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みんなで減らそう！

10月は
食品ロス
削減月間

食品ロス

10月に食品ロス削減推進法が施行されました。
食品ロスとは、食べられるのに捨てられる食品の
ことです。一人ひとりがもったいないという気持
ちをもって、できることから始めてみましょう。
問清掃リサイクル課計画普及係
（☎5722－9883、Ｆ5722－9573）

家庭での食品ロス、主な原因は…

直接廃棄

過剰除去

賞味期限や消費期限が過ぎて廃棄する

日本では、食品ロスが年間

食べられる部分まで過剰に除去する

もったい
ない！

調理 するとき

フードドライブを
実施します！

□ごみになるものを減らす
野菜の皮や葉などを工夫して食べた
り、皮を薄くむいたりしましょう。
□食べきれる量を作る

◀ごみ減量キャラクター
「ゴミラスとクリン」

買い物 するとき

フードドライブは家庭で余っている食
品を回収し、必要とする人に届ける活動
です。消費生活展で実施し、集まった食
品は、福祉施設などに寄附します。

外食 するとき

日時
場所

11／ 9（土）10：00～15：30
区民センター中庭（目黒 2 － 4 －
36）。雨天時は室内で実施
対象食品 賞味期限が 2 年 2 月以降で、
常温保存が可能な未開封の食品。缶詰、
調味料、乾物・インスタント･レトルト
食品、米（国産米で精米から 2 年以内の
もの）、パスタ、コーヒーやお茶ほか
※包装が破損しているものや生鮮食品、
アルコール、瓶詰食品は対象外

□食べきれる量の注文を心掛ける
食べられないものを除いてもらえる
か、小盛りにしてもらえるかなど確認
してみましょう。
□食べきりタイムを設けよう
宴会などでは、食べ残しを減らすた
め、開始後30分と終了前10分は料理を
楽しむなど工夫しましょう。

□買い物に行く前に冷蔵庫などをチェック
買い物リストの作成や携帯電話などで冷蔵庫の中を撮
影するのもおすすめ。安いからといってたくさん買わず
に、食べられる量を考えて購入するのがポイントです。
□手前に陳列されている食品を選ぶ
賞味期限や消費期限が近いものが売れ残ると、食品ロ
スになります。すぐ使うものなら、手前に並んでいるも
のから買いましょう。

今月 日は、寒露（かんろ）

です。草花に降りた露が冷気

で凍りそうになる季節という

意味があり、季語として短歌

や俳句にも多く使われており

ます。暑かった夏が終わり、

過ごしやすい季節の到来に、

₁
₄

ほっとされているかたも多い

回めぐろスポーツ

₁
₉

のではないでしょうか。▼

日は、第

まつりを開催いたします。熱

戦が繰り広げられているラグ

ビーワールドカップにちなん

で、ラグビーの迫力を間近で

感じていただこうと、目黒学

院高等学校ラグビー部の皆さ

んに、アトラクションに参加

していただく予定です。季節

はスポーツの秋です。無理を

せずに体を動かし、気持ちの

良い汗を流して、スポーツを

お楽しみいただきたいと思い

ます。

◆教育委員会教育長
関根義孝＝新任（前目黒区総務部長）

食品ロスの約半分は
家庭から出されたものです！
たくさんの食品が
毎日捨てられているなんて、

毎日、 1 人当たり茶碗 1 杯分（約
140ｇ）のご飯の量を捨てている
ことになります

やってみよう！
家庭でできること

10月 1 日付で、次のとおり就任しました。
任期は令和 4 年 ９ 月30日までです。

食べきれずに廃棄する

643 万トン発生（平成28年度推計）

毎日、清掃車（ 2 トン）
約8,800台分の食品ロス
が発生

教育長の就任

食べ残し

₈

★めぐろ区報は、新聞折り込みのほか、住区センターや図書館、駅広報スタンドなどで配布しています。新聞購読されていないかたに個別配送も行っています。広報課（☎5722－9621）
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Ｈは、区のホームページから申し込み可

目黒区 区政功労者表彰
問総務課総務係（☎5722－9205）
区は、区政の振興発展と区民福祉、文化向上に貢献したかたを、区政功労
者として表彰しています。
今年も10月 １ 日にめぐろパーシモンホールで区政功労者表彰式が行わ
れ、次の111人のかたが表彰を受けられました。（五十音順。敬称略）

