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しさを学ぶ体験型学習　定員　24人
（抽選）　費用　教材費など1,000円
申ハガキ・FAXに、記入例①～④⑥
と学校名を書いて、 9／ 1（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

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）　
費用　教材費など17,200円
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 日時（いずれも全 ５回）

ワード基礎
9 ／ 7（月）・ 9（水）～11
（金）・14（月）
9：30～12：30

エクセル基礎
9 ／ 9（水）～11（金）・14
（月）・21（祝）
13：30～16：30

田道住区センター三田分室と三田
分室老人いこいの家の臨時休館
　改修工事のため、 3年 1／ 6～ 3
／15は利用できません。会議室など
の利用受け付けは、通常どおり行い
ます。
問東部地区サービス事務所（☎5722
－9752）

区議会への請願・陳情を�
受け付けています
　第 3 回区議会定例会は、 9 ／ 7
（月）～30（水）に開催予定です。請願
（紹介議員が必要）・陳情の審査を
希望するかたは、 8／28（金）12：00
までに、総合庁舎本館 5階区議会事
務局に持参してください。
　提出の際は、請願・陳情の趣旨と
事項を文書（邦文）にして、請願・
陳情者の記入例②～④と提出年月日
を記載し、押印してください。詳細
はお問い合わせください。
問区議会事務局議事・調査係（☎

ポニー教室
日時　10～12月の毎週火～日曜日で
参加できる日の15：00～17：00　会
場　碑文谷公園こども動物広場　内
容　ポニーの世話、乗馬練習ほか
（感染症対策のため参加方法に制限
あり）　対象　小 ･ 中学生　定員　
145人（抽選。中学生15人以内）　費
用　参加費2,400円
申往復ハガキに、記入例①～③と学
校名・学年、参加経験の有無、保護

者の②～④、緊急連絡先を書いて、
8／31（必着）までに、碑文谷公園
こども動物広場（〒152－0003碑文
谷 6－ 9－11、☎3714－1548）へ。
初参加者の保護者は事前説明会への
出席が必要。障害のあるかたは申し
込み前にご相談ください

Ｈ小学 5年生の�
児童理科クラブ
日時　10／ 3 ・24、11／21、12／
12、 3 年 1 ／ 9 ・23の土曜日13：30
～15：30（全 6回）　会場　めぐろ学
校サポートセンター（中目黒 3－ 6
－10）　内容　実験などで理科の楽

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、講演・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

　地域サークル講座は、区に登録するサークル団体が、講師として、
日頃の活動で培った技術や知識を伝える区民向けの講座です。団体の
皆さんと社会教育館などが協力して、講座の企画・運営を行います。
必要経費などは区が負担し、社会教育館などの備品は無料で利用でき
ます。

対象　�社会教育関係登録団体、地域活動登録団体、男女平等・共同参画
センター利用登録団体、消費生活センター利用登録団体、エコプ
ラザ利用登録団体、芸術文化活動登録団体（元年度・ 2年度の地
域サークル講座実施団体、区・教育委員会が共催・後援で補助金
などの公的援助を受けて事業を実施した団体は対象外）

募集数　 5団体（ 1団体 1講座）

申し込�み方法　応募要項（社会教育館、緑が丘文化会館で配布）に添付
の申込書類を、 9／25までに、下記の申込先へ郵送または持参

申し込み・問い合わせ
◦�東山社会教育館� �
（〒1５3－0043東山 3－24－ 2 、☎3791－4611、■Ｆ3791－4５8５）
◦�区民センター社会教育館� �
（〒1５3－0063目黒 2－ 4－36、☎3711－1137、■Ｆ3711－1168）
◦�中央町社会教育館� �
（〒1５2－0001中央町 2－ 4－18、☎3713－4127、Ｆ3792－9202）
◦�目黒本町社会教育館� �
（〒1５2－0002目黒本町 2－ 1－20、☎3792－6321、■Ｆ3792－５247）
◦�緑が丘文化会館� �
（〒1５2－0034緑が丘 2－14－23、☎3723－8741、■Ｆ3723－2187）

