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整理の方法と適切な専門機関を、電
話で案内します。
日時　 9 ／ 7（月）・ 8（火）9：30～
16：30
問消費生活センター（☎3711－
1140、Ｆ3711－5297）

東京自殺防止センターによ
る特別相談を実施します
　悩みや不安を、電話でお受けしま
す。
日程　 8／31（月）まで　時間　20：
00～翌日 2：30（ 8 ／25のみ17：00
から）　専用ダイヤル　 0120－58
－9090または☎5286－9090
問健康推進課健康づくり係（☎5722
－9586、Ｆ5722－9329）

全国一斉 
「子どもの人権110番」
　いじめや児童虐待など、子どもの
人権問題に関する相談をお受けしま
す。子どもからの相談も受け付けま
す。
日時　 8 ／28（金）～ 9／ 3（木）8：
30～19：00（土・日曜日は10：00～
17：00）　専用ダイヤル　 0120－
007－110
問東京法務局（☎5213－1234）

戦没者などの遺族に対する
特別弔慰金の請求を 5年 ３
／３1まで受け付けます
　 2 年 4 ／ 1 現在、戦没者の妻など
がいない場合、死亡当時の遺族に当
たるかたが対象です（要件あり）。
詳細はお問い合わせください。
問生活福祉課相談援護係（☎5722－
9855、Ｆ5722－9340）

不燃化特区内で不燃化の建
て替えを行った住宅に対す
る固定資産税・都市計画税
を減免します（2３区内） 
　減免を受けるには申請が必要で
す。詳細は、都主税局ホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。
問目黒都税事務所固定資産税課（☎
5722－9056）

Ｈ50歳以上胃がん検診 
（ 9～11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

ユネスコ語学教室「日本語
を教えるボランティアのた
めの日本語教育研修講座」
日時　10／ 7 ～ 3 年 1 ／27（12／23
・30を除く）の毎週水曜日10：00～
12：00（全15回）　会場　中小企業
センター（目黒 2－ 4－36　区民セ
ンター内）　講師　にほんごの会企
業組合　関恵美子氏ほか　定員　20
人（抽選）　費用　教材費3,000円　
主催　目黒区教育委員会
申FAX・Eメールに、記入例①～④
を書いて、 9 ／15までに、NPO法
人目黒ユネスコ協会（☎5725－
6150、Ｆ5725－6160、□meguro@
unesco.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

ワード基礎

9 ／28（月）・
30（水）、10
／ 1（木）～ 3

（土）。全 5回

①
教材費
など
17,200円

パワーポイ
ント基礎

9 ／28（月）・
30（水）、10
／ 1（木）・3

（土）。全 4回

②
教材費
など
13,870円

初めてのパ
ソコン

10／ 5（月）・
7（水）～10

（土）。全 5回
①

教材費
など
16,200円

かんたんに
出来るホー
ムページ

10／ 5（月）・
7（水）・ 9

（金）・10（土）。
全 4回

②
教材費
など
14,640円

時間　① 9：30～12：30②13：30～16：30

子育て支援協力会員登録・
研修会
日時　9／23（水）・ 25（金）9：00～
16：30（全 2 回）　会場　総合庁舎
別館 4階目黒区社会福祉協議会　内
容　子どもの救命・応急手当てほか 
講師　NPO法人シーボウルほか　

定員　10人（先着）
申電話で、目黒区ファミリー・サポ
ート・センター（☎3714－9047、Ｆ
3711－4954）へ

チャリティーイベント 
～童謡コンサート
日時　10／18（日）14：00～16：00　
会場　トキワ松学園（碑文谷 4－17
－16）　出演　眞理ヨシコ（歌手）
ほか　定員　100人（先着）　料金　
1,000円（高校生以下無料）　後援　
目黒区
申電話またはFAX（記入例①～④を
記入）で、トキワ松学園みどり会
（☎5725－6072、Ｆ5725－6073）へ

