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　放課後も「学校で遊びたい」「教室や体育館
で過ごしたい」。そんな子どもの希望に応える
のが、ランランひろば事業です。これまで実施
してきた放課後に校庭で遊べるランドセルひろ
ば事業を、体育館や特別教室まで拡大し、 4月
から区立小学校 ８校でスタートしました。雨の
日でも学校から移動することなく、安全・安心
に過ごせます。
　もっと楽しく、安全・安心な放課後を子ども
たちに。ランランひろばの始まりです。

※感染症対策を講じたうえで実施します

放課後も学校で
安全・安心に遊べる
子どもの居場所

いざというときは、
防犯ブザーが役立ちます

安全・
安心な放課後を子どもたちに

コロナ
禍でも、もっと楽しく

要不急の外出自粛を、改めてお願いします。今号の内容は 4／20時点で作成しています。最新情報は随時ホ
ームページ（右コード）などでお知らせします。引き続き感染防止対策へのご理解とご協力をお願いします。不

改めて
ご協力を

stay
home



メールマガジン配信中！　緊急情報、生活に役立つトピックス、講座や区議会の日程などをお知らせしています。ホームページ・携帯サイトから利用登録できます
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　子どもの数の増加や子育て家庭の生活状況の変化に伴い、本
区では学童保育クラブ入所希望者数が年々増加しています。区
内の学童保育クラブ利用者の需要数は 7年頃にピークが見込ま
れており、学童保育クラブの整備を含めた児童の新たな放課後
の居場所づくりが喫緊の課題となっています。
　課題に対応するため、今年 3月、児童が放課後に小学校から
移動することなく安全・安心に過ごし、また多様な体験・活動
を行うことができる居場所づくりを進める、放課後子ども総合
プラン推進計画を策定しました。放課後子ども総合プランは、
ランランひろば、学童保育クラブ、地域のかたの指導のもと茶
道や料理などが体験できる子ども教室の各事業が連携しながら
実施しています。
　ランランひろばは、雨の日のほか、夏でも空調の効いた屋内

施設を活用することで、これまでより安定した活動が可能とな
ります。小学校内学童保育クラブを運営する事業者に委託し、
運営職員が企画する運動やゲーム、工作などのプログラムに参
加したり、宿題や読書などをして過ごしたりすることもできる
ようになります。また、小学校内学童保育クラブに在籍する子
どもも、ランランひろばで一緒にプログラムに参加することが
できます。
　 4月から、すでに小学校内学童保育クラブがある 8つの小学
校で、ランランひろばを開設しました。今後も計画に基づき、
開設可能な小学校から順次小学校内学童保育クラブやランラン
ひろばの整備を進めていきます。また、感染症対策を講じるな
ど、すべての子どもの安全・安心を確保し、放課後の居場所づ
くりを各小学校に広げていくようチャレンジしてまいります。

目黒区長

　これまで区立小学校で実施してきたランドセルひろばは、活動場所が校庭のみであったため、雨などの悪天候時には中止になる
課題がありました。ランランひろばでは、活動場所を屋内にも広げ、放課後の子どもの居場所を充実させます。

■問放課後子ども対策課放課後子ども事業係
（☎5722－9029、■Ｆ5722－9328）

ランランひろばとは
　放課後や夏休みに、一時的に使われていない
小学校の校庭や体育館、特別教室などを活用
し、専任の運営職員の見守りの中で子どもが過
ごすことができる場所です。
　平成31年 4 月から 2年間、東根小学校と中根
小学校でモデル事業を行ってきました。
　令和 3年 4月から、放課後子ども総合プラン
推進計画に基づき、順次開始します。

