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議室
問生涯学習課生涯学習計画係（☎
5722－9314）。傍聴希望者は当日会
場へ

新型コロナウイルス感染症
の影響で納税が困難なかた
の特例制度の対象を変更し
ました
　申請により無担保・延滞金なし
で、 1年を上限に住民税の納付を猶
予できる特例制度の対象を、 3年 2
／ 1の納付期限までにしました。
　申請方法など詳細は、ホームペー
ジをご覧いただくか、お問い合わせ
ください。
問税務課徴収管理係（☎5722－9834、
Ｆ5722－9324）

障害者手帳（カード形式）
の申請を受け付けます
　従来の紙形式に加え、カード形式
も申請できます。申請方法など詳細
はお問い合わせください。
対象　①身体障害者手帳②愛の手帳
③精神障害者保健福祉手帳（新規・
更新時のみ）
問①は障害者支援課身体障害者相談
係（☎5722－9850、Ｆ3715－4424）、
②は障害者支援課知的障害者相談係
（☎5722－9851、Ｆ3715－4424）、
③は保健予防課保健サービス係（☎
5722－9503、Ｆ5722－9508）、碑文谷
保健センター保健サービス係（☎
3711－6446、Ｆ5722－9330）

住民税などが未納のかたへ
自動音声による電話催告を
実施しています
　住民税や国民健康保険料などに未
納があるかたへ、自動音声による電
話催告（発信専用電話番号☎6452－
4161、6452－4173）を実施していま
す。なお、特定の金融機関や口座番
号を指定して納付をお願いすること
はありません。
問税務課徴収管理係（☎5722－9834）

在宅療養フェアin目黒を�
中止します
　11月に開催を予定していた在宅療
養フェアin目黒は、新型コロナウイ
ルス感染防止のため、中止します。
問福祉総合課地域ケア推進係（☎
5722－8713）

11月は労働保険適用促進強
化期間です
　雇用形態に関わらず、事業主は従
業員の労働保険への加入義務があり
ます。また、「事業主が労働保険に
入ってくれない」など、従業員から
の相談もお受けします。
問労災保険は品川労働基準監督署
（☎3443－5744）、雇用保険はハロ
ーワーク渋谷（☎3476－8609）

11／11～17は�
税を考える週間です
　東京税理士会目黒支部による税の
無料相談と、税の作文・標語などの
展示を行います。
問目黒税務署（☎3711－6251）
〈税の無料相談〉

日時 会場

11／12（木）
11：00～16：00

総合庁舎本館地下 1階第 1
会議室、東京税理士会目黒
支部（中目黒 5－28－17）

希望者は東京税理士会目黒支部（☎3715
－1580）へ予約

〈税の作文・標語などの展示〉

日時 会場

11／11（水）～
17（火）
8：30～17：00

総合庁舎本館 1階西口ロビ
ー（17日は13：00まで）、
目黒税務署（中目黒 5－27
－16）

陸上自衛隊高等工科学校生
徒を募集します
応募資格　 3 年 4 ／ 1 現在15～16歳
の男性　受付期間　推薦＝11／30ま
で、一般＝ 3年 1／ 6まで　試験日�
推薦＝ 3年 1／ 9（土）～11（祝）のう
ち 1 日、一般＝ 1 次 3 年 1 ／23
（土）、 2次 3年 2／ 4（木）～ 7（日）
のうち 1日。詳細はお問い合わせく
ださい
問自衛隊東京地方協力本部五反田募
集案内所（☎Ｆ共通3445－7747）

目黒区女性学習グループ連
絡会合同研修会�
「平和と人権という大テー
マのもとに」
会場　緑が丘文化会館（緑が丘 2－
14－23）　共催　目黒区教育委員会
〈少年法に学ぶ～刑罰でなく教育を
こそ〉
日時　11／14（土）14：00～16：00　
講師　弁護士　石井小夜子氏　定員
20人（先着）
〈目黒で女性と子どもの健やかな暮
らしを願って〉
日時　11／28（土）14：00～16：00　
講師　共同保育所コロちゃんの家園
長　野沢満理子氏　定員　30人（先
着）
申電話またはFAX（記入例①～⑤、
保育〈 2歳以上の未就学児〉希望者
はその旨を記入）で、目黒区女性学
習グループ連絡会　小林（☎Ｆ共通
3724－1541）へ。保育希望者は11／
8 までに予約

