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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

どで保育できない保護者の代わり
に、専門施設で保育を行うサービス
です。利用には事前登録が必要で
す。施設に予約のうえ、ご登録くだ
さい。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。
施設名など　下表のとおり　対象　
保育所などに通う生後 6カ月以上の
未就学児　料金　 1 日2,100円
問保育課保育係（☎5722－9865、Ｆ
5722－9659）

施設名（所在地・電話）など

武田医院病後児保育室すくすくナーサリー�
（八雲 3－ 5－ 3・☎5726－3170）�
開室日時　�月～金曜日 8：30～18：30。�

祝・休日、夏期休業を除く

めぐろ鈴木内科・小児科病児保育室リト
ルベアー（休止中）

新型コロナウイルス対策融
資支援金の申請期限は 3／
31です
　新型コロナウイルス対策融資支援
金は、都の感染症対応融資（全国制
度）を受け、要件を満たした区内事
業者が対象です。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。
問産業経済・消費生活課経済・融資
係（☎5722－9879）

青少年健全育成団体による
自然体験活動を支援します
支援内容　夏に実施するキャンプな
ど、宿泊を伴う野外の自然体験活動
に使用する、往復バスの借り上げ料
の一部を補助（上限あり）　対象　
区内の青少年健全育成団体　募集数�
5 団体（選考のうえ決定）。詳細は
案内書（総合庁舎本館 5階生涯学習
課、社会教育館、緑が丘文化会館、
青少年プラザ、地区サービス事務所
〈東部を除く〉、住区センター〈三
田分室を除く〉で配布。ホームペー
ジから印刷可）をご覧ください
申案内書に添付の申請書と活動実績
などを、 4／ 2（必着）までに、生涯
学習課生涯学習係（☎5722－9314）
へ郵送

区立児童館及び学童保育ク
ラブ民営化計画素案（ 3～
8年度）の説明会
日時　 3 ／13（土）17：30～19：00　
会場　区民センターホール（目黒 2
－ 4 －36）。対象施設利用者への説
明会は別途開催します
申FAX・Eメールに、記入例①～④、
保育（ 2歳以上の未就学児＝先着 4
人）希望者はその旨を書いて、3／ 4
までに、放課後子ども対策課放課後
子ども施設係（☎5722－9358、Ｆ5722
－ 9328、□mineikakeikaku@city.
meguro.tokyo.jp）へ

就職支援セミナー 
「労働法とコロナ禍での働
き方」
日時　 3 ／13（土）13：00～15：00　
会場　総合庁舎本館地下 1階第17会
議室　講師　特定社会保険労務士　
萩原一郎氏　定員　10人（先着）
申電話またはFAX（記入例①～④
を記入）で、 3／12までに、ワーク
サポートめぐろ（☎5722－9632、Ｆ
5722－9387）へ

高齢者センター講習会
「LINE（ライン）を使おう
入門編」
日程　① 3／15（月）② 3／22（月）　
時間　13：30～14：30　会場　高齢
者センター（目黒 1－25－26　田道
ふれあい館内）　対象　60歳以上の
区内在住者。参加には高齢者センタ
ーの利用登録が必要　定員　各10人
（先着）
申電話またはFAX（記入例①～④と
希望日程①または②を記入）で、高
齢者センター（☎5721－2291、Ｆ5721
－2293）へ。スマートフォンを持参

中目黒公園こども園芸体験
会場　花とみどりの学習館　定員　
各 8組（抽選）
〈❶畑楽っ子（はたらくっこ）くらぶ〉
日時　 4 月～ 4年 3月の原則毎月第
4日曜日（予定）①10：00～11：00
②11：30～12：30（各全12回）　内
容　野菜を育て、土や植物、生き物
に親しむ　対象　 4 ／ 1 現在 3歳以
上の未就学児と保護者　費用　材料
費 1組700円
〈❷楽田（らくだ）クラブ〉
日時　 4 ～12月の毎月第 2日曜日①
10：00～11：00②11：30～12：30
（各全 9 回）　内容　公園内のミニ
田んぼで稲作体験　対象　小学 1～
3年生と保護者　費用　材料費 1組
500円
申往復ハガキに、記入例②～⑤と希
望コース❶または❷、希望時間①ま
たは②を書いて、 3／11（必着）ま

でに、花とみどりの学習館（〒153
－0061中目黒 2－ 3－14　中目黒公
園内、☎5721－0871）へ

目黒のサクラ保全事業 
報告会
日時　 3 ／14（日）13：30～14：45　
会場　駒場野公園（駒場 2 －19－
70） 内容　事業の報告とNPO法人
東京樹木医プロジェクトの樹木医に
よる桜を守る活動の紹介ほか　定員
　20人（抽選）
申ハガキ・FAX・Eメール（記入例
①～④を記入）で、 3／ 8（必着）
までに、みどり土木政策課施設計画
係（☎5722－9745、Ｆ3792－2112、

