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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〉