投票管理者・立会人 池田賤夫、内
田由利子、大嶋和美、坂本キク江、
佐熊斗技子、豊田恭子、中澤てる
み、葊瀬志津代、松本智惠子、森重
博
明るい選挙推進委員 石濃ひろ子、
河手正子、野中悠貴子、福島久美
子、米津公子
防災区民組織の構成員 大園信一、
大西昌善、小島源邦、古川修

藤良昌、宗田次郎
民生委員・児童委員 島木辰子、東
川邦昭
社会福祉関係団体職員 乙津暢子、
齋藤正、砂川敦、高橋千秋、山内佳
世
老人クラブ役員 西村恭子、羽田昌
子、宮田てる

納税功労

保健衛生関係団体役員 川上光男
東京都薬物乱用防止指導員 山口久
幸
訪問指導事業等従事者 森泉桂子

保健衛生功労

区議会議員 宮澤宏行、吉野正人
付属機関等委員 有田倶通、有冨正
憲、安藤英俊、井田英明、梶田真、
木下健治、鈴木正勇、鈴木良一、髙
際淳、塚越勝三、新津彰良、萩尾映
子、原清隆、松澤俊明、山田脩、脇
山博之、渡邊耕志

修、市川雅行、太田和子、尾﨑次
江、小野洋、後上眞枝子、小島義
幸、小林咲子、小松﨑貴美枝、佐々
木雄三、島田充朗、下山隆三、鈴木
正男、砂場正美、東條美千子、戸塚
千鶴枝、西川美代子、西﨑髙史、沼
田捷一、福澤力、本間一弘、前島正
秀、見村光枝、山﨑優子、山田勇
夫、山田初子

地域自治振興功労

地域社会発展功労

文化功労

住区住民会議役員等 井上満昭、上
田弘子、内川とみ恵、追川幸之助、
九頭竜千世、小林茂世、土屋敬子、
堀江信雄
町会自治会役員等 朝山裕子、石井

消防関係団体役員 川井富美子
消防団員 新井義典、小関雄吾、長
谷川健、長谷川浩、原田和男、山賀
隆司
統計調査員 森際良春

芸術、文化活動団体役員 竹内壽子
芸術文化の普及・振興 小菅智恵子

特別功労

社会福祉功労

地域のコミュニティづくりに多大の
貢献 馬渡令子

自治功労

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

-kai@city.meguro.tokyo.jp）へ

家族介護教室
ひがしがおかホーム講習会
「地 域 は つ ら つ セ ミ ナ ー
～エンディングノートの活
用」「高齢者施設でボラン
ティアを始めませんか」
会場 特別養護老人ホーム東が丘
（東が丘 １ － ６ － ４ ） 定員 各20
人（先着）
〈❶地域はつらつセミナー〉日時
10／12
（土）
13：30～15：30
〈❷高齢者施設でボランティアを始
めませんか〉日時 10／16（水）
10：
00～12：00。希望者は当日午後また
は別日に １ 日体験あり
申 電 話 で、 ❶10／11❷10／14ま で
に、特別養護老人ホーム東が丘（☎
5481－5639、障Ｆ5481－5168）へ

不燃化セミナーと
住まいの建替え相談会
日程 10／19
（土） 会場 向原住区
センター（目黒本町 ５ －22－11）
〈不燃化セミナー〉時間 13：30～
14：45 テーマ「家族で考えよう！
我が家にあった建替え計画」 講師
ファイナンシャルプランナー 石井
優子氏。希望者は当日会場へ
〈建替え相談会〉開始時間 ①14：
45②15：20③15：55（各30分） 定
員 各 ２ 組（先着）
申相談会希望者は、電話、FAX・E
メール（記入例■～■と希望時間①
～③、参加人数を記入）で、木密地
域整備課木密地域整備係（☎5722－
9672、Ｆ5722－9239、□nishikoyama
メールマガジン配信中！

日時 10／19（土）
・20（日）９ ：30～
16：30（全 2 回。一部時間帯の参加
も可） 会場 特別養護老人ホーム
中目黒（中目黒 ５ － ７ －35） 内容
介護の知識や技術をプロから学ぶ
対象 在宅で高齢者を介護する家族
と援助者、介護に関心のあるかたほ
か 定員 20人（先着） 費用 教
材費1,000円
申電話またはFAX（記入例■～■を
記入）で、10／17までに、特別養護
老人ホーム中目黒（☎5704－3631、
Ｆ5704－3635）へ

放送大学・目黒区教育委員
会連携講座「うつと躁うつ
～身近な人がうつになった
時、何ができますか」
日時 10／24（木）18：00～20：00
会場 総合庁舎本館 ２ 階大会議室
講師 放送大学客員教授 安宅勝弘
氏 定員 120人（先着）
問生涯学習課生涯学習係（☎5722－
9314）。希望者は当日会場へ

