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冬越しの生きものさがし
日時　 2 ／13（土）10：00～12：00。
荒天時は 2／14　会場　駒場野公園�
定員　10人（抽選。小学 3年生以下
は保護者同伴）
申往復ハガキに、記入例①～⑤、保
護者の③を書いて、 2／ 2（必着）
までに、駒場野公園自然観察舎（〒
153－0041駒場 2 －19－70、☎3485
－1754）へ

区内文化財めぐり
日時　 2 ／27（土）9：30～12：00。
小雨決行　内容　東山貝塚、氷川神
社、旧鎌倉街道などを巡る（徒歩約
4 ㎞）　定員　20人（抽選）　費用�
保険料50円　
申ハガキ・FAXに、参加者全員（ 4
人まで）の記入例①～④、在勤・在
学者は所在地・名称を書いて、 2／
9（必着）までに、生涯学習課文化
財係（〒153－0061中目黒 3 － 6 －
10　めぐろ歴史資料館内、☎5722－
9320、Ｆ3715－1325）へ

自由が丘・金沢フェア
　金沢の食材を使用したフェア（先
着1,000人に九谷焼姫皿を進呈）や、
自由が丘しらかば通り会の地ビール
を九谷焼のビアグラスで提供します。
日程　 1 ／29（金）～ 2／14（日）　会
場　自由が丘広小路会・自由が丘し
らかば通り会の参加飲食店舗（自由
が丘駅下車 1分）　後援　目黒区
問西村文生堂（☎3717－6843）

三田地区駐車場の臨時休業
　設備改修工事のため、2／27（土）・
28（日）は休業します。
問三田地区駐車場管理事務室（☎
5722－8067）

高齢者センター浴室の 
利用休止期間の延長
　設備工事期間延長のため、 3／31
（水）まで利用できません。
問高齢者センター（☎5721－2291）

会議を公開します

会議名 日時・会場

❶�男女平等・共同参
画審議会

問人権政策課男女平
等・多様性推進係
（☎5722－9214、Ｆ
5722－9469）

2 ／17（水）15：00～
17：00・総合庁舎本
館地下 1階第○会議
室　

❷環境審議会�
問環境保全課環境計
画係
（☎5722－9357、Ｆ
5722－9401）

2 ／25（木）18：30～
20：30・総合庁舎本
館 2階大会議室

※傍聴希望者は当日会場へ
※�手話通訳希望者は 2／ 4までに予約

請願・陳情を 
受け付けています
　第 1 回区議会定例会は、 2 ／18
（木）～ 3／23（火）に開催予定です。
請願（紹介議員が必要）・陳情の審
査を希望するかたは、 2 ／ 9（火）
12：00までに持参してください。
　提出の際は、請願・陳情の趣旨と

事項を文書（邦文）にして、請願・
陳情者の記入例②～④と提出年月
日を記載し、押印してください。詳
細はお問い合わせください。
問区議会事務局議事・調査係（☎
5722－9414、Ｆ5722－9335）

総合庁舎中庭駐車場の 
有料化
　 2月から総合庁舎中庭駐車場の有
料化が始まります。駐車料金など詳
細は、ホームページをご覧ください。
問総務課庁舎管理係（☎5722－6107）

国民健康保険医療費の 
お知らせの送付
　健康管理の意識を深め、国民健康
保険事業への理解をいただくため、
2年 1～10月に受診した保険診療の
10割の医療費などを、 2／ 5頃に世
帯主宛てに送付します。この通知に
より、申請や支払いなどは必要あり
ません。
問国保年金課給付係（☎5722－9811）

高齢者福祉住宅の 
使用予定者募集の延期
　新型コロナウイルス感染症対策の
ため、 3年度の募集は延期します。
募集開始については、区報やホーム
ページなどでお知らせします。
問高齢福祉課高齢者福祉住宅・施設
係（☎5722－9403）

都営住宅の入居者募集
募集住宅　都内全域の①家族向け②
単身者向け③車椅子使用者向け④シ
ルバーピア（高齢者集合住宅）。①
はポイント方式、②～④は抽選　申
し込み方法　募集案内（ 2／ 1～ 9
に、総合庁舎本館 1階西口ロビー・
6階住宅課、別館 6階公営住宅の窓
口、地区サービス事務所〈東部を除
く〉、目黒駅行政サービス窓口で配
布。都住宅供給公社ホームページか
ら印刷可）に添付の申込書を、 2／
15（必着）までに、指定先へ郵送。
詳細は、募集案内をご覧ください
問公営住宅の窓口（☎3715－1871）

生産性向上特別措置法に係
る先端設備などの特例措置
の拡充・延長
　新型コロナウイルス感染症の影響
を受けながらも新規に設備投資を行
う中小事業者などを支援するため、
生産性革命の実現に向けた固定資産
税の特例措置の対象を拡充・延長し
ます。詳細は都主税局ホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。
問目黒都税事務所固定資産税課（☎
5722－9056）