ポイントは
◦体育館など遊べる場所が増えます
　　体育館や特別活動室（多目的室・パソコン
室）なども利用できます。

◦実施日時が増えます
　　下校時から17：00まで（11～ 2 月は16：30
まで）。夏休みは 9：00～17：00で利用でき
ます（一部例外あり）。

◦在校生は誰でも利用できます
　　対象は実施する小学校の在校
生です。事前の利用登録が必要
です。

◦利用料は無料
　　任意で保険に加入することが
できます（年額500円）。

東 中根 根小 小学 学校 校

ランランひろばで、こんなことができるよ

◦実施校
　八雲小学校、烏森小学校、
　駒場小学校、不動小学校、
　東根小学校、中根小学校、
　宮前小学校、下目黒小学校

3 年度は 8校で実施します

ランドセルひろばだった頃から、利用してるよ。今まで、校庭でサッカーをしていたけど、室内も使えるようになって遊び方が増えたよ

体育館では、ドッ

ジボールなどのほ

かにも、勉強した

り、読書ができた

りして、遊び方は

自由に選べるよ

普段は、校庭で友達と一輪車をするのが大好き。雨が降った日も、体育館で塗り絵やあやとりができるので楽しいよ

友達と勉強できるの

はいいな。そのあと

外で校庭の遊具を 

使って遊ぶよ

先生（専任職員）が
大好きです。夏休み
は、先生が企画して
くれた工作遊びなど
がとても楽しみ

コロナで遊べるこ

とが減ったけど、

校庭は思いっきり

サッカーができて

楽しい

遊び方が増えるこ
とで、利用する友
達が増えたら、も
っと遊べて楽しみ
なことが多いな

校庭ではできなか
った、トランプな
どの遊びができる
ようになるのはと
ても楽しみ

今まで夏休みは、
外が暑くてランド
セルひろばは中止
だったけど、これ
からは部屋で遊べ
るからうれしいな

新しくランランひろばがスタートする
駒場小学校の子どもたちの声

区立小学校における安全・安心な放課後の居場所づくり

すでにスタートしている

2校の子どもたちに聞きました
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　図書館では、おすすめ絵本のリスト「えほんはともだち」を作成
しています。リストは図書館ホームページ（右下コード）でご覧に
なれるほか、図書館で配布しています。リストで紹介し
ている絵本を図書館の「おすすめえほんコーナー」で展
示・貸し出ししています。親子で本の楽しさにぜひふれ
てください。

問八雲中央図書館（☎5701－2795、Ｆ5701－2794）

いっしょに よもう、
いっぱい よもう

4 ／23～ 5 ／12はこどもの読書週間

■問�普及啓発は清掃リサイクル課計画普及係
　（☎5722－9883、Ｆ5722－9573）、
　区の取り組みは環境保全課温暖化対策係
　（☎5722－9034、Ｆ5722－9401）

　プラスチックは私たちの生活に利
便性をもたらしますが、再利用され
る割合が低く、捨てても分解されず
に残り続けます。そのため、海洋汚
染、地球温暖化などの問題を引き起
こす要因となっています。
　方針では、区がプラスチック削減
のために普及啓発することや、事業
者として取り組むことを定めています。区も事業者として、率先
してプラスチックの削減、分別の徹底などに取り組みます。詳細
は、ホームページ（右上コード）をご覧ください。

使い捨てプラスチック削減方針を
策定しました

区も積極的にプラスチック問題に取り組みます

6 月から目黒区特定健康診査を実施します

対象 受診方法

40歳以上の目黒区国民健康保険加入者 5月末頃に送付する受診券を持って、直接、
区内実施医療機関へ。医療機関によっては予
約が必要です。詳細は同封の書類をご覧くだ
さい（がん検診などの該当者はその受診券も
同封）

後期高齢者医療制度加入者

40歳以上の生活保護受給者で、社会保
険などの健康保険の資格がないかた 生活福祉課にご相談ください

　内臓脂肪の蓄積は、高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病
を引き起こします。これらは自覚症状のないまま進行するため、健診で
のチェックが大切です。バランスの良い食事や、日常生活での運動量を
増やすことで、内臓脂肪の蓄積を予防できます。特定健康診査は、生活
習慣を見直す機会です。ぜひご利用ください。 健診内容