Ｈはじめて読む古文書
日時 11／ ２ ～12／14の隔週土曜日
13：30～15：30（全 ４ 回） 会場
めぐろ学校サポートセンター（中目
黒 ３ － ６ －10） 対象 高校生以上
定員 30人（抽選）
申電話、ハガキ・FAX（記入例■～
■を記入）で、10／17（必着）まで
に、めぐろ歴史資料館（〒153－0061
中目黒 ３ － ６ －10、☎3715－3571、
Ｆ3715－1325）へ

税務関係団体役員

吉田武久

社会教育・スポーツ振興功労
体育協会の加盟団体役員 佃美恵
子、山﨑梢
スポーツの普及・振興 圓谷一博、
新野妙子、松本幸男

保護司

産業振興功労
中小企業関係団体役員
下川徳雄、高栁良三

岡田一弥、

公益功労
日赤奉仕団役員

五十嵐正夫

五十嵐尚代、伊藤典雄、加

コケの観察と
コケテラリウムづくり
日時 10／26（土）10：00～12：00。
荒天時は室内活動のみ 会場 駒場
野公園拡張部（駒場 ２ －17－20）
内容 コケの観察とコケを使ったイ
ン テ リ ア の 作 成 定 員 10人（ 抽
選）。小学生以下は保護者同伴
申往復ハガキに、記入例■～■を書
いて、10／16（必着）までに、駒場
野公園自然観察舎（〒153－0041駒
場 ２ －19－70、☎3485－1754）へ

高齢者センター講習会
「初心者向けタブレット講座」
「弁護士による相続と財産管理
の基礎知識」「グッズコレクタ
ーが語る1964年五輪の思い出」
会場 高齢者センター（目黒 1 －25
－26 田道ふれあい館内） 対象
60歳以上の区内在住者。参加には高
齢者センター利用登録が必要
〈初心者向けタブレット講座〉日時
10／17（木）①10：00～12：00②13：
30～15：30 定員 各20人（先着）
〈弁護士による相続と財産管理の基
礎知識〉日時 10／29（火）13：30～
15：00 講師 弁護士 千田賢氏
定員 60人（先着）
〈グッズコレクターが語る1964年五
輪の思い出〉日時 10／30（水）13：
30～15：30 講師 収集家 一言庸
夫氏 定員 40人（先着）
申電話で、高齢者センター（☎5721
－2291）へ。窓口申し込み可

修理コツコツ講座
～壁紙の補修編
日時 11／ ２（土）10：00～12：00
会場 目黒区エコプラザ 講師
DIYアドバイザー 吉村美紀氏 定
員 20人（抽選） 費用 用具代な
ど500円
申ハガキまたはFAX（記入例■～■
を 記 入 ） で、10／18（ 必 着）まで
に、目黒区エコプラザ（〒153－0063
目黒 1 －25－26 田道ふれあい館
内、☎5721－2300、Ｆ5721－2316）
へ。窓口、エコライフめぐろ推進協
会ホームページから申し込み可

Ｈ東京工業大学博物館・目
黒区教育委員会連携講座
「東工大キャンパスツアー」
日時 11／ ３（祝）10：00～12：00
会場 東京工業大学大岡山キャンパ
ス（大岡山 ２ －12－ １ ） 講師 東
京工業大学博物館教授 山﨑鯛介氏
定員 30人（抽選）
申電話、ハガキ・FAX（記入例■～
■を記入）で、10／23（必着）まで
に、生涯学習課生涯学習係（☎5722
－9314、Ｆ3715－3099）へ

Ｈ子育て支援講座
「ケアプログラム」
日時 11／ ７（木）・14（木）10：00～
12：00（全 ２ 回） 会場 総合庁舎
本館地下 １ 階入札室 内容 子ども
と大人の絆を深めるための講義と実
習 講師 臨床心理士 澤谷厚子氏
対象 幼児を子育て中の保護者 定
員 18人（抽選）
申FAXに、記入例■～■、子ども全
員の■■■と生年月日、保育（未就
学児）希望者は子どもの■を書い
て、10／17までに、子育て支援課利
用者支援係（☎5722－9596、Ｆ3715
－7604）へ

