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着）までに、生涯学習課生涯学習係
（☎5722－9314、Ｆ3715－3099）へ

Ｈ社会教育講座�
「探しに行こう！わくわく
ライフ～どうする？セカン
ドキャリア」
日時　 2 ／20～ 3 ／ 6 の毎週土曜日 
18：30～20：30（全 3 回）　会場　
緑が丘文化会館　内容　元Jリーガ
ーなどから未経験職種にチャレンジ
した話を聞き考える　講師　産業能
率大学教授　荒井明氏ほか　定員　
40人（抽選）
申電話、ハガキ・FAX（記入例①～
④と年代、保育〈 2歳以上の未就学
児〉希望者は子どもの③⑤⑥を記
入）で、 2／10（必着）までに、緑
が丘文化会館（〒152－0034緑が丘
2－14－23、☎3723－8741、Ｆ3723
－2187）へ

あいアイ講座「ことばの集い」
日時　① 4／ 9～ 4年 3／25② 4 ／
16～ 4 年 3 ／18（ 7 ／23、12／31、
2 ／11を除く）の隔週金曜日10：00
～11：30（いずれも全24回）　会場�
心身障害者センターあいアイ館（八
雲 1－ 1－ 8　区民キャンパス内） 
内容　集団プログラムを通じて参加
者と交流する　対象　言語機能障害
（失語症など）があり、身体的支援
なしで集団活動に支障なく参加でき
る区内在住者　定員　12人（抽選）
申電話またはFAX（記入例①～⑥と
希望日時①または②、言語機能障害
などの状況を記入）で、 2／19まで
に、心身障害者センター（☎5701－
2221、Ｆ5701－2425）へ。窓口申し
込み可

成年後見制度で備える私の
将来
日時　 2 ／ 3（水）14：00～16：00　
内容　会議アプリZoom（ズーム）
によるオンラインでの講演　講師　
司法書士　宮内悠衣子氏　定員　20

人（先着）
申Eメールに、記入例①③④を書い
て、2／ 1までに、権利擁護センター
「めぐろ」（☎5768－3964、□kenri@
meguroshakyo-i.net）へ

パソコン教室�
「趣味のクラブ遊々講座」
日時　 1 ／29～ 5 ／21の隔週金曜
日、 6／11（金）13：30～15：30（全
10回）　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）　内容　毎
回異なるテーマで多彩な利用方法を
学ぶ　対象　パソコンの基本操作が
できるかた　定員　 7 人（先着）　
費用　教材費など16,000円
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

環境パネル展「増えつづけ
る海洋プラスチック」
日時　 2 ／ 1（月）～ 5（金）10：00～
16：30　会場　中目黒GTプラザ（上
目黒 2－ 1－ 3）
問エコライフめぐろ推進協会（☎
3715－7835）

気になる三人かい�
～桃月庵白酒・柳家三三・
春風亭一之輔
日時　 4 ／14（水）18：30開演（17：
30開場）　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）　料金　全席指
定Ｓ席3,700円、Ａ席3,200円　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）。 1 ／20発売（窓口販売は 1
／21から）　共催　目黒区芸術文化
振興財団
問夢空間（☎0570－06－6600）
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ユネスコ理数教室�
「いつか見てみたい星空の
特等席、世界の星空ベスト
3」
日時　 1 ／24（日）14：00～16：00　
会場　緑が丘文化会館（緑が丘 2－
14－23）　講師　株式会社サイエン
スアート社　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

読み聞かせボランティア活
動のための講座
日程　① 2／ 3（水）・17（水）② 2／
3（水）、3 ／10（水）。いずれも全 2
回　時間　14：00～16：00　会場　
北部地区サービス事務所（大橋 1－
5 － 1  クロスエアタワー 9 階）　
講師　JPIC読書アドバイザー　児
玉ひろ美氏　対象　図書館で行う読
み聞かせボランティア活動に関心が
あるかた　定員　各10人（抽選）
申往復ハガキに、記入例①～④と希
望日程①または②、活動経験の有
無、読み聞かせへの思いをひと言書
いて、 1／26（必着）までに、八雲
中央図書館サービス係（〒152－
0023八雲 1－ 1－ 1　区民キャンパ
ス内、☎5701－2795）へ