質問票（喫煙歴などの生活習慣）、身体計測（身長・体重・腹囲）、
血圧測定、診察、尿（糖・たんぱく・潜血）・心電図・胸部Ⅹ線・
血液（脂質・血糖・貧血ほか）検査
※�一定の基準に該当し、医師が必要と認めた場合は、眼底・眼圧検
査も実施します
※�社会保険など目黒区国民健康保険以外の保険加入者と扶養家族の
かたは、加入する保険者（保険証発行元）にお問い合わせください

実施期間
6 ／ 1（火）～11／30（火）
※�感染拡大状況により、休止・変更する場合があります

■問健康推進課成人保健係（☎5722－9589、■Ｆ5722－9329）

住まいのリフォームや修繕・増改築を支援します
■問住宅課居住支援係（☎5722－9878、■Ｆ3715－1874）

　区内業者による、自宅のリフォーム工事費用の一部を助成します。着工
1週間前までに申請が必要です。申請方法など詳細はホームページ（右コ
ード）をご覧いただくか、お問い合わせください。

要件　�次の①～⑤を満たす、区内の居住用住宅（専有部分
のみ）のリフォーム工事（浴室・トイレ・キッチン
などの改修、床・壁紙の張り替えほか）

　　　※�分譲マンションや区分登記された住宅の共用部分
（屋根・外壁など）は対象外

　　　　①�平成28年 4 ／ 1 以降に、この助成を受けていな
い

　　　　②住民税を完納している
　　　　③区内業者が施工する
　　　　④�申請時に未着工で費用が20万円以上（税抜き）
　　　　⑤ 4年 3／31までに工事と支払いが完了
助成額　�工事費用の10％（上限10万円。予算額に達し次第

終了）

要件　次の①～⑤を満たす、区内在住者
　　　①居住する住宅の修繕・増改築を行う
　　　②融資を受ける資金の返済能力がある
　　　③住民税を完納している
　　　④�目黒区住宅修築資金融資を受けた場合は、その返

還が終了している
　　　⑤�連帯保証人またはしんきん保証基金による信用保

証を利用できる
融資限度額　700万円（工事見積金額の範囲内）
返済期間　�5 年以内（200万円以上の貸付金額は10年以内）
利率　年利1.8％（固定）

住宅リフォーム資金助成

上記のほかに、自宅の吹き付けアスベスト除去や、所有する賃貸住宅の空き室バ
リアフリー工事に関する助成もあります。要件など詳細はお問い合わせください

共同住宅の管理組合などを対象とした融資あっせんも
あります

住宅修築資金の融資あっせん
　区内に所有または居住する住宅の修繕・増改築のため
に、資金が必要なかたに、信用金庫の融資をあっせんしま
す。着工前に申請が必要です。申請方法など詳
細はホームページ（右コード）をご覧いただく
か、お問い合わせください。

