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た、応募作品は、11月に総合庁舎内
で展示する予定です。
テーマ　私の大好きなこと　規格　
A 3 判まで。画材は自由　対象　 5
～18歳の区内在住・在学者（グルー
プ可）。著作権は区に帰属
申作品の裏面に、記入例②～④と学
年、題名、在園・在学者は名称、返
却希望の場合はその旨を書いて、 8
／21（必着）までに、総合庁舎本館
2階子育て支援課子育て支援推進係
（☎5722－8723）へ郵送または持参

子どもの学習支援を実施す
る団体に運営経費の一部を
補助します
　区内の子どもの学習支援を実施す
る地域学習支援団体に、運営経費の

一部を補助します。要件や申請など
詳細は、お問い合わせください。
問子育て支援課子育て支援推進係
（☎5722－8723）

こども110番の家 
～協力家庭を募集します
　こども110番の家は、子どもたち
が身の危険を感じて助けを求めてき
たときに、安心して立ち寄れる一時
的な避難場所で、子どもの安全を、
地域の皆さんで見守ろうとする取り
組みです。
　協力していただける家庭などを随
時募集しています。登録方法など詳
細はお問い合わせください。
問生涯学習課青少年係（☎5722－
9309）

大人のためのオンライン演劇
ワークショップ「物語を描く」
日程　 9 ／12・26、10／17・31、11
／ 14・28、12 ／ 12の土曜日、12／13
（日）。全 8回　時間　13：00～16：00
（12月は未定）　内容　五輪をテー
マに物語を作る。 9／26、12／12・
13はめぐろパーシモンホールなどの
会場で実施　講師　劇団ままごと主
宰　柴幸男氏ほか　対象　18歳以上
定員　10人（抽選）　費用　参加費
3,000円
申Eメールに、記入例①～⑥、演劇
経験の有無と応募動機を書いて、 8
／ 5（必着）までに、めぐろパーシモ
ンホール事業課（☎5701－2913、□
otonaengeki@persimmon.or.jp）へ

パソコン教室
講座名など　下表のとおり　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　各 7 人（先着）
申電話で、目黒区シルバー人材セン
ターパソコン教室（☎Ｆ共通6420－
0235。10：00～16：00）へ
講座名 日程 時間 費用

初めてのパ
ソコン

8 ／ 4（火）
～ 6（木）・13
（木）・14（金）
（全 5回）

①
教材費
など
16,200円

ワード基礎

8 ／ 4（火）
～ 6（木）・11
（火）・12（水）
（全 5回）

②
教材費
など
17,200円

ウィンドウ
ズステップ
アップ

8 ／11～19
の火・水曜
日（全 4回）

①
教材費
など
13,100円

デジカメ・
スマホ画像
処理と活用

8 ／13（木）・
14（金）�
（全 2回）

②
教材費
など
7,100円

時間　① 9：30～12：30②13：30～16：30

東京バレエ団 
～子どものためのバレエ 
「ねむれる森の美女」
日時　 8 ／ 9（日）15：30開演、 8／
10（祝）11：30または15：00開演（い

ずれも開場は開演30分前）　会場　
めぐろパーシモンホール大ホール
（八雲 1－ 1－ 1　区民キャンパス
内）　出演　金子仁美ほか　料金　
全席指定Ｓ席5,000円・Ａ席4,000円
（中学生以下は半額）、 3 歳児以下
入場不可　チケット取り扱い　めぐ
ろパーシモンホールチケットセンタ
ー（☎5701－2904）。発売中　共催�
目黒区芸術文化振興財団
問NBSチケットセンター（☎3791－
8888）

マイナンバーカードによる
コンビニ交付サービスを 
一時停止します
　全国的な機器保守作業のため、 7
／23（祝）～26（日）は、コンビニエン
スストアで、住民票の写し、印鑑登
録証明書、戸籍（全部・個人）事項
証明書・戸籍の附票の写しの交付サ
ービスが利用できません。
問戸籍住民課住民記録証明係（☎
5722－9795）

区展（目黒区民作品展）を
中止します
　新型コロナウイルス感染症拡大が
終息に至っていない状況を踏まえ、
中止します。
　来年の開催に向け、ご支援・ご協
力をお願いします。
問文化・交流課交流推進係（☎5722
－9278）

介護保険負担割合証を更新
します
　介護保険の要介護（支援）認定を
受けているかたに、新しい介護保険
負担割合証を、 7／17から送付しま
す。
問介護保険課介護保険給付係（☎
5722－9847）

3 年版目黒区子ども条例啓
発カレンダーの絵を募集し
ます
　採用作品は題名と氏名とともに掲
載し、カレンダーを進呈します。ま

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
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■目黒区保健所
生活衛生課（総合庁舎本館３階）
☎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

＋休日・土曜日・平日夜間などの診療・調剤案内

内
科
・

小
児
科

鷹番休日診療所　（土）17：00～21：30（休）9：00～11：30、13：00～21：30
鷹番2-6-10　目黒区医師会館別館内� ☎3716－5311

中目黒休日診療所　（休）9：00～11：30、13：00～16：30
上目黒2-19-15　総合庁舎別館内� ☎5721－6110

小児科 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� ☎3468－1251

調
剤

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� ☎3792－6260

中目黒薬局　（休）9：00～17：00
上目黒2-19-15　総合庁舎別館内� ☎3792－6190

歯 

科

診療時間は9：00～11：30、13：00～16：30

7月19日（日） 勝俣歯科医院
　　祐天寺2-14-8-3F� ☎3793－5515

7月23日（祝）奥居歯科
　　青葉台1-30-11-3F� ☎5724－5724

7月24日（祝）アサダデンタルクリニック
　　中根2-13-19-2F� ☎3725－8848

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

■ 新型コロナウイルス感染症が
疑われるかたの相談 

●�目黒区新型コロナ受診相談窓口（帰国者・接触者電話相談センター）☎5722－9089、■Ｆ5722－9890（月～金曜日〈祝・休日を除く〉9：00～17：00）
●都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター☎5320－4592（月～金曜日17：00～翌日 9：00、土曜・日曜・祝・休日は24時間）

問子育て支援課児童館係（☎5722－8703、Ｆ5722－9328）

　目黒本町 1丁目の法務局跡地に、こどもの森児童館が開館しました。
区で16館目の児童館となり、18歳未満の子どもと保護者などが利用で
きます。
　新型コロナウイルス感染症対策のため、一部利用を制限していま
す。詳細は、こどもの森児童館にお問い合わせください。

開館時間　�9 ：00～20：00（18：00以降は中学・高校生のみ利用可）
休館日　�第 2 ・ 4 日曜日、祝・休日（ 5／ 5を除く）・年末年始
　　　　※�祝日と第 1・ 3・ 5日曜日が重なった場合は開館し、翌日

休館
所在地　目黒本町 1－16－17　電話　☎Ｆ共通6303－1200

主な部屋
◦オープンライブラリー（右写真①）
◦キッチンスタジオ（調理室）
◦ちびっこルーム（乳幼児室）
◦わくわくルーム（児童遊戯室）
◦ダンススタジオ
◦音楽スタジオ
◦体育館（右写真②）

整備・運営法人
株式会社こどもの森

併設施設
◦まなびの森保育園学芸大学前（認可保育所）
◦こどもの森学童保育クラブ

こどもの森児童館

目黒本町に
新しい児童館が
オープンしました

◀�ボルダリングも
楽しめる体育館

▶�お気に入り
の場所で自
由に本が読
める図書館

②

①

★�感染症対策のため、講習などを中止する場合があります。最新情報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

※事前連絡が必要です