サークルの活動成果を生かして
講座を企画・運営しませんか

地域サークル講座の
実施団体を募集します

要配慮者の災害への備え
防災行動マニュアルと防災手帳を
ご活用ください
　地震や風水害などの災害時に、自力で避難することが困難な障害のある
かたや介護が必要なかた等の要配慮者に向けた、防災行動マニュアルと防
災手帳（災害時個別支援プラン）を作成しています。
　備蓄品等の備えや、近所のかたとあいさつをするなど、顔の見える関係を
作っておくことも大切です。命を守るために、できることから備えましょう。

問健康福祉計画課要配慮者支援係
（☎５722－9689、Ｆ５722－9347）

配布場所　総合庁舎本館 2階健康福
祉計画課・障害施策推進課・高齢福
祉課・福祉総合課、地域包括支援セ
ンター▲�災害発生時に取るべき行動や日頃

からの備えなどをまとめています

【緊急時連絡先】親族・知人・ケアマネジャーなど
ふ　り　が　な 関係

氏　　名

住　　所

電話・FAX

現在、考えている避難先

地域避難所

親族や知人宅など

＊保管及び情報提供を了承する場合は、○をしてください。

関係機関連絡先

名称 電話・ＦＡＸ

目黒区役所 電話 03-3715-1111(代)

目黒区防災課
電話 03-5723-8700

FAX 03-5723-8725

目黒警察署 電話 03-3710-0110

碑文谷警察署 電話 03-3794-0110

目黒消防署 電話 03-3710-0119

防災手帳 ̶災害時個別支援プラン̶
　発行日　　　平成 31年 3月発行
　編集・発行　目黒区健康福祉部健康福祉計画課
　電話 03-5722-9689　　FAX 03-5722-9347

－8－

避難支援者
（親族や知人など、避難支援について承諾を得ているかた）

支援内容
□避難所への同行 □訪問での安否確認
□電話のみによる安否確認
□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

メ　ー　ル

－6－

防災・救急医療情報キットや防災袋に入れて、避難
するときは必ず持ちだしましょう。

防災手帳

－1－ －3－

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　名
し めい

し めい

男・女

住　　　所
じゅう しょ

じゅう しょ

目黒区 丁目 番 号

（建物階数・室番号：　　　　　　　）

電話・ＦＡＸ
でんわ

でんわ

ふぁっくす

でんわ ふぁっくす

ふぁっくす

（　　　　　）
（　　　　　）

メ　ー　ル ＠

生 年 月 日
せい    ねん    がっ      ぴ

年　　月　　日生まれ

要介護認定 要介護　　　／　　　要支援

障害の種類

□身体障害者手帳　　級
　（　　　　　　　　　　　　）
□愛の手帳　　　　　度
　（　　　　　　　　　　　　）
□精神障害者保健福祉手帳　　　級

難　病　等 病名：

通っている施設・職場など
名 称
めい しょう

電話・ＦＡＸ

－2－

災害時の避難方法・配慮してほしいこと

□自力で避難できる
□避難する時に手伝ってくれる方が

いる　 いない
□避難方法は、
徒歩・杖・車椅子・歩行器
その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
＊災害時は、普通車両の使用はできません。