リスト名 対象年齢 絵本のテーマ（内容）

え
ほ
ん
は
と
も
だ
ち

1・2歳から
おかあさんといっしょ、たのしいリズム、いっぱい
たべようほか（やりとりを楽しんだり、言葉のリズ
ムで遊ぶ絵本）

3・4歳から はじめてのおはなし、のりものにのって、おおきく
なるよほか（ストーリー性のある絵本）

5・6歳から ひとりでできたよ、ふしぎなともだち、こっちもい
いかもほか（新しい発見や達成を体験できる絵本）

平成28年 4 ／ 1 以降
に助成を受けたかた
でも再度の申請がで
きる場合がありま
す。詳細はお問い合
わせください

日本はプラスチック容器の
廃棄量（ 1人当たり）が
世界で 2番目に多い！

▲�砂浜に漂着したプラスチック

＼ 3年度新設／



★めぐろ区報は、日本語に加え英語・中国語（簡体・繁体）・ハングルで読めるデジタルブックを配信しています。
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　制度や分野ごとに分かれた縦割りの支援ではなく、福祉のさま
ざまな相談を受け止め、相談者に寄り添い、解決に向けてサポー
トします。
　福祉のコンシェルジュは、保健福祉に関する相談支援を行うふ
くしの相談係と、経済的な理由などでお困りのかたの自立相談支
援を行うくらしの相談係が、地域包括支援センターや専門機関な
どと連携しながら、包括的な相談支援体制の充実に向けて取り組
んでいます。
　お困りのかたは、まずは総合庁舎本館 2階にある福祉の総合相
談窓口「福祉のコンシェルジュ」にご相談ください。電話での相
談も受け付けています。

愛称は
福祉の

コンシェルジュ

福祉の
総合相談窓口に
ご相談ください

　区には、区民の皆さんが日頃感じる地域の問題をきっかけに、具体的な
街づくりの取り組みにつなげる仕組み、地域街づくり条例があります。
　身近な住環境で気になっていることなど、地域の皆さんで話し合ってみ
ませんか。地域の交通手段や無電柱化について考える地域の場にもなりま
す。
　区では、皆さんの街づくりに関する活動を応援しています。気軽にご相
談ください。

応援します！身近な街づくり

　 5 人以上のグループで登録すると、専門家の派遣
や活動費（印刷費、会場費など）の助成が受けられ
ます。

地域街づくり
研究会の登録

　研究会の活動を地域に広げ、皆さんで地域街づく
り計画や地域街づくりルールを考え、区と連携して
街の改善や街並みの保存などに取り組むことができ
ます。

地域街づくり
団体の認定

地域街づくり条例パンフレット
「地域のみんなが主役！
身近な街づくり」
　街づくり条例を活用し、地域で街づくりを
進める方法や流れなどを説明した冊子です。
　冊子は、総合庁舎本館 1階区政情報コーナ
ー・ 6階都市整備課で配布するほ
か、ホームページ（右コード）で
ご覧になれます。

みどり豊かな
住環境を

保っていきたい

道や庭先の
みどりも安らぐね

■問都市整備課街づくり調整係（☎5722－6846、Ｆ5722－8692）

もっと移動が
しやすい
街にしたい

病院までの
坂道が大変

安全な道路で
快適に
歩きたい

電柱がない
道路がいいな

シジュウカラさんとガマ博士が語るみどりと生き物たち

ツバメと稲作につながりがあることを知
っておるかの

そのとおりじゃ。田んぼにいる害虫をツバ
メが食べてくれることから益鳥として農家
の方々から大切にされていたそうじゃ

ガマ博士シジュウカラ
さん

駒場野公園にいるツバメさんから聞いた
ことがあるよ。巣には田んぼの泥も使わ
れるんでしょ

人間と支え合って生きている鳥なんだね

初夏に観察できるトンボなどの昆虫や花の開花な
どの情報をお寄せいただいたかたに、生き物情報
をまとめた「自然通信員だより」をお送りしま

す。ハガキ・FAX・Eメールに、住所、氏名、生き物の種名、観察
場所・日付を書いて、みどり土木政策課みどりの係（〒153－8573
目黒区役所〈住所不要〉、☎5722－9359、■Ｆ3792－2112、□sizen@
city.meguro.tokyo.jp）へ

いきもの
情報募集中

ツバメと稲作
問福祉総合課ふくしの相談係（☎5722－9064、Ｆ5722－9062）・
　　　　　　くらしの相談係（☎5722－9370、Ｆ5722－9062）

生活困窮

8050問題就労家族

介護

■問教育支援課就学相談係（☎5722－9305、Ｆ3715－6951）

　区は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し
合う共生社会を目指し、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じ
た学びの場や合理的配慮の提供について、保護者とともに考えていく
就学相談を実施しています。