子育てママに向けて～仕事
と家庭の両立支援セミナー
日時 11／13（水）10：30～12：00
会場 男女平等・共同参画センター
（中目黒 2 －10－13 中目黒スクエ
ア内） 内容 働きやすい環境の求
人選びほか 講師 マザーズハロー
ワーク東京就職支援ナビゲーター
和久井悦子氏 対象 再就職を目指
す女性 定員 20人（先着）。雇用
保険受給中の求職活動として認定
申電話またはFAX（記入例■～■と
保育〈未就学児〉希望者はその旨を
記入）で、男女平等・共同参画セン
ター（☎5721－8570、Ｆ5721－8574）
へ。保育希望者は11／ ２ までに予約

相続税セミナー「基礎編」
「民法（相続法）大改正編」
会場 目黒青色申告会館（中目黒 ５
－28－ ３ ） 定員 各90人（先着） ↗

緊急情報、生活に役立つトピックス、講座や区議会の日程などをお知らせしています。ホームページ・携帯サイトから利用登録できます
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障は、障害があり、電話で申し込みできないかたのみFAX可

区民センター見直しについて
ご意見をお寄せください

マイナンバーカードの
有効期限をご確認ください
sikaku■
■
問戸籍住民課住民記録調整係（☎5722－9349）

問区有施設プロジェクト課（☎5722－9876）
■
区は、平成24年度から区有施設の見直しを進めています。
29年度に策定した区有施設見直し計画では、区民センター（昭和49年建
設の大規模複合施設）の見直しに係る検討を、区有施設見直しのモデルケ
ースとするリーディングプロジェクトと位置付けました。現在、30年度に
行った区民センターの課題整理を踏まえ、見直しに係る基本的な考え方の
策定に取り組んでいます。
このたび、見直しに係る基本的な考え方の策定に向けた検討素材を作成
しましたので、ご意見をお寄せください。

マイナンバーカードには、カード本体と電子証明書の ２ つの有効期
限があるのでご注意ください。いずれもカードの表面に記載してあり
ます。該当するかたには、通知が届きます。カード本体の有効期限を
過ぎると失効し、再発行は手数料が必要になる場合があります。詳細
はホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
カード本体
の有効期限

意見の提出方法
書式は問いませんが、区民センター検討素材への意見と明記のうえ、住
所、氏名（団体の場合は所在地、団体名、代表者名）を記入してくださ
い。郵送（持参可）
・FAX・Eメールで、11／ ５ （必着）までに、総合庁舎
本館 ４ 階区有施設プロジェクト課（〒153－8573目黒区役所〈住所不要〉、
Ｆ5722－6134、□r-kuyusisetu-project@city.meguro.tokyo.jp）へ。
頂いたご意見には個別に回答しませんが、主な内容を取りまとめて公表
します（原文、住所、氏名などは公表しません）。
検討素材（全文）は、総合庁舎本館 １ 階区政情報コーナー・ ４ 階区有
施設プロジェクト課、地区サービス事務所（東部地区を
除く）
、住区センター、図書館、区民センター内施設、
目黒駅行政サービス窓口で配布するほか、ホームページ
（右コード）でご覧になれます。

↗費用 教材費など500円（同会会員
は無料）。希望者に路線価図を進呈
後援 目黒区
〈 ❶ 基 礎 編 〉 日 時 ①11／ ６（水）
18：00～20：00②11／ ９（土）９ ：30
～11：30
〈❷民法（相続法）大改正編〉日時
③11／ ５（火）
13：30～15：30④11／
７（木）９ ：30～11：30⑤11／16（土）
９ ：30～11：30
申電話、FAX・Eメール（記入例■
～■、希望セミナー名❶または❷と
日時①～⑤の別、路線価図希望者は
その旨と希望地住所を記入）で、一
般財団法人めぐろ青色申告会（☎
3713 －1141、Ｆ3713－1185、□meaoiro@violin.ocn.ne.jp）へ

筑駒アカデメイア講演会
「これからの人生と投資の
思考法」
日時 11／16
（土）
14：00～15：30
会場 筑波大学附属駒場中・高等学
校 講師 ウェルスナビ株式会社代
表取締役CEO 柴山和久氏 定員
100人（区内在住・在勤・在学者を
優先して抽選） 後援 目黒区教育
委員会
申往復ハガキに、記入例■～■を書
いて、11／ 1 （必着）までに、筑波
大学附属駒場中・高等学校（〒154
－0001世田谷区池尻 4 － 7 － 1 、☎
3411－8521）へ。同校ホームページ
から申し込み可

