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②③総合庁舎別館 4階目黒区社会福
祉協議会　講師　NPO法人楽の会
リーラカウンセラーほか　対象　	
家族にひきこもり状態のかたがいる
区内在住者
申電話またはFAX（記入例①～④
と年代を記入）で、目黒区社会福祉
協議会（☎5708－5792、Ｆ3711－
4954）へ

テーマ 日時 定員

①�親の望み、子
の思い

10／31（土）
14：00～15：30

15人
（先着）

②�本人との関わ
り方を考えて
みよう～会話
を続けるコツ

12／ 2（水）
14：00～15：30

各10人
（先着）

③�家族以外の人
とのつながり
をつくる

3 年 2 ／ 2（火）
10：00～11：30

Ｈ社会教育講座 
「体罰はダメなの？子ども
の力を伸ばすしつけについ
て考えよう」
日時　11／26～12／10の毎週木曜日
9：45～11：45（全 3 回）　会場　
東山社会教育館　内容　体罰に代わ
る子育ての考え方を知り、たたかな
い・怒鳴らない子育てを目指す　講
師　きづくKids－ku（キヅク）代表	
森郁子氏　対象　小・中学生の保護
者　定員　16人（抽選）
申電話、ハガキ・FAX（記入例①～
④と年代、子どもの⑤、簡単な応募
動機、保育〈 2歳以上の未就学児＝
定員 6人〉希望者は子どもの③⑤⑥
を記入）で、11／10（必着）までに、
東山社会教育館（〒153－0043東山
3 －24－ 2 、☎3791－4611、Ｆ3791
－4585）へ

居場所づくり講座～あなた
もこのまちで居場所（サロ
ン）をつくりませんか？
日時　10／30（金）14：00～15：30　
会場　光隆寺（青葉台 3－17－15）	

対象　地域での居場所づくりに興味
のあるかた、活動場所を提供できる
かたほか　定員　15人（先着）。会
議アプリZoom（ズーム）によるオン
ラインでの参加可
申電話、FAX・Eメール（記入例①
～④を記入）で、10／28までに、め
ぐろボランティア・区民活動センタ
ー（☎3714－2534、Ｆ3714－2530、
□ vo-c@meguroshakyo-i.net） へ。
オンライン参加者はEメールで申し
込み

子育て支援協力会員登録・
研修会
日時　11／ 9（月）・ 10（火）9：00～
16：00（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、ファミリー・サポート・
センター（☎3714－9047、Ｆ3711－
4954）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）へ
講座名 日程 時間 費用

初めての
パソコン

11／ 9（月）～13
（金）。全 5回 ①

教材費
など
16,200円

パワーポ
イント基
礎

11／ 9（月）～11
（水）・16（月）。
全 4回

②
教材費
など
13,870円

ワード基
礎 11／14～12／12

の毎週土曜日。
全 5回

① 教材費
など
17,200円エクセル

基礎 ②

時間　① 9：30～12：30②13：30～16：30

〈 4面へ続く〉

介護予防まるごと教室
日時　10／29（木）、11／13（金）10：
00～11：30（全 2 回）　会場　月光
原老人いこいの家（目黒本町 4－16
－18）　内容　椅子に座ってできる
体操と脳トレ　対象　医師から運動
を止められていない65歳以上のかた	
定員　10人（先着）
申電話で、介護保険課介護予防係
（☎5722－9608、Ｆ5722－9716）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　11／ 8（日）10：00～11：45　
会場　東山住区センター（東山 2－
24－30）　対象　発達障害があるか
たの父親　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、11／ 3 （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

女性のための暴力防止講座
「知らないとキケン！犯罪
から身を守るスキル」
日時　11／14（土）14：00から 2時間
程度　会場　男女平等・共同参画セ

ンター（中目黒 2－10－13　中目黒
スクエア内）　内容　犯罪や暴力か
ら身を守るためのポイント（実技な
し）　講師　警視庁警察官　対象　
10歳以上の女性　定員　15人（先着）
申電話またはFAX（記入例①～⑤
と保育〈未就学児＝先着 3人〉希望
者は子どもの③⑤を記入）で、男女
平等・共同参画センター（☎5721－
8570、Ｆ5721－8574）へ。保育希望
者は11／ 1 までに予約