□避難先で必要な介助
食事・着替え・排泄（トイレ・オムツ交換）
その他（　　　　　　　　　）

□意思表示
難しい・簡単なことのみ理解できる・問題ない

□物が見えにくい・音が聞こえにくい
□その他、避難先で配慮してほしいこと

－5－

【医療情報】
かかりつけの医療機関・薬局

医療機関
いりょうきかん

・薬局
やっきょく

担当医
たんとうい

電話
でんわ

治療中の病気

病名
びょうめい

治療内容
ちりょうないよう　　ふくようちゅう　　くすり

、服用中の薬など

ペースメーカー □使用している □使用していない
人工透析 □している（週 回）□していない
その他（ ）
アレルギー □あり（ ）

□なし
水や食べ物について注意が必要なこと

－4－

－7－

　この手帳は、災害が発生して避難すると
きに、必要なことを記入しています。
　災害が発生したときや困っている様子を
見かけたら、支援をお願いします。

よう かい   ご   にん てい ようかいご ようしえん

ねん　　　　がつ　　　　ひ　う

おとこ　おんな

めぐろく　　　　　　　　　　　ちょうめ　　　　　ばん　　　　ごう

ぼうさい　　　きゅうきゅういりょうじょうほう　　　　　　　　　ぼうさいぶくろ　　　　　　　　　　　　ひなん

かなら　　も

さい    がい       じ　　　こ       べつ　 　し       えん

てちょう さいがい

さいがい

はっせい

はっせい

ひなん

ひつよう きにゅう

こま ようす

み しえん ねが

ぼうさい　　　きゅうきゅういりょうじょうほう

たてものかいすう　　へやばんごう

かよ しせつ しょくば

しょうがい         しゅるい

しんたいしょうがいしゃてちょう　　　　きゅう

あい　　てちょう　　　　　　　　　　　ど

せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう きゅう

なん        びょう　　とう びょうめい

きんきゅうじれんらくさき しんぞく ちじん

かんけい

ふ　り　が　な

氏 　　名

住　　所

電話・FAX

し めい

じゅう しょ

でんわ ふぁっくす

ふ　り　が　な

氏 　　名

住　　所

電話・FAX

し めい

じゅう しょ

でんわ ふぁっくす

ふ　り　が　な 関係

氏　　名

住　　所

電話・FAX

し めい

じゅう しょ

でんわ ふぁっくす

かんけい

げんざい　　　かんが　　　　　　　　　　ひなんさき

ぼう　　　　　さい　　　　　て　　　　　ちょう

いりょうじょうほう

いりょうきかん　　やっきょく

ちりょうちゅう　　　びょうき

しよう しよう

じんこうとうせき しゅう　　　　かい

た

みず　　　た　　　もの　　　　　　　　　ちゅうい　　　ひつよう

め　ぐろ　く                             さく   せい  しゃ                              ひなん　　　しえんしゃ

ほ かんおよ　　じゅうほうていきょう　　りょうしょう　　　　ばあい

かん　けい　き　かん　れん  らく  さき

めいしょう でんわ　　　 ふぁっくす

でんわ

でんわ

でんわ

でんわ

でんわ

め ぐろ  く  やくしょ

め ぐろけいさつしょ

め ぐろしょうぼうしょ

ひ もん や  けいさつしょ

め ぐろ  く   ぼうさいか

さい がい じ　　　 ひ なんほうほう　　 はいりょ

じりき　　　ひなん

ひなん　　　　　とき　　　てつだ　　　　　　　　　　　かた

ひ なん ほうほう

と  ほ　　　つえ　　  くるまいす　　　 ほ  こう  き

た

さいがいじ　　　　ふつうしゃりょう　　しよう

ひなんさき　　　ひつよう　　かいじょ

しょくじ　　　き　が　　　　　はいせつ                                                  こうかん

た

い　し  ひょうじ

むずか　　　　　　かんたん　　　　　　　　　　　 り かい　　　　　　　　 もんだい

もの　　 み　　　　　　　　　　　おと　　　き

た　　　 ひ なん さき　　 はいりょ

ひ  なん   し   えんしゃ

しんぞく      ちじん                  ひなん  しえん                    しょうだく     え

ひなんじょ　　　  どうこう          ほうもん           あん ぴ かくにん

でんわ                            あん ぴ かくにん

た

し  えん ないよう

支 援内容
□避難所への同行 □訪問での安否確認
□電話のみによる安否確認
□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