柳家小三治～秋の会
日時　10／21（水）①14：00開演②
18：30開演（いずれも開場は開演 1
時間前）　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　柳家小
三治ほか　料金　全席指定S席
3,900円、A席3,400円。未就学児入
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）。 8 ／27発売（窓
口販売は 8 ／28から）　共催　目黒
区芸術文化振興財団
問夢空間（☎0570－06－6600）

自由が丘駅前西及び北地区
地区計画を決定しました
　自由が丘駅前西及び北地区地区計
画の都市計画の関係図書は、総合庁
舎本館 6階地区整備課のほか、ホー
ムページでご覧になれます。郵送を
希望するかたは、お問い合わせくだ
さい。
問地区整備課地区整備係（☎5722－
9430、Ｆ5722－9239）

多重債務110番
　借金返済でお困りのかたに、債務

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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ボックス
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●�交通バリアフリー推進基本構想改定
及び推進協議会委員

任期　10／ 1 から 2 年間（年 2 回程度） 
応募資格　10／ 1 現在、区内に住民登
録があり、引き続き 3 カ月以上在住の
20～78歳のかた（当委員経験者・区の
ほかの公募委員・区職員を除く）　募
集人数　 2 人　報酬　 1 回5,000円
申封書に「交通バリアフリー推進基本
構想協議会委員応募」と明記し、作文
（応募動機とバリアフリー推進につい
ての意見。800字程度）、記入例②～⑥
と生年月日を書いて、 9 ／11（必着）
までに、総合庁舎本館 6 階都市計画課
都市計画係（☎5722－9725）へ郵送ま
たは持参

●めぐろ観光まちづくり協会職員
勤務期間　11／ 1 ～ 3 年 3 ／31　勤務
時間　月～金曜日のうち 3 日。 9：30
～17：30　勤務場所　めぐろ観光まち
づくり協会　勤務内容　観光情報の受
発信に関する事業ほか　報酬　月額
132,000円（予定）　募集人数　 1 人　
選考方法　書類・作文選考後、面接
申履歴書（自筆）、作文（志望動機。
800字以内）を、 9 ／11（消印有効）
までに、めぐろ観光まちづくり協会
（〒153－0051上目黒 2 － 1 － 3  中
目黒GT内、☎5722－6850）へ郵送ま
たは持参。詳細は募集要項（同協会で
配布。同協会ホームページから印刷
可）をご覧ください

申電話で、 9／24までに、健康推進
課成人保健係（☎5722－9589）へ

パパの育児教室
日時　 9 ／19（土）①10：00～11：30
②14：00～15：30、 9 ／20（日）③
9：45～11：15④12：40～14：10⑤
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・おむつ
交換実習ほか　対象　区内に住民登
録がある、出産予定日が 9／19～12
／31の初産の妊婦のパートナー　定
員　各12人（先着）
申電話で、 8／26から、碑文谷保健
センター保健サービス係（☎3711－
6446、Ｆ5722－9330）へ

健康づくり健診
日時　 9 ／25（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
健診を受けていない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

★�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

◆萌画会（絵画）
毎月 2回（日）13：00～17：00、区民
センターで。入会金1,000円、会費
月額4,000円。問ましお（☎3711－
8807）
◆ゆうの会（油絵、水彩ほか）
毎月第 2・ 4（水）13：00～16：00、
区民センターで。入会金なし、会費
3 カ月20,000円。問山田（☎080－
5069－2776）

◆ハワイアンキルト教室
毎月第 2・ 4（木）9：00～12：00、
鷹番住区センターで。入会金なし、
会費月額2,000円。問高林（☎3714
－2035）
◆絵手紙風の会
毎月第 3（月）14：00～16：00、下目
黒住区センターで。入会金1,000
円、会費月額1,500円。問中野（☎
090－6713－4595）

◆つつじ書道の会
毎月第 2・ 4（木）10：00～12：00、
区民センターで。入会金なし、会費
月額2,500円。問みなべ（☎3760－
4764）
◆松桃書道会
毎週（土）13：00～19：00、東山住区
センターで。入会金3,000円、会費
月額5,000円、高校生以下3,000円。
問増井（☎3411－7796）

　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。