Ｈ放送大学・目黒区教育委
員会連携講座 
「世界文化遺産と社会の関
係について考える」
日時　11／18（水）18：30～20：30　
会場　総合庁舎本館 2階大会議室　
内容　首里城やノートルダム寺院の
火災をテーマに、世界文化遺産とま
ちおこしの関係を探る　講師　放送
大学客員教授　稲葉信子氏　定員　
60人（抽選）
申電話、ハガキ・FAX（記入例①～
④を記入）で、11／ 2 （必着）まで
に、生涯学習課生涯学習係（☎5722
－9314、Ｆ3715－3099）へ

家族のためのひきこもり学
習会
日時・テーマなど　右上表のとおり
会場　①中目黒住区センター（中目
黒 2－10－13　中目黒スクエア内）

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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　区は、区政の振興発展と区民福祉、文化向上に貢献したかたを、区政
功労者として表彰しています。
　今年は、10／ 1 に総合庁舎で区政功労者表彰式を行い、次の139人、
２団体を表彰しました。（五十音順。敬称略）

自治功労

付属機関等委員　石黒清子、岩崎
香、大田三千代、大本郁子、岡田
茂、寺田友英、葊瀬志津代、堀井
清之、前田俊房、松井比呂美、三
木健二	

地域自治振興功労

住区住民会議役員等　田口博一、
⻆田文夫、増田勝美、松本猛
町会自治会役員等　五十嵐保光、
伊藤幸男、今川昭彦、上田毅、大
滝洋一、小川順子、木城弘枝、北
岡和子、橘田庸子、小林雅子、小
林良司、齋藤信博、佐藤衛、鈴木
芳宣、高橋祐一、乘松正博、萩原
マサ、原正裕、平澤義雄、平塚千
代美、保谷トヨ子、松本弘、山口
勝久、山田巖、山田芳江、山本智

嘉子、横山聖司、渡辺敏夫	

地域社会発展功労

地域防犯協力団体　碑文谷防犯協
会、目黒防犯協会
消防関係団体役員　荒木唯志、
五十嵐正夫、石崎佐太男、内田
仁、大矢英男、小倉久人、久保定
子、竹内良信、中村健二郎、山田
昇、渡辺雅和
消防団員　石ヶ森晴美、市沢芳
範、伊藤悠、岡直樹、岡本諭祉、
吉瀬理一、小池守、齋藤崇、佐藤
夛加夫、佐藤幸雄、島谷広之、寺
田勝利、中島洋士、西本一博、二
ノ宮章男、平松修、星祐輔、森一
巳
統計調査員　小川善士、須山修
司、橋本和美
投票管理者・立会人　青木高一

郎、嵐弘子、池上能弘、大川はる
み、髙津肇、富井敬五、葊瀬晶久
防災区民組織の構成員　倉橋康
仁、新保宜男、松岡正孝

納税功労

税務関係団体役員　青木茂

社会教育・スポーツ振興功労

ＰＴＡ役員　吉澤史朗
体育協会の加盟団体役員　岡野禮
子
青少年委員、スポーツ推進委員　
井上優美、上野恵美子、榎本繁
雄、小川貞徳、勝呂喜代美、中田
啓一、村松美弥子
スポーツの普及・振興　天野聡
士、藤木太郎、山本昭治

文化功労

芸術、文化活動団体役員　大竹民
子、清水美知雄
芸術文化の普及・振興　大渕繁樹

社会福祉功労

民生委員・児童委員　天野敬子、
森本廣信、簗眞知子
行政相談委員　大塚經子
身体障害者相談員　山下智惠子

社会福祉関係団体職員　秋松栄
二、内田晋也、小川泰徳、齊藤潤
憲、齋藤峰夫、須貝朝子、武内俊
輔、茶木哲也、眞野浩二、山本英
二
老人クラブ役員　斎藤フミ、堀越
ちさこ、宮内松子
登録手話通訳者　卯月啓子、前田
愛

保健衛生功労

保健衛生関係団体役員　小関俊雄
学校医等　伊藤雄介、今井博彦、
笹島雅彦、島﨑美奈子、仁木智、
村上幹高
東京都薬物乱用防止指導員　伊勢
光雄
訪問指導事業等従事者　伊原詳子

産業振興功労

中小企業関係団体役員　石坂桃
子、大藪俊司、柏井栄一、菅野達
之介、佐久間崇源、竹内靖博、山
科久夫

公益功労

日赤奉仕団役員　有瀬いそむ、坂
田七郎

問総務課総務係（☎57２２－9２05、Ｆ57２２－9409）

目黒区区政功労者表彰

★�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