留学生から学ぶ世界
日時 10／26
（土）
13：00～15：30
会場 総合庁舎別館 ５ 階目黒区国際
交流協会 内容 留学生 ４ 人（チュ
ニジア、シリア、メキシコ、キルギ
ス）による自国の文化紹介と交流ほ
か。通訳付き 定員 40人（先着）
費用 参加費300円（同協会会員は
100円。茶菓付き）
申電話、FAX・Eメール（記入例■
～■を記入）で、目黒区国際交流協
会（☎3715－4671、Ｆ3715－4672、
□info@mifa.jp）へ

消費生活パネル展
日時 10／11（金）～18（金）８ ：30～
19：00（初日は10：00から、最終日
は16：00まで。土・日曜日、祝日は
10：00～16：00） 会場 総合庁舎
本館 １ 階西口ロビー 内容 悪質商
法や契約トラブルの紹介。くらしの
豆知識2019（先着150人）や消費者
相談事例集こんさるなども配布
問消費生活センター（☎3711－1133）

あすなろ祭り
日時 10／19（土）10：00～14：00
会場 下目黒福祉工房（下目黒 ３ －
10－ ２ ） 内容 区内障害者施設の
自主製品販売、目黒学院高等学校吹
奏楽部演奏ほか
問下目黒福祉工房（☎3793－2590）。
希望者は当日会場へ

電子証明書の有効期限
◦カード発行から
５ 回目の誕生日

マイナンバーカードを持参のうえ、総合庁舎本館 １ 階戸籍住民課ま
たは地区サービス事務所へお越しください。なお、新しいカードの受
け取りまでは、手続きから約 1 カ月かかります。

費用 弁当代など3,800円、弁当不
要の場合は3,000円（小学生以下500
円） 共催 目黒区
申電話またはFAX（記入例■～■を
記入）で、目黒区華道茶道連盟 二ノ
宮（☎3711－6623、Ｆ3711－6622）へ

区内文化財めぐり
日時 11／ ９（土）９ ：30～12：00。
小雨決行 内容 祐天寺など、中目
黒周辺の文化財を巡る（徒歩約 ４
km） 定員 35人（抽選） 費用 保
険料50円
申ハガキ・FAXに、参加者全員（ ４
人まで）の記入例■～■と在勤・在
学者は所在地・名称を書いて、10／
21（必着）までに、生涯学習課文化
財係（〒153－0061中目黒 ３ － ６ －
10 めぐろ歴史資料館内、☎5722－
9320、Ｆ3715－1325）へ

シニア向け体力測定会

ダンス、カラオ トークショー、
ケ大会
民謡、合唱
保育園児との交流ほか。赤飯など
の販売、喫茶コーナーあり

目黒区古民家解説会

住民票とマイナンバーカー
ドに旧姓（旧氏）の併記が
11／ ５ から可能になります

日時 10／19（土）10：00～11：30
会場 目黒区古民家（碑文谷 ３ －11
－22 すずめのお宿緑地公園内）
内容 古民家と周辺地域の歴史や文
化財などを解説
問めぐろ歴史資料館（☎3715－3571）

旧姓を併記した場合、旧姓の印鑑
による印鑑登録ができるようになり
ます。必要書類など、詳細はお問い
合わせください。
問戸籍住民課住民記録係（☎5722－
9884）

目黒区華道茶道連盟茶会

特別区民税・都民税、国民
健康保険の臨時窓口開設

※希望者は当日会場へ

日時
会場

11／ ４（休）10：00～15：00
総合庁舎本館 １ 階和室ほか

カード
発行時に
◦20歳未満の場合は、
５ 回目の誕生日まで
◦20歳以上の場合は、
10回目の誕生日まで

更新の手続きは、有効期限の ３ カ月前から受け付けます

日時 11／15（金）13：30～15：30
会場 中根住区センター（大岡山 １
老人いこいの家地域交流会
－37－ ２ ） 内容 体力測定、健康
講話ほか 対象 要介護認定を受け
田道老人いこい 自由が丘老人い
会場・
の家（目黒 ３ － こいの家（自由
ていない65歳以上で、医師から運動
問い合
１ －18、☎3712 が丘 １ －23－26、
を止められていないかた 定員 30
わせ
－6874）
☎5701－1621）
人（先着）
10／18
（金）
10／23
（水）
申電話で、介護保険課介護予防係
日時
10：00～15：00 10：00～15：00
（☎5722－9608、障Ｆ5722－9716）へ
内容

3

日時

10／27（日）10：00～16：30

会場 納付相談・収納は総合庁舎本
館 1 ・ ２ 階税務課、国民健康保険の
手続きは総合庁舎本館 １ 階国保年金
課 内容 納付相談・収納、国民健
康保険の加入・脱退・被保険者証交
付などの手続き（課税相談、税の申
告・証明書発行などはできません）
問税務課徴収第一係（☎5722－9830）