対象　�特別な支援が必要で、 4 年 4 月に小・中学校に入学予定の児
童・生徒の保護者ほか

申し込�み方法　電話で、教育支援課就学相談係（☎5722－9305、Ｆ
3715－6951）へ

特別な支援が必要な児童・生徒の
4年度入学に向けた就学相談を行います

日時　 5／27（木）10：00～12：00
会場　区民センターホール（目黒 2－ 4－36）
講師　星槎大学大学院教育実践研究科教授　阿部利彦氏
定員　120人（先着）
申し込�み方法　電話またはFAX（特別支援教育講演会と明記のう

え、住所、氏名〈ふりがな〉、電話を記入）で、5／17まで
に、教育支援課就学相談係（☎5722－9305、Ｆ3715－
6951）へ。未就学児入場不可

特別支援教育講演会
「特別な教育的ニーズのある児童・生徒への支援のあり方」

※感染拡大状況により、中止する場合があります
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子どもの性被害を巡る深刻な現状
　女子中学生が、SNS（会員制交
流サイト）で知り合った男に言葉
巧みに誘導され、自分の裸の画像
を送信してしまい、「画像をネッ
トに流す」などと脅される事件が
多発しています。
　警察庁の平成30年の統計では、
13歳未満の子どもが被害に遭った
強制性交など、公然わいせつ・強
制わいせつ等の認知件数は年間
995件で、 1 日に 2 件以上も発生
しています。統計上に表れない被
害も多いと推測され、児童ポルノ
被害の約 4割が、子どもが自ら撮
影した画像に伴う被害でした。
　子どもに性的被害を与える行為
やポルノ製造などは、子どもの性
的搾取であり、子どもの人権を著
しく侵害する極めて悪質な、許し
がたい性犯罪にほかなりません。
予備知識が子どもを守る
　家に閉じこもりがちなコロナ禍
では、SNSなどインターネットを
通じて被害に遭う危険性は高く、
保護者による見守りが不可欠で
す。予備知識があるだけでも、対
処行動が取りやすくなります。
　具体的には、まず年齢や利用に
応じたフィルタリングを設定しま
しょう。フィルタリングとは、イ

ンターネット上のウェブサイトを
一定の基準で選別し、青少年に有
害な情報を閲覧できなくするプロ
グラムやサービスです。携帯電話
販売店は、青少年インターネット
環境整備法により、新規契約時や
機種・名義変更時に、青少年確認
やフィルタリングについて説明す
る義務があります。
早い段階で家庭での教育を
　家庭では、インターネットの適
切な使い方についてしっかりと話
し合い、ネットの危険な側面を子
どもに教えましょう。そして、使
い方について、家庭のルールを子
どもと一緒につくりましょう。
　例えば、利用時間の上限を決め
る、個人情報は書き込まない、知
らない人とはコンタクトを取らな
い、下着や裸の写真は撮らない、
困ったことがあったらすぐに相談
する、サイトやアプリを利用する
ときは保護者に確認することなど
が基本です。
　犯罪に遭いやすい場を避けてい
ても、加害者は巧妙に子どもの信
頼を得ながら徐々に関係性を深め
ていきます。少しでも嫌だと思っ
たら声を上げてよいことなど、家
族で何でも話せる関係づくりをし
ておくことが何より大切です。

語ろう人権　家庭で地域で

子どもを性被害から守ろう！

問人権政策課（☎5722－9214、Ｆ5722－9469）

■■問めぐろパーシモンホール事業課（☎5701－2913、Ｆ5701－2968）

◇未来の音～吉見友貴（ピアノ）

日時　�7 ／17（土）15：00開演（14：30開場）
会場　�めぐろパーシモンホール小ホール
曲目　�シューベルト「ピアノ・ソナタ第 7番変ホ長調D.568」ほか
料金　�全席指定2,800円　チケッ�ト取り扱い　❶～❸。発売中

