令和2年（2020年）8月15日

7 月25日号の平和特集を見た区民のかたから「目黒には
広島で被爆したお地蔵さまがあります」と、ハガキを頂き
ました。
そのお地蔵さまは、原爆ドーム近くの西蓮寺で「子育て
地蔵」として親しまれていました。1945年 8 月 6 日、原爆
を受け、胴体が砕け、奇跡的に頭部だけが残り、当時の西
蓮寺住職により「被爆の生き証人」として、大切に保存さ
れました。その後、昭和20年代の後半に縁あって常圓寺に

堆肥を作って
みませんか

日時
会場

移され、今も「子育て被爆地蔵」として安置されています。
毎年、八雲住区センター児童館では、子どもたちが平和
の祈りを込めた千羽鶴を作り、被爆地蔵に奉納していま
す。また、 8 月 6 日には、常圓寺と萠友会（目黒区の被爆
者団体）により法要が営まれています。
被爆地から遠く離れた地でも平和の尊さを考えることが
できます。少しだけ立ち止まって、平和の尊さに触れてみ
てはいかかでしょうか。

 月第 4 水曜日
毎

9 ：00～11：30
駒場野公園

（駒場 2 －19－70）

↗5722－9414）

国家公務員駒場住宅跡地活
用方針素案にご意見をお寄
せください
素案は、総合庁舎本館 1 階区政情
報コーナー・ 4 階経営改革推進課、
北部地区サービス事務所、駒場住区
センターのほか、ホームページでご
覧になれます。
〈意見の提出方法〉
郵送（持参可）
・FAX・Eメールに、
記入例①～③を書いて、 9 ／15（必
着）までに、経営改革推進課（〒153
－8573目黒区役所〈住所不要〉、Ｆ
5722－6134、□r-keieikaikaku@city.
meguro.tokyo.jp）へ
問経営改革推進課（☎5722－9457）

特別定額給付金の申請期限
は 9 ／ 1 （消印有効）です
期限を過ぎて申請された場合は、
給付対象となりません。申請から 3
週間程度で、指定の口座へ給付金を
振り込みます。申請書が届いていな
い場合は、お問い合わせください。
問特別定額給付金専用ダイヤル（☎
6738－9204）

無電柱化推進計画を策定し
ました
都市防災機能の向上、安全で快適
な歩行空間の確保、都市景観の向上

▲生ごみ堆肥化機械での作業の様子

と良好な住環境の形成を図るため無
電柱化推進計画を策定しました。
計画（全文）は、 8 月下旬からホー
ムページなどでご覧になれます。素
案に対する意見への対応結果は、 8
月下旬から、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、地区サービス事務所（東部地区
を除く）、住区センター、図書館のほ
か、ホームページでご覧になれます。
問みどり土木政策課施設計画係（☎
5722－9745）

中小企業事業者のかたへ
～エイジフレンドリー補助
金をご活用ください
厚生労働省の新設事業で、60歳以
上の労働者が安全に働くために、職
場環境を改善した中小企業事業者へ
経費の一部を補助します。要件など
詳細は同省ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。
申請期限 10／31（土）
問エイジフレンドリー補助金事務セ
ンター（☎6381－7507）

新しい心身障害者医療受給
者証を交付します
現在、心身障害者医療受給者証（マ
ル障）をお持ちのかたに、新しい受給
者証を、 8 月下旬に送付します（更
新手続き不要）。ただし所得基準額
（右上表）を超えているかたや、住
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4～6月

問広報課報道・情報公開係（☎5722－9622、 Ｆ5722－8674）

●子ども総合計画改定素案パブリックコメント実施結果
● 2 年度食品衛生監視指導計画
● 2 年度一般廃棄物処理実施計画
●元年度消防少年団実績報告書
●元年度第 4 回情報公開・個人情報保護審議会会議録
●元年度第31～36回政策決定会議会議録
●元年度第 4 回地域福祉審議会計画改定専門委員会会議録 ほか

民税が課税されている後期高齢者医
療制度加入者は対象外です。対象外
となったかたには、別途通知します。
問障害者支援課支援サービス係（☎
5722－9846、Ｆ3715－4424）
所得制限額 3,604,000円
扶養親族に
3,604,000円＋人数×3８万円
よる加算

