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マイナンバーカードによる
コンビニ交付サービスの	
一時停止
　機器保守作業のため、12／10（木）
は、コンビニエンスストアでの証明
書交付サービスが利用できません。
問戸籍住民課住民記録証明係（☎
5722－9795）

手話通訳者登録選考の	
受験者募集
　聴覚障害者の生活と社会活動を支
援するため、区の依頼で活動する手
話通訳者の登録選考を行います。
日時　 3 年 1 ／24（日）10：00～16：30	
会場　総合庁舎本館 2階大会議室　
応募資格　手話講座の上級修了程度	
選考方法　筆記（障害福祉制度な
ど）、手話の読み取り・表現、面
接。手話通訳士などの有資格者は、
一部試験の免除があるのでお問い合
わせください
申ハガキ・FAXに、記入例①～④を
書いて、12／15（必着）までに、障
害者支援課身体障害者相談係（☎
5722－9368、Ｆ3715－4424）へ

介護保険料（65歳以上）の	
収納状況確認書の送付
　 1～12月に支払われた介護保険料
額について、 3年 1月下旬頃にハガ
キで通知します。介護保険料は住民
税・所得税の社会保険料控除の対象
となります。
問介護保険課介護保険資格・保険料
係（☎5722－9845）

障害福祉サービスの	
事業者募集	
　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。	
申込期限　12／25（必着）

事業内容など 問い合わせ

区民センターにおける
就労継続支援

障害施策推進課障
害施設係
（☎5722－9893）

精神障害者の退院相談
支援

障害者支援課精神
障害福祉・難病係
（☎5722－9369）

就学通知書の送付
　 3年 4月から小・中学校に入学す
る児童・生徒の就学通知書を、12／
18に送付します。届かないかたは、
お問い合わせください。
　同封の入学連絡票は、必ず学校運
営課に返送してください。国・都・
私立の小・中学校、中等教育学校に
入学が決定している場合は、入学連
絡票と入学承諾書（入学許可書）の
原本を提出してください。
問学校運営課学事係（☎5722－

9304、Ｆ5722－9333）

3 年度予算の編成過程を	
ご覧になれます
　政策的な判断が必要となる当初歳
出予算について、予算要求時と予算
案決定時の 2段階で、要求内容や査
定状況などの予算編成過程を公表し
ます。現在、予算要求時の内容を、
総合庁舎本館 1 階区政情報コーナ
ー・ 4階財政課、地区サービス事務
所（東部地区を除く）、図書館のほ
かホームページでご覧になれます。
問財政課（☎5722－9137）

薬物乱用防止ポスター・	
標語の入賞者決定
　都薬物乱用防止推進目黒地区協議
会では、「ダメ。ゼッタイ。」のスロ
ーガンのもと、薬物乱用の恐ろしさ
を区民に訴える活動を行っていま
す。区内中学生から薬物乱用防止ポ
スター・標語を募集し、目黒地区会
長賞を決定しました。
〈ポスター〉（ 1面右上に作品掲載）
目黒中央中学校 2年　上野詩栞さん
〈標語〉
・薬物は　あなたを壊す　招待状
（大鳥中学校 1年　呰佳蓮さん）
・薬物を　しない持たない　わたさ
ない（大鳥中学校 1年　市川昊さん）
問健康福祉計画課要配慮者支援係
（☎5722－9689）

2021年版明るい選挙啓発カ
レンダーの配布
　子どもたちから募集した選挙啓発
ポスターのカレンダーを、総合庁舎
本館 1階西口ロビー、住区センター
（鷹番を除く）で配布しています
（なくなり次第終了）。
問選挙管理委員会事務局（☎5722－
9299）

都市計画案への意見募集
　都の都市計画区域の整備、開発及
び保全の方針、都市再開発の方針案
へ、ご意見をお寄せください。詳細
は都ホームページをご覧ください。
閲覧期間　12／16（水）まで　閲覧場
所　都市計画課（総合庁舎本館 6
階）、都都市整備局都市計画課（都
営大江戸線都庁前駅下車 1分）
問都都市整備局都市計画課（☎5388
－3225）

子どもの予防接種費用助成
　 2年 4／ 1以降に、里帰りなどに
より23区外で予防接種を受けた場合
に、費用の助成制度があります。申
請期限は、接種後 1年以内です。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、Ｆ5722－9508）、碑文
谷保健センター保健サービス係（☎
3711－6446、Ｆ5722－9330）