メ　ー　ル

ふ　り　が　な 関係

氏　　名

住　　所

電話・FAX

し めい

じゅう しょ

でんわ ふぁっくす

かんけい

ひなんじょ　　　  どうこう          ほうもん           あん ぴ かくにん

でんわ                            あん ぴ かくにん

た

し  えん ないよう

ぼう さい て ちょう           さいがいじ     こべつ    しえん

はっこう  び                     へいせい           ねん       がつ はっこう

へんしゅう      はっこう        め ぐろ く  けんこうふく  し  ぶ  けんこうふく  し けいかく か

ふぁっくす

でんわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふぁっくす

ほんにんいがい      きにゅう             ばあい             からん           きにゅう

ぼう  さい   て   ちょう            さい  がい    じ      こべつ        しえん

さいがい    じ          あん  ぴ    かくにん            ひなん   こうどう

し  えん         う                                                           かなら                      ほしょう

およ          ひ なん    し   えんしゃ         ほうてき        せきにん           ぎ    む           お

ほんしょ          き   さい                 ひ なん    しえんしゃ                        しょうだく         え

しょうち

目黒区　・　作成者　・　避難支援者 

－ 災害時個別支援プラン － 

本人氏名

作 成 者

本人・親族・事業者・町会・自治会 
その他（ 　　　　　　　　　　　）　

作成年月日　　　年　　月　　日 
防災・救急医療情報キット　   有　・　無 

防災手帳ー災害時個別支援プランーの
個人情報の提供について  

目黒区長 あて

年　　月　　日

本人氏名              

【ご本人以外が記入した場合は、下欄もご記入ください】 

代筆者氏名               

さくせい　　 ねんがっぴ　　　　　　　　　　  ねん　　　　　　がつ　　　　　　　ひ

ほん  にん    し    めい

さく       せい      しゃ

ほんにん　　 しんぞく　　 じぎょうしゃ　　ちょうかい　　   じちかい

た

　この防災手帳－災害時個別支援プラン－の記載内容
について、目黒区、作成者及び避難支援者に情報提供
をすることに同意し、提出します。

ほんにん  し  めい

だいひつしゃ   しめい

＊このプランによって、災害時に安否確認や避難行動の
支援が受けられることを、必ずしも保証するものでは
ないこと、及び避難支援者は法的な責任や義務を負わ
ないことについて、承知しています。
＊本書に記載した避難支援者には、承諾を得ています。

こ   じん  じょうほう          ていきょう

め  ぐろ   く  ちょう

ぼうさいてちょう         さいがいじ      こべつ    しえん                                     きさい  ないよう

め  ぐろ  く         さくせいしゃ およ          ひなん   しえんしゃ         じょうほうていきょう

どうい ていしゅつ

ねん               がつ                 ひ

同居
・
別居

どうきょ

べっきょ

関係
かんけい

同居
・
別居

どうきょ

べっきょ

関係
かんけい

同居
・
別居

どうきょ

べっきょ

目黒区提出用

ち   いき     ひ   なん  じょ

しんぞく      ちじんたく

この手帳の保管先
てちょう　　　　  ほかんさき

◀�防災行動マニュア
ルには、緊急連絡
先や自分の情報を
記入できる防災手
帳が入っていま
す。 事 前 に 記 入
し、災害時に携帯
できるようにして
おきましょう

講座の概要
テーマ　�◦仲間づくり　◦育児・子育て・家庭教育　◦平和・人

権　◦健康づくり　◦芸術・文化　◦環境・暮らし
実施期間・回数　原則 3年 6月～ 4年 2月に 4～ 6回開催
会場　社会教育館、緑が丘文化会館
※講座開催に関する手順などは、応募要項に掲載しています

医療・介護資源情報提供システムの
運用を開始しました

問福祉総合課地域ケア推進係（☎５722－8713、Ｆ５722－9062）

　掲載同意のあった区内の医療機関や介護事業者などの情
報を、パソコンやスマートフォンなどから検索・閲覧でき
ます。ホームページ（右コード）から利用できます。ぜひ
ご活用ください。

地域や住所から
検索できます

介護サービスの
空き情報の閲覧
や、サービスの
種類から事業者
を検索できます

事業者専用のペ
ージもあります