会議を公開します
会議名

日時・会場

❶青少年問題協議会 10／15（火）
14：00～
問生涯学習課青少年 15：30・総合庁舎本
係（☎5722－9309） 館 ４ 階特別会議室
❷都市計画審議会
10／21（月）
14：00～
問都市計画課庶務係
15：30・総合庁舎本
（☎5722－9197、Ｆ
館 1 階E会議室
5722－9338）
❸男女平等・共同参
画審議会
10／25（金）
18：30～
問人権政策課男女平
20：30・総合庁舎本
等・多様性推進係
館 １ 階Ｅ会議室
（☎5722－9214、Ｆ
5722－9469）
※傍聴希望者は当日会場へ
※❷❸の手話通訳希望者は❷10／11❸10
／15までに予約

社会保険労務士による働き
方改革のための特別相談
日 時 10 ／ 25（金）10：00 ～ 12：00
（受け付けは11：30まで） 相談時
間 １ 社30分程度 会場 総合庁舎
本館 １ 階男女平等・共同参画オンブ
ーズ室 内容 従業員の満足度や生
産性の向上につながる相談 対象
区内に事業所がある企業
問人権政策課男女平等センター係
（☎5721－8570）
。希望者は当日会場
へ

介護保険料の納付書（10～
12月分）を送付します
65歳以上で納付方法が納付書払い
のかたに、10～12月分の納付書を、
10／ ９ に送付します。口座振替を希
望するかたはご連絡ください。
問介護保険課介護保険資格・保険料
係（☎5722－9845）
〈 4 面へ続く〉
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10・11カ月児育児学級
日時

10／15
（火）
13：30～15：10

11月～ ２ 年 ２ 月

犬の飼い方セミナー
「犬の視点からアプローチ
するしつけ方講座」
日 時 ①11／ ９（土）②11／10（日）
10：00～12：00 会場 総合庁舎本
館地下 １ 階第15会議室 講師 ドッ
グトレーナー 里見潤氏 定員 各
30人（先着）
申電話またはFAX（記入例■～■、
参加者全員の■、希望日①または②
を記入）で、生活衛生課生活環境係
（ ☎ 5722－9505、 Ｆ 5722－9508）

日時

10／12（土）～12／ １（日）
10：00～18：00（入館は17：30まで）
休館日 月曜日（10／14、11／ ４ は開館し、翌
日休館）
▲齋藤芽生／徒花図鑑
観覧料 一般800（600）円、高校生・大学生・
「其奥草」２００８年／個人蔵
65歳以上600（500）円、中学生以下無料
※（ ）内は20人以上の団体料金
※障害があるかた・付き添い者 1 人は無料
〈区民割引〉区内在住・在勤・在学が分かるものを提示すると、団体料金
で入場できます（ほかの割引と併用不可）

日時 11／ ３（祝）15：00開演（14：45開場） 会場 目黒区美術館
出演 ママ！ミルク（生駒祐子〈アコーディオン〉、清水恒輔〈コン
トラバス〉） 料金 全席自由2,500円。未就学児は入場不可。コンサ
ートチケットの提示で、当日に限り「線の迷宮」の観覧可 チケット
取り扱い ①めぐろパーシモンホールチケットセンター（☎5701－
2904）②目黒区美術館窓口。①は発売中②は10／12から発売

◆八雲休日診療所（☎5701－2492） 診療科目 内科、小児科
受付時間 ９ ：00～11：30、13：00～16：30
◆八雲休日調剤薬局（☎5701－2587） 受付時間

目黒 ２ － ４ －36 区民センター内、☎3714－1201
目黒区美術館 ■
■
へ。保育（ 1 歳以上の未就学児）・
手話通訳希望者は10／18までに予約

市民講座「がんの療養と緩
和ケアを学ぶ～働きながら
がんと向き合う」
日時 12／ １（日）14：00～16：30
会場 東京医療センター（東が丘 ２
－ ５ － １ ） 定員 200人（先着）
後援 目黒区 申し込み方法 FAX
に、記入例■～■と参加人数を書い
て、11／17ま で に、 関 東 中 央 病 院
（Ｆ3426－0326）へ。東京医療セン
ターホームページから申し込み可
問東京医療センター（☎3411－0111）

はじめてママになるかたへ
「プレママクッキング」
日時 10／17（木）10：30～12：00
会場 総合庁舎本館 ３ 階目黒区保健
所 内容 妊娠期の食事（試食あ
り） 対象 区内在住の妊婦 定員

