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Ｈ地域サークル講座�
「楽しく学ぶ大人の油絵」
日時　 9 ／ 2 ～23の毎週水曜日13：
30～15：30（全 4 回）　会場　区民
センター社会教育館　内容　静物画
を描く　講師　武蔵野美術大学講師�
加藤健二氏　定員　20人（抽選）　
費用　教材費2,500円
申電話、ハガキ・FAX（記入例①～
④と年代を記入）で、 8 ／21（必
着）までに、区民センター社会教育
館（〒153－0063目黒 2 － 4 －36、
☎3711－1137、Ｆ3711－1168）へ

Ｈ地域サークル講座�
「絵手紙でつながろう」
日時　 9 ／ 4 ～10／ 2 の毎週金曜日
13：30～15：30（全 5 回）　会場　
目黒本町社会教育館　講師　日本絵
手紙協会公認講師　脇妙子氏　定員�
25人（抽選）　費用　教材費1,800円
申電話、ハガキ・FAX（記入例①～
④と年代を記入）で、 8／25（必着）
までに、目黒本町社会教育館（〒152
－0002目黒本町 2－ 1－20、☎3792
－6321、Ｆ3792－5247）へ

ユネスコ日本語講座�
～初めて習う日本語
日時　 9 ／ 8 ～12／10（ 9 ／22、11
／ 3 を除く）の毎週火・木曜日10：
00～12：00（全26回）　会場　中央
町社会教育館（中央町 2－ 4－18）�
対象　16歳以上の日本語を母語とし
ないかた　定員　15人（先着）　費
用　教材費3,300円　主催　目黒区
教育委員会　
申FAX・Eメールに、記入例①～⑤
と国籍、保育（ 2歳以上の未就学児）
希望者は子どもの③⑤⑥を書いて、
8 ／25（必着）までに、NPO法人目黒
ユネスコ協会（☎5725－6150、Ｆ5725
－6160、□meguro@unesco.or.jp）へ

発達障害支援拠点ぽると　　　�
家族のためのワークショップ　�
「多様な家族のあり方を考える」
日時　 9 ／11（金）10：00～11：45　

会場　東山住区センター（東山 2－
24－30）　対象　発達障害がある子
ども（18歳まで）の家族　定員　15
人（先着）　
申電話または往復ハガキ（記入例①
～④を記入）で、 9／ 8（必着）ま
でに、発達障害支援拠点ぽると（〒
153－0043東山 2 －24－30　東山住
区センター内、☎6412－7151）へ

Ｈ実験クラブ
日時　 9 ／19、10／10、11／14、12
／ 5 ・26、 3 年 1 ／16、 2 ／ 6 ・27
の土曜日の原則14：30～16：00（全
8 回）　会場　めぐろ学校サポート
センター（中目黒 3－ 6－10）　講師�
元中学校教諭ほか　対象　中学生　
定員　20人（抽選）　費用　教材費
など2,000円　
申電話、ハガキ・FAX（記入例①～
⑥と学年を記入）で、 9／ 3（必着）
までに、青少年プラザ（〒153－0061
中目黒 2－10－13　中目黒スクエア
内、☎5721－8575、Ｆ5721－8577）
へ

八ヶ岳林間学園の臨時休園
　設備工事のため、11／ 1 ～12／15
は休園します。12／16以降の一般利
用は、通常どおり受け付けます。
問学校運営課学校事業支援係（☎
5722－9310）

地域福祉のつどいの中止
　10月に開催を予定していた地域福
祉のつどいは、新型コロナウイルス
感染防止のため、中止します。
問目黒区社会福祉協議会（☎3719－
8909）

地籍調査を行います
　登記簿などを基に調査・測量を行
い、区道や水路敷等と民有地との境
界を確認する調査を実施します。対
象者には、別途お知らせします。
実施期間　 9月上旬～ 3年 3月中旬�
対象地域　五本木 2丁目・目黒本町
4丁目・目黒本町 5丁目の一部、下
目黒 6丁目、祐天寺 2丁目