ロタウイルスワクチンが定
期接種になります
下痢などを引き起こすロタウイル
ス感染症の予防接種が、10／ 1 から
定期接種になります。対象者には、
生後 1 カ月になった月末に予防接種
予診票を郵送します。詳細は、同封
するお知らせまたはホームページを

ご覧ください。
対象 2 年 8 ／ 1 生まれ以降の区内
在住者
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）

子宮頸がん予防ワクチンの
定期接種
定期接種は平成16年 4 ／ 2 ～21年
4 ／ 1 生まれの女性が対象で、高校
1 年生に相当する年齢の接種期限
は、 3 年 3 ／31です。
定期接種を希望する場合は、区指
定の予防接種予診票が必要です。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。
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）

中目黒休日診療所・薬局を休止し

八雲休日診療所・調剤薬局を開設します
問健康推進課健康づくり係（☎5722－9586、■
■
Ｆ5722－9329）
所在地 八雲 １ － １ － ８ 区民キャンパス内
◆八雲休日診療所（☎5701－2492）
受付日時 日曜・祝日の ９ ：00～11：30、13：00～16：30
診療科目 内科、小児科
◆八雲休日調剤薬局（☎5701－2587）
受付日時 日曜・祝日の ９ ：00～17：00

＋休日・土曜日・平日夜間などの診療・調剤案内
内科・
小児科

■目黒区保健所
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主な公表情報です。詳細は、総合庁舎本館 1 階区政
情報コーナーまたはホームページ（右コード）などで
ご覧になれます。

問環境保全課環境計画係
（☎5722－9357、 ■
Ｆ5722－9401）
駒場野公園に、使えなかった野菜く
ずなどを堆肥にすることができる環境
学習施設があります。家庭から出た野
菜くずや果物の皮などを機械で発酵さ
せ、堆肥にする過程を体験することに
より、環境について学ぶことができま
す。参加方法など詳細は、お問い合わ
せください。

区政情報公表状況

◀常圓
 寺（八雲 ー ー ）に安置
されている「被爆地蔵」

目黒にあるヒロシマ～常圓寺の被爆地蔵
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※事前連絡が必要です

歯科

調剤

生活衛生課（総合庁舎本館３階）
診療時間は9：00～11：30、13：00～16：30
鷹番休日診療所 （土）17：00～21：30（休）9：00～11：30、13：00～21：30
☎5722－9505：犬の登録ほか
鷹番2-6-10 目黒区医師会館別館内
☎3716－5311
8月16日
（日）
みき歯科医院
☎5722－9500：ねずみ、衛生害虫相談ほか
八雲休日診療所 （休）9：00～11：30、13：00～16：30
上目黒2-49-20
☎3716－3652
☎5722－9506：食品衛生ほか
八雲1-1-8 区民キャンパス内
☎5701－2492
☎5722－6852：区内診療所の相談・苦情ほか
8月23日
（日）米津歯科医院
平日夜間小児初期救急診療 祝・休日を除く（月）～（金）20：00～22：45
保健予防課（総合庁舎本館３階）
目黒本町1-10-13
☎3711－1767
小児科
☎5722－9396：肝炎検査、成人健康相談ほか
大橋2-22-36 東邦大学医療センター大橋病院内
☎3468－1251
☎5722－9896：HIV・性感染症相談・検査ほか
鷹番薬局 （土）17：00～22：00（休）9：00～22：00
東京都医療機関案内サービス
☎5722－9503：予防接種、母子・歯科保健ほか
鷹番1-7-11 クレール鷹番101
☎3792－6260
ひまわり（24時間受け付け）
碑文谷保健センター（碑文谷4-16-18）
八雲休日調剤薬局 （休）9：00～17：00
☎3711－6446：成人健康相談、母子・歯科保健、
☎5272－0303
八雲1-1-8 区民キャンパス内
☎5701－2587
予防接種、検便ほか
■新型コロナウイルス感染症が ●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）
疑われるかたの相談

