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00～16：00　会場　東根住区センタ
ー（東が丘 1－ 7－14）
問児童館は放課後子ども対策課放課
後子ども施設係（☎5722－9358）、
高齢福祉住宅は高齢福祉課高齢者福
祉住宅・施設係（☎5722－9843）

Ｊアラートの全国一斉試験
放送を実施します
　緊急時の情報連絡手段Ｊアラート
（全国瞬時警報システム）の試験放
送を、区内65カ所の防災行政無線か
ら行います。
日時　 8 ／ 5（水）11：00頃
問生活安全課危機管理係（☎5722－
9164）

新型コロナウイルス感染症
の影響による後期高齢者医
療保険料の減免
　収入が前年より一定以上減少した
かたなどは、保険料が減免になる場
合があり、申請には、要件がありま
す。証明する書類などが必要です。
詳細はお問い合わせください。
問国保年金課後期高齢者医療係（☎
5722－9838）

専門医師による 
高次脳機能障害の相談会
日時　 9 ／ 1（火）10：00～12：00　
会場　目黒区高次脳機能障害者支援
センター（碑文谷 5 －12－ 1 ）　主
催　目黒区
申電話またはFAX（記入例①～⑥を
記入）で、 8／27までに、目黒区高
次脳機能障害者支援センター（☎
6808－8575、Ｆ6808－8576）へ

自転車走行環境を整備して
います
　池尻大橋駅、学芸大学駅、自由が
丘駅周辺に自転車ナビマークを設置
しました。今後、整備に合わせて自
転車交通ルールなどの周知・啓発活
動を行い、総合的に自転車対策を推
進します。詳細はホームページでご
覧ください。
問みどり土木政策課施設計画係（☎
5722－9745）

ブロック塀などを所有する
かたへ
　元年度に実施した、区内道路沿い
の塀の基礎調査結果に基づき、適切
な維持管理や助成制度の案内を戸別
配布します。配布対象は道路沿いに
ある、高さが0.8ｍを超えるブロッ
ク塀などです。劣化の見られる塀か
ら先行して、 8月中旬頃から身分証
を着けた区職員が配布します。
　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。

Ｈ社会教育講座 
「素敵な放課後を子どもた
ちに届けよう」
日時　 9 ／ 6・13・27の日曜日 9：45
～11：45（全 3回）　会場　中央町社�
会教育館　内容　子どもたちの放課
後の過ごし方と放課後事業を知り、
安全で、楽しく過ごせる放課後づく
りへの関わり方を学ぶ　講師　NPO�
法人放課後NPOアフタースクール
理事　有坂絢子氏ほか　定員　15人
（抽選）
申電話、ハガキ・FAX（記入例①～
④と年代、保育〈 2歳以上の未就学
児＝抽選 5人〉希望者は子どもの③
⑤⑥を記入）で、 8／27（必着）ま
でに、中央町社会教育館（〒152－
0001中央町 2 － 4 －18、☎3713－
4127、Ｆ3792－9202）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

エクセル基
礎

8 ／18～27の
毎週火～木曜
日（20日を除
く）（全 5回）

②
教材費
など
17,200円8 ／29～ 9 ／

26の毎週土曜
日（全 5回）

①

もっとウィ
ンドウズ10
になれよう

8 ／20～28の
毎週水～金曜
日（全 5回）

①
教材費
など
16,078円

ワード基礎
8 ／29～ 9 ／
26の毎週土曜
日（全 5回）

②
教材費
など
17,200円

時間　① 9：30～12：30②13：30～16：30

教養大学講座
コース・日時など　右上表のとおり�
会場　緑が丘文化会館（緑が丘 2－
14－23）　費用　資料代1,000円　共

催　目黒区教育委員会
申往復ハガキに、記入例①～④と希
望コース①または②、保育（ 2歳以
上の未就学児）希望者は子どもの③
⑤⑥を書いて、 8／11（必着）まで
に、目黒区婦人団体連合会　大田
（〒152－0004鷹番 3 －21－ 3 、☎
3712－7671）へ

コース ①文学 ②社会学

日時

9 ／ 2 ～10／28
の毎週水曜日
（全 9回）

9／ 5～13の
毎週土・日曜日
（全 4回）

13：30～15：30

テーマ

古典文学（古事
記・万葉集・源氏
物語）における
九つの話その 4

経済の歴史と経
済思想

講師
清泉女子大学名
誉教授
長谷川政春氏

慶應義塾大学教
職課程センター
越田年彦氏

定員 50人（抽選） 25人（抽選）

会議を公開します

会議名 日時・会場

❶�生涯学習推進協議
会

問生涯学習課生涯学
習計画係（☎5722－�
9314）

7 ／31（金）18：30～
19：30・総合庁舎本
館 2階大会議室

❷都市計画審議会
問都市計画課庶務係
（☎5722－9197、Ｆ
5722－9338）

8 ／ 6（木）10：00～
11：30・総合庁舎本
館 2階大会議室

※傍聴希望者は当日会場へ
※�❷の手話通訳希望者は、7／30までに予
約

Ｈ東根住区の児童館・高齢
者福祉住宅整備に関するパ
ネル展示とアンケート
　東根住区センター併設の東根職員
住宅跡の空きスペースに、児童館と
高齢者福祉住宅の整備を検討してい
ます。下記のパネル展示とホームペ
ージで、事業内容の紹介とアンケー
トを実施します。
〈パネル展示〉
日時　 7 ／31（金）～ 8／ 1（土）10：