Ｈ消費生活講座「汚れを落
とす化学の力～日常の掃除
から除菌・消毒まで」
日時　11／24（火）13：30～15：30　
会場　消費生活センター（目黒 2－
4 －36　区民センター内）　内容　
汚れに合わせた洗剤選び、洗剤の表
示の見方・安全な使い方ほか　講師
化学製品PL相談センター　登坂正
樹氏　定員　20人（先着）
申電話またはFAX（記入例①～④を
記入）で、消費生活センター（☎
3711－1133、Ｆ3711－5297）へ

就職支援セミナー�
「コロナ禍の就職活動とア
フターコロナの働き方」
日時　11／28（土）13：00～15：00　
会場　総合庁舎本館地下 1階17会議
室　講師　二級キャリアコンサルテ
ィング技能士　船本潔氏　対象　勤
労者、就職活動中のかた　定員　10
人（先着）
申電話またはFAX（記入例① ～④
を記入）で、11／27までに、ワークサ
ポートめぐろキャリア相談コーナー

（☎5722－9632、Ｆ5722－9387）へ

Ｈイクじい・イクばあ講座
「いまどきの孫育て⁉」
日時　12／ 4 ～18の毎週金曜日10：
00～12：00（全 3 回）　会場　目黒
本町社会教育館　講師　NPO法人
孫育て・ニッポン理事　村上誠氏　
対象　孫（幼児）がいるかた、孫が
できる予定のかた　定員　30人（抽
選）
申電話、ハガキ・FAX（記入例①～
④と年代を記入）で、11／23（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

お菓子の家づくり教室�
「みんなで街をつくろう！」
日時　12／12（土）13：30～14：30　
会場　総合庁舎本館 2階大会議室　
内容　東京建築士会目黒支部の指導
で学ぶお菓子を使った家の作り方
（材料のみ配布。製作なし）　対象
区内在住の 6～12歳の子どもと保護
者　定員　15組（初参加者を優先し
て抽選）　費用　材料費など 1 組
1,500円
申ハガキに、記入例①～⑥と保護
者の③を書いて、11／19（必着）ま
でに、住宅課居住支援係（☎5722－
9878）へ

区民斎場施設見学会
日時　12／13（日）①10：00～11：00
②11：00～12：00　会場　セレモニ
ー目黒（八雲 1－ 1－ 9　区民キャ
ンパス内）　内容　施設見学、記
念・遺影撮影会（ 1組 1カット）ほ
か　定員　各 6 組（ 1 組 3 人まで。
先着）
申電話で、11／15から、区民斎場セ
レモニー目黒（☎Ｆ共通5701－3777。
9 ：00～17：00）へ

生涯学習推進協議会の公開
日時　11／13（金）18：30～20：00　
会場　総合庁舎本館地下 1階第15会

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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★�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

■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

八雲休日診療所　（休）9：00～11：30、13：00～16：30
八雲1-1-8　区民キャンパス内� ☎5701－2492

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

八雲休日調剤薬局　（休）9：00～17：00
八雲1-1-8　区民キャンパス内� ☎5701－2587

歯
科

診療時間は9：00～11：30、13：00～16：30

11月 8日（日）�城南歯科医院
　　洗足2-27-10� ☎6426－6228

11月15日（日）大鶴歯科口腔外科クリニック
　　中根1-3-9-3F� ☎5726－3325

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）

※事前連絡が必要です

●�特別区立幼稚園臨時的任用教員
採用候補者

勤務場所　23区の区立幼稚園（大
田・足立区を除く）　応募資格　
幼稚園教諭普通免許状所有者　選
考方法　書類、面接。面接は新規
応募者、23区の区立幼稚園の臨時
的任用教員として最近 5年間に勤
務実績のないかたのみ12／ 1 ～ 3
に実施（申込時に電話予約）
申募集案内（23区の教育委員会事
務局、特別区人事・厚生事務組合
教育委員会事務局で配布。同組合
ホームページから印刷可）に添付
の申込書を、11／20（消印有効）
までに、特別区人事・厚生事務組
合教育委員会事務局人事企画課採
用選考担当（〒102－0072千代田
区飯田橋 3－ 5－ 1　東京区政会
館内、☎5210－9857）へ郵送