ユネスコ理数教室	
「重心を学んでコマを作ろ
う！」
日時　12／20（日）14：00～16：00　
会場　東山社会教育館（東山 3－24
－ 2 ）　講師　私立中・高等学校理
科非常勤講師　藤原亜美氏　対象　
小・中学生　定員　20人（先着）　
費用　教材費500円　主催　目黒区
教育委員会
申FAX・Eメールに、記入例①～④
と学校名・学年、保護者の③を書い
て、NPO法人目黒ユネスコ協会（☎
5725－ 6150、 Ｆ 5725－ 6160、 □
meguro@unesco.or.jp）へ

Ｈはじめて読む古文書
日程・内容　 3年① 1／ 9（土）・中
務某奉書写② 1／16（土）・鷹場高札
③ 1／30（土）・青木昆陽遺言書　時
間　13：30～15：00　会場　めぐろ
学校サポートセンター（中目黒 3－
6 －10）　対象　中学生以上　定員�
各30人（抽選）
申ハガキ・FAXに、記入例①～④
と希望日程①～③（複数申し込み
可）を書いて、12／17（必着）まで
に、めぐろ歴史資料館（〒153－
0061中目黒 3 － 6 －10、☎3715－
3571、Ｆ3715－1325）へ

筑駒アカデメイア講演会
「遺伝統計学の世界へよう
こそ～疾患とゲノムを結び
つける」
日程　 3 年 1 ／26（火）～31（日）。オ
ンライン配信　講師　大阪大学大学
院医学系研究科遺伝統計学教授　岡
田随象氏　定員　100人（区内在
住・在勤・在学者を優先して抽選）	
後援　目黒区教育委員会
申 1 ／ 8 までに、筑波大学附属駒場
中・高等学校（☎3411－8521）ホー
ムページから申し込み

初心者着付け教室
日時　 3 年 1 ／10～ 3 ／20の毎週
日・月・水・金・土曜日の曜日別コ
ース（全10回）　時間　13：30～
15：30　会場　シルバー人材センタ
ー着つけ教室（下目黒 2－20－19　

下目黒住区センター内）　対象　女
性　定員　各 6 人（先着）。感染症
対策のため人数調整する場合あり　
費用　受講料20,000円
申ハガキ・FAX・Eメールに、記入
例①～⑤と希望曜日を第 2希望ま
で書いて、12／26（必着）までに、目
黒区シルバー人材センター（〒153
－0063目黒 1－25－26　田道ふれあ
い館内、☎3793－0181、Ｆ3793－
0588、□megu18@sjc.ne.jp）へ

成人の日のつどい
　感染症対策のため、住所を基準に
2部に分け実施します。詳細は、12
月上旬に発送する招待状をご覧くだ
さい。
日程　 3 年 1 ／11（祝）　時間　 1部
＝13：00～13：45、 2 部＝14：30～
15：15　会場　めぐろパーシモンホ
ール（八雲 1－ 1－ 1　区民キャン
パス内）　対象　平成12年 4 ／ 2 ～
13年 4 ／ 1 生まれの区内在住者
問生涯学習課青少年係（☎5722－
9309）

区民斎場施設見学会
日時　 3 年 1 ／15（金）①10：00～
11：00②11：00～12：00　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、12／15から、区民斎場セ
レモニー目黒（☎Ｆ共通5701－
3777。 9 ：00～17：00）へ

山手七福神巡り
日時　 3 年 1 ／ 6（水）9：30～12：30	
集合場所　南北線白金高輪駅　内容�
覚林寺、瀧泉寺（目黒不動）などを
巡る（徒歩約 3 ㎞）　定員　15人
（抽選）　費用　保険代など500円
（同協会会員は300円）。御朱印代別途
申ハガキ・FAX・Eメールに、記入例
①～⑤と御朱印希望者はその旨を書
いて、12／18（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、Ｆ5722－6891、
□meguro@meguro-kanko.com）へ

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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■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

12月 6 日（日）	益山歯科クリニック
　　柿の木坂1-30-16-2F	 ☎3725－5588

12月13日（日）徹歯科クリニック
　　八雲1-3-4-2F	 ☎3718－0668

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 ●東京都発熱相談センター　☎5320－4592（無休。24時間）
●�目黒区新型コロナ受診相談窓口　☎5722－9089、■Ｆ5722－9890（月～金曜日〈祝・休日を除く〉9：00～17：00）

※事前連絡が必要です

★�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