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

情報
ボックス
情報
ボックス

★�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

◆気功太極拳錦会　毎月 2回（日）10：00

～11：30、目黒本町社会教育館で。入会
金1,000円、会費 1 回1,000円。問野村
（☎3712－5553）
◆川柳清柳会　毎月第 3（木）13：00～
16：00、中央町さくらプラザで。入会金
なし、会費月額500円。問はた（☎6407
－8211）
◆目黒篆刻（てんこく）研究会（落款印
などの作成）　毎月第 2・ 4（水）18：30
～20：30、中央町さくらプラザで。入会
金なし、会費 6 カ月7,500円。問佐藤
（☎3714－0887）
◆餃子会（中国語学習）　毎週（金）10：
00～12：00、自由が丘住区センターで。

入会金なし、会費月額2,000円。問中村
（☎3716－0693）
◆東山古典の会（蜻蛉日記の講読）　毎
月第 3（土）13：30～15：30、東山社会教
育館で。入会金なし、会費月額2,300
円。問小川（☎3710－0747）
◆萌の会（絵手紙）　毎月第 2（水）9：
45～12：00、区民センターほかで。入会
金なし、会費月額1,000円。問小川（☎
3710－0747）
◆自由英会話の会（英国人との英会話）
毎週（土）10：00～12：00、区民センター
で。入会金なし、会費月額500円。別途
講師料。問三浦（☎3794－0963）

◆八祐会（囲碁）　毎週（水）18：00～
21：00、中央町さくらプラザで。入会金
なし、会費月額500円。問山中（☎090－
9326－8345）
◆ナチュレフルール（フラワーアレンジ
メント）　毎月 3 回10：00～11：30また
は14：00～15：30、めぐろパーシモンホ
ールで。入会金なし、会費 1 回1,500
円。別途材料費。問横田（☎080－3417
－5668）
◆トネリコの木（水彩画）　毎月第 1・
3（木）10：00～12：00、碑住区センター
で。入会金3,000円、会費月額5,000円。
問斎藤（☎3713－4268）

問建築課構造指導係（☎5722－9647）

地域交通の支援方針を策定
しました
　支援方針、素案に対する意見への
対応結果は、総合庁舎本館 1階区政
情報コーナー・ 6階みどり土木政策
課、図書館などのほか、ホームぺー
ジでご覧になれます。
問みどり土木政策課地域交通係（☎
5722－9550）

Ｈ 50歳以上胃がん検診 
（ 8～10月受診分）
会場　区内実施医療機関　検査方法�
胃Ｘ線（バリウム）または胃内視鏡�
対象　昭和46年 3 ／31以前生まれの
区内在住者。ただし次のかたを除く
①元年度に区の胃がん検診を受診②
勤務先・家族検診などで同検査が受
けられる③胃の治療中ほか
申電話で、 8／24までに、健康推進
課成人保健係（☎5722－9589、Ｆ
5722－9329）へ

健康づくり健診
日時　 8 ／28（金）8：45～10：30　
会場　総合庁舎本館 3階目黒区保健
所　内容　身長・体重・血圧測定、
尿・血液検査　対象　 1 年以内に同
じ検診を受けていない、16～39歳の
区内在住者　定員　40人（先着）　�
費用　健診料500円（生活保護受給
者などは無料）
申電話で、保健予防課保健管理係
（☎5722－9396、Ｆ5722－9508）
へ。窓口申し込み可

日本脳炎第 2期（ 4回目）
の接種予診票を送付します
　平成14年 4 ／ 2 ～15年 4 ／ 1 生ま
れのかたに、接種予診票を 7月末に
送付します。また、平成 7年 4／ 2
～21年10／ 1 生まれの20歳未満で、
全 4回の接種回数が不足しているか
たは、特例で接種できます。母子健
康手帳で確認し、回数が足りていな
い場合はお問い合わせください。
問保健予防課保健サービス係（☎
5722－9503）、碑文谷保健センター
保健サービス係（☎3711－6446）

　主に区内公共施設で活動している趣
味のサークルで、営利性・政治性・宗
教性のないものを紹介しています。交
渉は当事者間で。区は関与しません。
　掲載を希望するかたは所定の申込書
に必要事項を記入し、郵送・FAXなど
で広報課区報係へ。
　掲載は先着順ですが、 2～ 3カ月要�
する場合があります。

訂正・おわび

　めぐろ区報 7／ 5号 1面に掲載
した「新しい生活様式を取り入れ
ましょう」記事の買い物の仕方に
ついて、正しくは「通販も利用」
でした。訂正しておわびします。
問広報課区報係（☎5722－9486）