健康づくり健診
日時　 2 ／26（金）8：45～10：30　
会場　総合庁舎本館 3階目黒区保健
所　内容　身長・体重・血圧測定、
尿・血液検査　対象　 1 年以内に同
じ健診を受けていない、16～39歳の
区内在住者　定員　40人（先着）　
費用　健診料500円（生活保護受給
者などは無料）
申電話で、保健予防課保健管理係
（☎5722－9396、Ｆ5722－9508）へ

ユネスコ美術教室 
「日本画の原点といわれる
中国工筆画を学ぶ！その2」
日時　 2 ／12～ 3 ／12の毎週金曜日
14：00～16：00（全 5 回）　会場　
緑が丘文化会館（緑が丘 2 －14－
23）　講師　東洋美術学校講師　林
裕紀子氏　定員　12人（抽選）　費
用　教材費4,000円�　主催　目黒区
教育委員会
申往復ハガキに、記入例①～④と年
代を書いて、 2 ／ 7（必着）まで
に、NPO法人目黒ユネスコ協会（〒
153－0053五本木 2 －24－ 3 　五本
木小学校内、☎5725－6150）へ

Ｈ消費生活連続講座 
「お金の知恵袋～資産を守
るトラブル対策と知ってお
きたい知識」
日時　 2 ／19（金）・26（金）13：30～
15：30（全 2 回）　会場　中小企業
センター�（目黒 2－ 4 －36　区民セ
ンター内）　内容　金融商品のリス
クと悪質商法からのトラブル回避策
講師　金融広報アドバイザー　石村
衛氏ほか　定員　32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

Ｈ東京工業大学・目黒区教
育委員会連携講座 
「博物館のリアルな仕事と
は」
日時　 2 ／21（日）14：00～16：00　
会場　中目黒住区センター（中目黒
2 －10－13　中目黒スクエア内）　
内容　国立科学博物館の恐竜博士と
一緒に探る博物館の役割　講師　東
京大学大学院理学系研究科地球惑星
科学専攻准教授　對比地孝亘氏ほか�
定員　40人（抽選）
申電話、ハガキ・FAX（記入例①～
④を記入）で、 2／ 9（必着）まで
に、生涯学習課生涯学習係（☎5722
－9314、Ｆ3715－3099）へ

Ｈイラッとしたら、アンガー
マネジメント 
～よりよい関係のために
日時　 2 ／24～ 3 ／10の毎週水曜日�
18：45～20：45（ 3 ／10は18：30か
ら。全 3 回）　会場　青少年プラザ�
内容　怒りの感情と上手に付き合う
方法　講師　一般社団法人アンガー
マネジメントジャパン代表理事　佐
藤恵子氏ほか　定員　20人（15～35
歳を優先して抽選）
申電話、ハガキ・FAX（記入例①～
⑤、保育〈 2歳以上の未就学児＝抽
選 2人〉希望者は子どもの③⑤を記

入）で、 2／14（必着）までに、青
少年プラザ（〒153－0061中目黒 2
－10－13　中目黒スクエア内、☎
5721－8575、Ｆ5721－8577）へ

初心者アーチェリー講習会
日時　 2 ／24～ 3 ／28の毎週①水曜
日18：45～20：45②日曜日10：00～
12：00（各全 5 回）　会場　勤労福
祉会館（目黒 2－ 4－36　区民セン
ター内）　対象　区内在住の勤労
者・大学生、在勤者　定員　各 8人
（先着）　費用　保険料500円、会場
使用料 1回200円　
申電話で、 2 ／21までに、中小企業
センター・勤労福祉会館（☎3711－
1135、Ｆ3711－1284。月曜日休館）
へ

子育て支援協力会員登録・
研修会
日時　 2 ／26（金）、3／ 1（月）9：00
～15：30（全 2 回）　会場　総合庁
舎別館 4階社会福祉協議会　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

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。10：00～16：00）へ
講座名 日程 時間 費用
ウィンド
ウズステ
ップアッ
プ

2 ／15（月）～18
（木）。全 4回 ①

教材費
など
13,100円

エクセル
基礎

2 ／15（月）～19
（金）。全 5回 ②

教材費
など
17,200円

エクセル
応用 2 ／20～ 3 ／27

の毎週土曜日。
全 6回

①
教材費
など
20,200円ワード

応用 ②

時間　① 9：30～12：30②13：30～16：30

筑駒アカデメイア 
「駒場将棋道場～将棋の世
界を知ろう」
日時　 3 ／27（土）13：00～16：00　
内容　会議アプリZoom（ズーム）
による将棋の歴史などの講義と対局
サイト81道場を使った対局を実施　
講師　日本将棋連盟プロ棋士七段　
勝又清和氏ほか　定員　30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 2 ／26までに、筑波大学附属駒場
中・高等学校（☎3411－8521）のホ
ームページから申し込み

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。

Ｈは、区のホームページから申し込み・提出可

中止
となりました

中止
となりました

対面での
開催は
中止

となりました

延期
となりました

中止
となりました