勤務場所 土木公園事務所ほか 勤務内
容 道路・河川・公園の維持作業ほか
応募資格 採用日現在18～34歳で、日本
語で業務のできるかた（国籍不問） 採
用予定日 ２ 年 ４ ／ １ 募集人数 若干
名 選考予定日 11／17 選考方法 択
一試験・作文選考後、面接 申し込み方
法 採用選考実施要項に添付の申込書
を、10／17・18に、総合庁舎本館地下 １

目黒区医師会館別館内

中目黒休日診療所 （休）9：00～11：30、13：00～16：30
上目黒2-19-15

小児科

総合庁舎別館内

☎3716－5311
☎5721－6110

平日夜間小児初期救急診療 祝・休日を除く（月）～（金）20：00～22：45
大橋2-22-36

東邦大学医療センター大橋病院内

鷹番薬局 （土）17：00～22：00（休）9：00～22：00
鷹番1-7-11

クレール鷹番101

中目黒薬局 （休）9：00～17：00
上目黒2-19-15

総合庁舎別館内

☎3468－1251
☎3792－6260
☎3792－6190

勤務場所 区立保育園、児童館、学童保
育クラブ 応募資格 採用日現在20歳以
上で、次のいずれかに該当するかた（国
籍不問）①都道府県の登録を受けている
保育士免許所有者（資格取得見込みを含
む）②児童指導員資格所有者 採用予定
日 ２ 年 ４ ／ １ 以降 任期 おおむね ６
カ月以上 ３ 年未満 募集人数 6 人程度
選考予定日 11／10 選考方法 作文選
考後、面接・体力テスト
申採用選考実施要項に添付の申込書を、
10／31（必着）までに、人事課人事係
（☎5722－9650）へ郵送または持参

▼歯科の診療時間は9：00～11：30、13：00～16：30

歯 科

鷹番2-6-10

訂正・おわび
めぐろ区報 ９ ／25号 ２ 面に掲載
した生活福祉資金貸付制度「教育
支援資金」で、高等専門学校に通
うかたへの教育支援費の貸付限度
額は、
「月額60,000円」です。訂正
しておわびします。
問目黒区社会福祉協議会（☎3711
■
－4995）

●育児休業代替任期付職員（福祉・Ⅱ類）

●区職員（技能Ⅱ）

鷹番休日診療所 （土）17：00～21：30（休）9：00～11：30、13：00～21：30

調剤

☎5722－9505：犬の登録ほか
☎5722－9500：ねずみ、衛生害虫相談ほか
☎5722－9506：食品衛生ほか
☎5722－6852：区内診療所の相談・苦情ほか
保健予防課（総合庁舎本館３階）
☎5722－9396：肝炎検査、成人健康相談ほか
☎5722－9896：HIV・性感染症相談・検査ほか
☎5722－9503：予防接種、母子・歯科保健ほか
碑文谷保健センター（碑文谷4-16-18）
☎3711－6446：成人健康相談、母子・歯科保健、
予防接種、検便ほか

日時 10／29（火）14：00～16：00
会場 総合庁舎本館 ２ 階大会議室
定員 70人（先着）
申電話またはFAX（記入例■■■を
記入）で、生活衛生課環境衛生係
（☎5722－9500、Ｆ5722－9508）へ

階第 １ 会議室へ持参。申込書持参時に体
力測定あり
問人事課人事係（☎5722－9650）

採用選考実施要項は総合庁舎本館 1
階区政情報コーナー・ ４ 階人事課、
地区サービス事務所（東部地区を除
く）
、目黒駅行政サービス窓口で配
布。ホームページから印刷可

＋休日・土曜日・平日夜間などの診療・調剤案内

25人（先着）
申電話で、保健予防課保健サービス
係
（☎5722－9503、障 Ｆ5722－9508）
へ

ねずみ対策講習会

（要事前連絡）

生活衛生課（総合庁舎本館３階）

内科・
小児科

■目黒区保健所

９ ：00～17：00

■

FAX

問健康推進課健康づくり係（☎5722－9586）

所在地 八雲 １ － １ － ８ 区民キャンパス（心身障害者センター）内
開設期間 11／ 3 ～ ２ 年 ２ ／24の日曜・祝日、
年末年始（12／29～ ２ 年 １ ／ ４ ）

