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令和元年（2019年）10月5日

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