中小企業経営実践セミナー�
～やさしい決算対策
日時　 2 ／ 5（金）13：00～17：00　
会場　中小企業センター（目黒 2－
4 －36　区民センター内）　講師　
公認会計士　城所弘明氏　対象　区
内小規模事業者ほか　定員　36人
（先着）
申往復ハガキ・FAXに、記入例①～
④を書いて、 1 ／29（必着）まで

に、産業経済・消費生活課中小企業
振興係（〒153－0063目黒 2 － 4 －
36　区民センター内、☎3711－1134、
Ｆ3711－1132）へ

お口と食の健康教室
日時　 2 ／15～ 3 ／ 8 の毎週月曜日
13：30～15：00（全 4 回）　会場　
高齢者センター（目黒 1－25－26　
田道ふれあい館内）　内容　口くう
機能向上のための講話と体操　対象�
65歳以上　定員　15人（先着）
申電話で、介護保険課介護予防係
（☎5722－9608、Ｆ5722－9716）へ

Ｈジェンダーを考えてみよう
日時　 2 ／20（土）、 3／13（土）13：
30～15：30（全 2 回）　会場　中央
町社会教育館　内容　性別の概念や
作品から学ぶ性の多様性　講師　武
蔵大学教授　千田有紀氏ほか　定員
15人（抽選）　
申電話、ハガキ・FAX（記入例①～
④と年代を記入）で、 2 ／11（必
着）までに、中央町社会教育館（〒
152－0001中央町 2 － 4 －18、☎
3713－4127、Ｆ3792－9202）へ

Ｈ筑波大学附属駒場中・高
等学校、目黒区教育委員会
連携講座「筆ペンでなぞる
百人一首かるた」「くらし
の中のおもしろ法学入門」
会場　東山社会教育館（東山 3－24
－ 2 ）　定員　各20人（抽選）
〈①筆ペンでなぞる百人一首かるた〉
日時　 2 ／20（土）14：00～16：00　
内容　百人一首かるたの講義後、文
字をなぞる　講師　筑波大学附属駒
場中・高等学校国語科教諭　杉村千
亜希氏
〈②くらしの中のおもしろ法学入門〉
日時　 2 ／27（土）14：00～16：00　
内容　法から学ぶ日常生活の問題の
解決方法　講師　筑波大学附属駒場
中・高等学校社会科教諭　小貫篤氏
申電話、ハガキ・FAX（記入例①～
④と希望講座名①または②を記入）
で、① 2 ／ 8② 2 ／15（いずれも必

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

情報
ボックス
情報
ボックス

★�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

■問健康推進課健康づくり係（☎5722－9586、■Ｆ5722－9329）

　ゲートキーパーとは、自殺などの悩みを抱える人に気づ
き、声を掛け、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人の
ことです。講座では、コロナ禍での生活への影響や悩んで
いる人にどう気づき、関わるのかなどを学びます。ホーム
ページ（右コード）から受講できます。ぜひご覧ください。

ゲートキーパー養成講座
「悩んでいる人にどう気づき、どうかかわるか」

期間　 3／31まで
講師　NPO法人OVA代表理事　伊藤次郎氏（右写真）

オンライン

日時　 1 ／31（日）までの10：00～18：00（月曜日休館。入館は17：30まで）
会場・問い合わせ　目黒区美術館（�目黒 2－ 4－36　区民センター内、�

☎3714－1201、■Ｆ3715－9328）

　目黒区美術館オリジナル教材「画材と素材の引き出し博物館」を展示します。
絵具の原料や、日本画材と洋画材の違い、道具、木・紙・金属といった素材の特
徴や表情などを木製の箱の引き出しに視覚的に並べています。美術の表現に用い
られる画材や素材を楽しく知るための教材としてだけでなく、美術を「視る」楽
しみを知ってもらうため、これまでさまざまな企画展やワークショップの中で活
用してきました。本展では、この引き出しを壁面とケース内に展示し、関連資料
なども交えて紹介します。詳細はホームページ（右上コード）をご覧ください。

▲�「画材と素材の引き出し
博物館―天然顔料〈天平
の色〉」目黒区美術館蔵

視ることへの想像力を
かきたてる不思議な箱

▲�「画材の引き出し博物館」�
目黒区美術館蔵

あなたの存在が
助けになります

視ることの楽しみ
～画材と素材の引き出し博物館

入館無料

中止
となりました

中止
となりました

中止
となりました

中止
となりました