■

■

ミュージアムコンサート

八雲休日診療所・調剤薬局
の冬期開設

インフルエンザの流行期に対応するため、現在休止している八雲休
日診療所と八雲休日調剤薬局を開設します。

■

10月6日
（日）城南歯科医院
洗足2-27-10

☎6426－6228

10月13日
（日）今井歯科医院
自由が丘1-24-8-2F

☎3725－2502

上目黒2-49-20

☎3716－3652

10月14日
（祝）みき歯科医院

東京都医療機関案内サービス
ひまわり（24時間受け付け）
☎5272－0303

■
■

性別 ●記事に特に記載がない場合は、
重複申し込み不可、
対象者は原則区内在住・在勤・在学者、
費用は無料、
１人１枚１講習

検診日 申し込み後、検診機関から
実施日を通知 会場 健康医学協会
霞が関ビル診療所（日比谷線霞ケ関
駅下車 ７ 分） 内容 胃Ｘ線検査
（バリウム） 対象 昭和45年 ４ ／
１ ～55年 ３ ／31生まれの区内に住民
登録があるかた。ただし次のかたを
除く①胃・十二指腸の治療中・経過
観察中・手術を受けた② 1 年以内に
胃の検診を受けた③妊娠中またはそ
の可能性がある。昨年度受診したか
たは対象外
申電話で、10／10までに、碑文谷保
健センター保健サービス係（☎3711
－6446、障Ｆ5722－9330）へ

日時 11／ ８（金）10：30～12：00
会場 総合庁舎本館 ３ 階目黒区保健
所 内容 食生活改善に向けた講義
とレシピ紹介 講師 管理栄養士
富永祐巳子氏 対象 中性脂肪・コ
レステロールが高めのかたと家族
定員 25人（先着）
申電話で、保健予防課保健サービス
係（☎5722－9503、障Ｆ5722－9508）
へ

FAX

年齢

40～49歳胃がん検診
（11月受診分）

脂質異常症予防講座「あな
たの食事は大丈夫？健康な
身体づくりは食事から」

失われゆく情感や風景を鮮烈な筆致で描く齋
藤芽生の絵画世界と、19世紀の植物図鑑「フロ
ーラの神殿」を同時に展覧します。

氏名
（ふりがな） 電話・ 番号

日時 10／23
（水）
10：00～16：00
会場 総合庁舎本館 １ 階西口ロビー
内容 相続や営業許認可など、官公
署への提出書類作成に関する相談
後援 目黒区
問東京都行政書士会目黒支部（☎
5453－3866）
。希望者は当日会場へ

日時 10／23（水）13：30～16：00
会場 めぐろパーシモンホール小ホ
ール（八雲 １ － １ － １ 区民キャン
パス内） 講師 国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
小松晃氏ほか 定員 180人（先着）
問生活衛生課食品衛生指導係（☎
5722－9507、
Ｆ5722－9508、
□syokuhin
sido@city.meguro.tokyo.jp）。希望者
は当日会場へ。保育（ ２ 歳以上の未
就学児＝先着 ６ 人）希望者は、10／
15までに電話予約。事前質問を、
FAX・Eメールで、10／15まで受け
付け

齋藤芽生とフローラの神殿

郵便番号・住所

行政書士無料相談会

食の安全と安心を考えるシ
ンポジウム
「令和の食卓が大きくかわ
る！？ゲノム編集食品」

線の迷宮（ラビリンス）Ⅲ

講座名など

講習・選考後、障害があるかたへ
の音訳資料の作成や、対面朗読など
に協力していただきます。
〈講習〉日時 11／28～ ２ 年 3 ／26
（12／12、 1 ／ ２ ・16、 ２ ／20、 ３
／12を除く）の毎週木曜日・ 4 ／23
（木）
14：00～16：00、 ４ ／ ９（木）～
11
（土）
10：00～15：00（ 全17回 ）
会場 八雲中央図書館ほか 対象
パソコン操作ができるかた 募集人
数 13人（選考あり）
申往復ハガキに、記入例■～■、音
訳または音訳講習の経験の有無を書
いて、11／14（必着）までに、八雲
中 央 図 書 館 サ ー ビ ス 係（ 〒152－
0023八雲 １ － １ － １ 区民キャンパ
ス内、☎5701－2795）へ

会場 碑文谷保健センター 内容
子育て・栄養・歯の話や実習を通し
て学ぶ育児のあり方 対象 区内在
住の平成30年11・12月生まれの乳児
と保護者 定員 30組（先着）
申電話で、10／11までに、碑文谷保
健センター保健サービス係（☎3711
－6446、障Ｆ5722－9330）へ

●ハガキ・ の記入例

図書館障害者サービス（音
訳）協力員を募集します

障は、障害があり、電話で申し込みできないかたのみFAX可