避難訓練コンサート
日時　 4 ／25（日）13：30開演（13：
00開場）　会場　めぐろパーシモン
ホール小ホール（八雲 1－ 1－ 1
区民キャンパス内）　出演　祭ばや
し（金管五重奏）　内容　コンサー
トの途中で、避難訓練を実施　定員
全席指定100人（先着）。 3歳以下は
入場不可　申し込み方法　電話で、
3／ 1から、めぐろパーシモンホー
ルチケットセンター（☎5701－2904）
へ。 3／ 2から窓口でも受け付け
問めぐろパーシモンホール事業課
（☎5701－2913）

住民税の申告期限を延長し
ます
　確定申告の申告期限が延長された
ことに合わせ、住民税の申告期限を
4／15まで延長します。
問税務課課税第一～三係（☎5722－
9820）

3 年度病後児保育の事前登
録を 3／10から開始します
　病後児保育は、病気の回復期で保
育所等に通えない子どもを、仕事な

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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　主に区内公共施設で活動している趣
味のサークルで、営利性・政治性・宗
教性のないものを紹介しています。入
会・申し込みなどは当事者間で。区は
関与しません。
　掲載を希望するかたは所定の申込書
に必要事項を記入し、郵送・FAXなど
で広報課区報係へ。
　掲載は先着順ですが、 2～ 3カ月要�
する場合があります。

◆リサの会（英会話）
毎月 2回（水）14：30～16：30、東山社会
教育館で。入会金なし、会費月額3,000
円。問井上（☎3713－0231）
◆えふでCLUB（トールペイント）
毎月第 1～ 3（金）10：30～14：30、碑住
区センターで。入会金1,000円、会費 1
回1,400円。材料費別途。問宮川（☎
3792－3577）
◆目黒太極拳クラブ
毎週（火）10：00～12：00、区民センター
社会教育館で。入会金1,000円、会費月
額2,500円。問鈴井（☎070－3162－
5893）

問めぐろボランティア・区民活動センタ
ー（☎3714－2534、Ｆ3714－2530）

◆子育てふれあいひろばで乳幼児の相手
や活動を手伝う
日時　毎週（月）～（金）10：00～16：00で
都合のよい曜日・時間　場所　双葉の園
保育園（大橋 2－16－ 6 ）
◆高齢者とゲームなどを通して交流する
日時　毎月第 1～ 3（月）12：30～16：00�
場所　下目黒住区センター（下目黒 2－
20－19）

◆高齢者と体操などのプログラムを通し
て交流する
日時　毎週（月）～（水）13：00～15：00
場所　上目黒住区センター（祐天寺 2－
6－ 6）
◆高齢者と体操・脳トレ・作品作りなど
を通して交流する
日時　毎週（水）9：30～12：00　場所
碑住区センター（碑文谷 2－16－ 6 ）
◆高齢者と手芸や折り紙を使った小物作
りなどを通して交流する
日時　毎月第 1～ 3（月）10：00～12：00�
場所　自由が丘住区センター宮前分室
（八雲 3－22－15）

●経済センサス活動調査の調査員

勤務期間　 5 月上旬～ 6月下旬　勤
務内容　調査対象事業所への調査票
の配布・回収・整理ほか　応募資格�
次のすべてを満たす20歳以上のかた
①目黒区・渋谷区・品川区・世田谷
区・大田区に在住②警察や選挙に直
接関係がない　報酬　70事業所あた
り約65,000円　募集人数　若干名
選考方法　書類選考のうえ面接
申申込書（総合庁舎本館 1階地域振
興課で配布。ホームページから印刷
可）を、 3／10（必着）までに、地
域振興課統計係（☎5722－9874、Ｆ
5721－7807）へ郵送または持参

碑住区の児童館整備に関す
るアンケート
　碑住区センター併設の碑文谷土木
公園事務所跡に、児童館の整備を検
討しています。ホームページで、事
業内容の紹介とアンケートを実施し
ています。
問放課後子ども対策課放課後子ども
施設係（☎5722－9358）

多重債務110番
　債務整理の方法と適切な専門機関
を、電話で案内します。
日時　 3 ／ 1（月）・ 2（火）9：30～
16：30
問消費生活センター（☎3711－
1140、Ｆ3711－5297）

3 ／ 1 から障害者の法定雇
用率が引き上げられます
　共生社会実現の理念の下、すべて
の事業主には法定雇用率以上の割合
で障害者を雇用する義務がありま
す。法定雇用率が、民間企業は2.3
％に引き上げられます。
問ハローワーク渋谷（☎3476－8609）

健康づくり健診
日時　 3 ／19（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）
問電話で、保健予防課保健管理係
（☎5722－9396、Ｆ5722－9508）へ