■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

8月9日（日）�石原歯科クリニック
　　東山1-4-4-2F� ☎3719－1182

8月10日（祝）おがわ歯科医院
　　目黒本町4-7-11� ☎3712－5696

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）

問土木管理課境界係（☎5722－9467）

地域福祉審議会の公開
日時　 8 ／24（月）14：00～16：00　
会場　総合庁舎本館 2階大会議室
問健康福祉計画課保健福祉計画係
（☎5722－9406、Ｆ5722－9347）。
傍聴希望者は当日会場へ。手話通
訳・保育（未就学児）希望者は 8／
14までに予約

Ｈ講座企画のボランティア
スタッフ募集
活動日時　 9 ／ 5 ～19の毎週土曜日
18：30～20：30（全 3 回）　会場　
緑が丘文化会館　内容　転職や定
年・育児後の仕事について学ぶ講座
「どうする！セカンドキャリア」
（仮称。 3年 2・ 3月開催予定）の
企画・運営　定員　 5 人（抽選）
申電話、ハガキ・FAX（記入例①～
④と年代を記入）で、 8／25（必着）
までに、緑が丘文化会館（〒152－
0034緑が丘 2 －14－23、☎3723－
8741、Ｆ3723－2187）へ

都営住宅の入居者募集
募集住宅　都内全域の①家族向け②
単身者向け③車椅子使用者向け④シ
ルバーピア（高齢者集合住宅）。①
はポイント方式、②～④は抽選　申
し込み方法　募集案内に添付の申込
書を、 8／28（必着）までに、指定
先へ郵送。詳細は、募集案内（ 8／

17～25に、総合庁舎本館 1階西口ロ
ビー・ 6階住宅課、別館 6階公営住
宅の窓口、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。都住宅供給公社ホーム
ページから印刷可）をご覧ください
問公営住宅の窓口（☎3715－1871）

総合庁舎レストランの 3年
度業務受託業者募集
　詳細は、応募要領（総合庁舎本館
4階人事課で配布。ホームページか
ら印刷可）をご覧ください。
申込期限　 8 ／28（必着）
問人事課福利健康係（☎5722－9376）

パパの育児教室
日時　 8 ／22（土）①10：00～11：30
②14：00～15：30、 8 ／23（日）①
9：45～11：15②12：40～14：10③
15：00～16：30　会場　総合庁舎本
館 3階目黒区保健所　内容　赤ちゃ
んを迎える心構え、もく浴とおむつ
交換実習ほか　対象　区内に住民登
録がある、 8／22～11／30が出産予
定日の初産の妊婦のパートナー（感
染症対策のため妊婦は対象外）　定
員　各12人（先着）
申電話で、 8／ 6から、碑文谷保健
センター保健サービス係（☎3711－
6446、Ｆ5722－9330）へ

★�感染症対策のため、講習・講演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

8月は道路ふれあい月間

　道路を広く、美しく、安全に利用することを目的に、 ８月10日を道
の日、 ８月を道路ふれあい月間としています。
　道路にはみ出た商品や看板などで、多くのかたが困っています。こ
れらは法律に違反する行為で、緊急・災害時に避難や救出活動の大き
な妨げとなります。また、住宅の庭木や生け垣が道路に張り出し、標
識を覆い隠したり車に接触したりするなどの苦情も後を絶ちません。
看板等は敷地内に設置する、庭木等は定期的にせん定するなど、適切
な管理をお願いします。
　ルールを守り、安心して通行できる道路環境を心掛けましょう。

問土木管理課土木監察係
（☎５722－942６、Ｆ５722－9６3６）

２ 年度道路ふれあい月間
推進標語最優秀賞 ゆずり合い　心や道に　咲く笑顔

庭木が標識な
どを覆うと交
通の支障にな
ります

商品や看板が
道にせり出し
て困っている
人がいます

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


