助成を受けるには、申請により交付された医療証を医療機関へ提示
する必要があります。医療証を提示せずに医療費の自己負担分を支
払った場合などは、領収書を用いて還付請求することができます（償
還払い）
。詳細はお問い合わせください。
◆対象
区内在住で、日本国内の健康保険に加入している０歳から１５歳到達
後最初の３／３１までの子ども。施設入所者、学校等の管理下で起きた
けがなど一部対象外の場合があります。
こんなときは届け出を
保険証や住所などが変わった場合や、生活保護を受けることにな
った場合、施設に入所することになった場合は、届け出が必要です。

情報
ボックス

ハガキ・FAX
の記入例

往復ハガキに
は、返信用に
も住所・氏名
を書いてくだ
さい

初心者アーチェリー講習会
日時 １０／１
８～１
１／１９の①毎週水曜
日１
８：４
５～２
０：４５②毎週日曜日１０：
０
０～１
２：０
０
（いずれも全５回） 会場
勤労福祉会館（目黒２－４－３６ 区
民センター内） 対象 区内在住の
勤労者と大学生、在勤者 定員 各
１
６人（先着） 費用 保険料３００円、
会場使用料１回２
００円
申１
０／１
５ま で に、中 小 企 業 セ ン タ
ー・勤労福祉会館（緯３７１１－１１３５。
月曜日休館〈祝日の場合は翌日が休
館〉
）の窓口へ

スクエアダンス初心者体験
講習会
日 時 １０／ ８（日）
・１５
（日）
１８：００～
２
０：３０ 会場 区民センター社会教
育館
（目黒２－４－３６） 対象 小学
生以上 定員 各２
０人（先着） 後援
目黒区
大鳥スクエアダンスの会 国府田
（緯０
８０－３
０１
５－５７４７）。希望者は動
きやすい服装で、当日会場へ

実践めぐろ創業塾
（兼業・副業型）
日時 １０／１
２～１
１／１６の毎週木曜日
１
８：００～２０：３０（全６回） 会場 中

目黒GTタワー（上目黒２－１－１）
内容 兼業・副業を含めた創業に必
要な知識を習得し、実践的ビジネス
プランを作成する。修了者に、認定
特定創業支援事業の支援を受けた証
明書を発行 対象 区内で創業を目
指すかた、創業間もないかた 定員
３０人程度（先着） 後援 目黒区
申 電話、ハガキ・F
AX（記入例繋～
荊を記入）で、１０／３（必着）まで
に、一般社団法人東京都中小企業診
断士協会城南支部 椎木（〒１
０４－
００６１中央区銀座２－１０－１８、緯０９０
－８５１１－０９２０、捌６７６０－２０６７）へ

９／２
１
～３
０は

早めの点灯
安全な速度

秋の全国交通安全運動期間です
道路管理課交通安全係（緯５７
２２－９４
４２）、
１０）
、碑文谷警察署（緯３７
９４－０
１
１０）
目黒警察署（緯３７１０－０１

秋は日没時間の早まりとともに、夕暮れ時の交通事故が増える傾向
があります。早めのライト点灯や反射材用品を着用しましょう。
また運転者は、子どもや高齢者を見掛けたら徐行し、十分な間隔を
保って、事故防止を心掛けましょう。
交通安全運動の重点事項
・子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
・後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシー
トの正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶
・二輪車の交通事故防止

◆防犯登録をしましょう
自転車をお持ちのかたは、法律で自転車防犯登録が義務づけられて
います。防犯登録をすることで、盗難に遭った場合でも、発見されて
戻ってくる可能性があります。東京都では５０
０円で１０年間の防犯登録
ができます。詳細は、自転車店や東京都自転車商防犯協力会（緯３
２
５
１
－５６２１）へお問い合わせください。なお、区の登録制自転車置場や駐
輪場を利用する場合も、自転車の防犯登録が必要です。
道路管理課自転車対策係（緯５
７２
２－９
４４４）
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まなぶ・つながる・広がる
～防災きっかけ交流会
日時 １０／１５
（日）
１３：００～１６：００
会場 中目黒住区センター（中目黒
２－１０－１３ 中目黒スクエア内）
内容 防災の基本を学ぶ 講師 き
っかけラボ代表 塩月崇雄氏 対象
小学生以上 定員 ３０人（先着）
申 電話で、１
０／１２までに、めぐろボ
ランティア・区民活動センター（緯
３７１４－２５３４）へ

