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ムページでご覧になれます。また報
告書全文の公表は 3年 4月上旬を予
定しています。
問区民の声課（☎5722－9416）

中根小学校のスクールゾー
ンでの車両通行規制時間が
変わります
　12／28から、車両通行規制時間
が、 7：45～ 8 ：45になります。ス
クールゾーン区域内にお住まいなど
で、通行禁止道路通行許可証が必要
なかたは、碑文谷警察署へ申請して
ください。
問碑文谷警察署（☎3794－0110）

千代田区立神田一橋中学校
通信教育課程の生徒を募集
します
対象　次のすべてを満たす都内在
住・在勤者①昭和21年 3 ／31以前の
尋常小学校卒業または国民学校初等
科修了②高等学校の入学資格がない�
選考日　 3年 2／ 7（日）
申願書（神田一橋中学校で配布）
を、 1／29（消印有効）までに、神
田一橋中学校（〒101－0003千代田
区一ツ橋 2－ 6－14、☎3265－5961）
へ郵送または持参

Ｈ50歳以上胃がん検診�
（ 3年 1～ 3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

Ｈ消費生活講座　　　　　�
「キャッシュレス決済の落
とし穴とその対策」
日時　 3 年 1 ／15（金）13：30～15：30
会場　中小企業センター（目黒 2－
4 －36　区民センター内）　講師　
ファイナンシャルプランナー　坂本
綾子氏　定員　32人（先着）
申電話またはFAX（記入例①～④）
で、消費生活センター（☎3711－
1133、Ｆ3711－5297）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　 3 年 1 ／16（土）10：00～11：45
会場　東山住区センター（東山 2－
24－30）　対象　18歳以上の発達障
害があるかたの家族　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、 1／12（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

女性のための健康推進講座�
「産婦人科医から学ぶ、こ
ころとからだのセルフケア
～更年期・高齢期」
日時　 3 年 1 ／30（土）14：00～16：00
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　更年期以降の心身の
変化と上手に付き合う方法　講師　
東峯婦人クリニック名誉院長　松峯
寿美氏　定員　20人（先着）
申電話またはFAX（記入例①～④を
記入）で、男女平等・共同参画センタ
ー（☎5721－8570、Ｆ5721－8574）へ

ファミリー・サポート・セン
ター協力会員登録・研修会
日時　 3 年 1 ／13（水）・16（土）9：00
～15：30（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　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

50代から考えるライフプラン
日時　 3 年 2 ／13（土）9：30～17：00
会場　渋谷エクセルホテル東急（渋
谷駅下車 1 分）　対象　50～65歳程
度のかた　定員　20人（先着）　費
用　昼食代など1,500円　後援　目
黒区教育委員会
申電話、FAX・Eメール（記入例①
～⑥を記入）で、1／25までに、公
益財団法人北野生涯教育振興会（☎
3711－1111、Ｆ3711－1775、□info@
kitanozaidan.or.jp）へ

「めぐろで第九」合唱団員
日程　 3 年 3 ／ 3 ～ 6 ／20の主に
水・日曜日（全18回。予定）　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）　内容
6 ／20（日）に、プロと一緒に、ベー
トーベン「交響曲第九番」を歌う　
講師　東京音楽大学准教授　阿部純
氏ほか　対象　中学生以上　定員　
100人程度（抽選）　費用　参加費
20,000円（中～大学生10,000円）　募
集期限　 1／20（必着）。申し込み方
法など詳細は、めぐろパーシモンホ
ールホームページをご覧ください
問めぐろパーシモンホール事業課
（☎5701－2913）

蔵書点検のため図書館を�
臨時休館します

図書館名 臨時休館日（ 3年）
中目黒駅前 1 ／26（火）
八雲中央 2 ／ 2（火）～ 4（木）
洗足 2 ／ 9（火）
守屋 2 ／ 9（火）・10（水）
区民センター・
緑が丘 2 ／16（火）・17（水）

大橋・目黒本町 3 ／ 2（火）・ 3（水）

問八雲中央図書館（☎5701－2795）

世論調査の単純集計結果が�
まとまりました
　集計結果は、総合庁舎本館 1階区
政情報コーナー、図書館、地区サー
ビス事務所（東部を除く）、住区セ
ンター（鷹番を除く）のほか、ホー

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

　総合庁舎中庭駐車場を、 時間貸駐車場として有料化します。区の手続
きをするために来庁されたかたは、原則として 1時間無料となり、 1時
間以上かかる場合は、超過分も割引の対象になります。レストランや売
店、トイレのみの利用は割引の対象外です。

割引方法　�駐車場入り口の料金精算機で発券された駐車券を、手続きを
行った窓口に提示し、割引を受けてください

3年2／1から
総合庁舎中庭駐車場を有料化します

問い合わせ　◦�駐車料金・利用方法について
　　　　　　　タイムズコールセンター（☎0120―77－8924）
　　　　　　◦�駐車場有料化について
　　　　　　　総務課庁舎管理係（☎5722－6107、Ｆ5722－9315）

駐車料金　窓口などの利用者は、原則として 1時間無料

時間 料金

8 ：00～18：00 15分400円　※土・日曜日、祝日は最大2,200円

18：00～翌日 8：00 15分400円　※最大1,000円

■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 20日（日）�有馬歯科医院
　　青葉台 2-21-13� ☎ 3792 － 1801

12月 27日（日）松井歯科医院
　　原町 1-21-6� ☎ 3712 － 8125

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

けられる③胃の治療中ほか
申電話で、 3／15までに、健康推進
課成人保健係（☎5722－9589、Ｆ
5722－9329）へ

医療関係者は12／31現在の
状況を届け出てください
　医師法などの規定により、医療関
係者の分布や就業実態把握を目的と
しています。用紙は総合庁舎本館 3
階生活衛生課で配布しています。　
提出場所　医師・歯科医師・薬剤師
は自宅住所または就業地の保健所。
業務に従事している保健師・助産
師・看護師・准看護師・歯科衛生
士・歯科技工士は就業地の保健所　
提出期限　 3年 1／15
問生活衛生課医薬係（☎5722－9529）

　 3年 4月からの任用に向けて、
一般職の非常勤職員である会計年
度任用職員を募集します。詳細
は、募集要項（問い合わせ先で配
布）またはホームペー
ジ（右コード）をご覧
ください。

会計年度任用職員の募集

運営事業者　タイムズ24株式会社

●幼稚園・こども園特別支援員
問学校運営課学事係（総合庁舎本
館 5階、☎5722－9304、Ｆ5722－
9333）
●学習指導講師
問教育指導課指導事務係（総合庁
舎本館 5階、 ☎5722－9312、Ｆ
3715－6951）


