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（表紙のイラスト） 

見守りめぐねっとキャラクター「まもりん」 

目黒区福祉都市宣言
（平成 6 年 6 月 1 日）

目黒区健康都市宣言
（平成 12 年 10 月 20 日）

健康

それは いきいきと生きるための いしずえ

健康

それは 日々のくらし方から 生まれるもの

健やかに生きていくまちは わたくしたちの願い

ともに手をたずさえ つくっていこう

わたくしたちは、すべての区民がそれぞれに健康で

生きがいのある生活をおくることができる、

健康なまちめぐろの実現を目指すことを宣言します。 

いつくしみ

支えあう

人の絆を大切に

一人ひとりがすこやかに

家族や友といつまでも

安らぎと生きがいに満ち

お互いを尊重しあう

心としくみの生きるまち

目黒のまちは

こうありたい

私たちは、人間性尊重の精神に立ち、

共に手をたずさえて、

豊かな福祉都市を築いていくことを決意し

ここに宣言します。 

元気で

イルカな？  

　「見守りめぐねっと」とは、見守る人・見守られる人を特定し

ない形で、地域の皆さんが日常の生活や仕事の中で何らかの支援

を必要とする人の「ちょっと気がかり」なことに気づいたとき、

地域の包括支援センターへご連絡いただく、緩やかな見守りの仕

組みです。 

　オレンジイルカの「まもりん」は、その PR キャラクター。名

前は、「守る」と「ネットワークの輪＝りん」の意味を含んでおり、

公募により決まりました。口ぐせは、「元気でイルカな？」。
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