パソコン教室
「パソコンの仕組みを理解
し上手に使う」
日時 ９／２５
（月）～２
８
（木）
９：３０～
１２：３０。全４回 会場 シルバー人
材センターパソコン教室（下目黒２
－２０－１９ 下目黒住区センター内）
定員 １５人（先着） 費用 受講料
１１，
０００円（テキスト代別途）
申 電話で、目黒区シルバー人材セン
０
ターパソコン教室（緯 障 捌共通６４２
－０２３５。１
０：００～１６：００）へ

手と目の１日～聞こえない
人たちのことを知ろう
日程 １０／２１
（土） 会場 聴力障害
者情報文化センター（五本木１－８
－３） 定員 各５０人（先着） 後援
目黒区。その他イベントあり
〈①講演「熊本地震での聴覚障害者
支援について」〉 時間 １０：００～１２：
００ 講師 熊本県聴覚障害者情報提
供センター所長 小野康二氏
〈②手話講座「災害時に役立つ手話
０
を学ぼう」〉 時間 １２：４５～１３：３
講 師 元NHKみ ん な の 手 話 講 師
石原茂樹氏
申 電話、F
AX・Ｅメール（記入例罫
～荊と希望講座①または②を記入）
で、聴力障害者情報文化センター
（緯６８３３－５００４、捌６８３３－５００５、死

3

老人いこいの家地域交流会
日時 ９／２２
（金）
１０：００～１５：００
会場 上目黒老人いこいの家（上目
黒４－１８－１５） 内容 保育園児と
の交流、老人クラブの活動発表、ペ
ルー民族舞踊ほか。喫茶コーナーあ
り
上目黒老人いこいの家（緯５
７０
４－
０３５０）。希望者は当日会場へ

本町まつり
日時 ９／３０
（土）
１０：００～１５：００
会場 目黒本町福祉工房（目黒本町
１－１４－２４） 内容 障害者施設の
製品販売、古本などのバザー、模擬

店、ゲーム、アトラクションほか
目 黒 本 町 福 祉 工 房（緯３
７１３－
５
７９
８）。希望者は当日会場へ

勤労者卓球大会
日時 １０／２１
（土）９：０
０から 会場
勤労福祉会館（目黒２－４－３６ 区
民センター内） 内容 男女・年代
別の個人戦。リーグ戦後にトーナメ
ント。初心者クラスあり 対象 区
内在住の勤労者、在勤者 定員 ７０
人（先着） 費用 保険料など５
００円
申１
０／１２ま で に、中 小 企 業 セ ン タ
ー・勤労福祉会館（緯３
７１１－１１
３５。
月曜日休館〈祝日の場合は翌日が休
館〉）の窓口へ

区内文化財めぐり
日時 １０／２２
（日）９：３
０～１２：００。
小雨決行 集合場所 都立大学駅
内容 東光寺、立源寺など八雲地域
の文化財を巡る（徒歩約４km） 定
員 ３５人（抽選） 費用 保険料５０円
申 ハガキ・F
AXに、参加者全員（４
人まで）の記入例繋～荊、在勤・在
学者は所在地・名称を書いて、９／
２
７（必着）までに、生涯学習課文化
財係（〒１
５３－０
０６
１中目黒３－６－１
０
め ぐ ろ 歴 史 資 料 館 内、緯５７
２２－
９３
２０、捌３７１
５－１
３２
５）へ

区民ハイキング
日程 １０／１５
（日） 集合時間・場所
６：３０・目黒駅 行き先 長野県入
笠山（往復バス利用） 対象 ４時間
程度歩ける小学５年生～７０歳程度
（小学生は保護者同伴） 定員 ４０
人（先着） 費用 参加費７，
０
００円（小
学生３，
５０
０円） 後援 目黒区
申 往復ハガキに、記入例繋～荊計と
生年月日を書いて、１０／１（必着）
までに、めぐろ山の会事務局（〒１５２
－００
３１中 根 １ －１２－２
０－２０
３ 近藤
方、緯３７
２４－５
４２
９）へ
〈４面へ続く〉