◇�柳の家の三人会～柳亭市馬、柳家花緑、柳家喬太郎

日時　�7 ／ 7（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
料金　�全席指定S席3,700円、A席3,200円
チケッ�ト取り扱い　❶❸は 5／ 6 、❷は 5／ 7発売

※いずれも未就学児入場不可

◇クセナキスと日本

日程　 6 ／ 5（土）　会場　めぐろパーシモンホール
チケット取り扱い　❶～❸。発売中
〈大ホール公演〉　
時間　①16：00開演（15：30開場）②19：00開演（18：00開場）
出演　�インクパーカッショニスト（打楽器）、加藤訓子（音楽監督）
曲目　クセナキス「プレイアデス」ほか　料金　全席指定3,000円
〈小ホール公演〉　
時間　14：00開演（13：00開場）　出演　�高橋アキ（ピアノ）ほか
曲目　クセナキス「シックスシャンソンズ」�ほか
料金　全席自由5,000円（大ホール①公演を含む）

　パリの出版人マニュエ
ル・ブルケールは、1930
～60年代にかけて、美し
い絵で彩られた版画本
を、愛書家のために限定
出版しました。
　マルク・シャガール、
モーリス・ユトリロなど
そうそうたる画家たちが名を連ねるこの作品集は、当時のフランス
の版画の豊かさと優雅さを示しています。
　目黒区美術館所蔵の版画本49冊に収録された、約500点を展示し
ます。

開館時間　�10：00～18：00（入館は17：30まで）�
※月曜日休館（ 5／ 3は開館し、 5／ 6は休館）

料金　�一般700（550）円、高校生・大学生・65歳以上550（400）
円、中学生以下無料�
※（　）内は20人以上の団体料金

　　　※障害のあるかたと付き添い者 1人は無料
〈区民割引〉
区内在住・在勤・在学が分かるものを提示すると、団体料金で入
場できます（ほかの割引と併用不可）
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）

マニュエル・ブルケール
20世紀パリの
麗しき
版画本の世界

まで
6（日）6

≪チケット取り扱い≫

❶�チケット専用電話（☎5701－2904、10：00～19：00）
❷�チケットセンター窓口（10：00～19：00）
❸�ホームページ（右コード。24時間受け付け）
めぐろパーシモンホール　八雲 1－ 1－ 1　区民キャンパス内

▲�エミール・ベルナール「洗濯女たち」
1962年／目黒区美術館蔵

あなたの仕事探しを
全力で応援します！
ワークサポート
めぐろ
　総合庁舎本館 1階にあるワークサポートめぐろは、ハローワーク
渋谷の職業紹介部門「ハローワーク相談室」と「キャリア相談コー
ナー」を設置した就労相談窓口（月～金曜日〈祝・休日・年末年始
を除く〉）です。仕事探しはもちろん、就労の相談もできます。気
軽にご利用ください。

ハローワーク相談室（☎5722－9326）
開設時間　 9：00～17：00
�　専門相談員が、就労の相談や求人の紹介を行います。また、区
内の求人情報を閲覧できるほか、専用端末で全国の求人を検索で
きます。

キャリア相談コーナー（☎5722－9632）
開設時間　�10：00～17：00（12：00～13：00を除く）
　キャリアアドバイザー（キャリアコンサルティング技能士・キ
ャリアコンサルタントの有資格者）が、応募書類の書き方や面接
のポイント、適職相談などの相談に個別に応じます。事前予約が
必要です。

◆ミニ講座を実施しています（予約が必要）
　希望者は、電話でキャリア相談コーナーへ。

日時※ 対象 第 1週のテーマ 第 3週のテーマ

毎月第 1・ 3月曜日
14：00～15：00

どなた
でも可 自分の強みを知ろう

自分にとってよい仕事と
働き方をもっと知ろう

毎月第 1・ 3水曜日
14：00～15：00 求職中

のかた

前向きに就職活動の準
備をスタートしよう

面接でのコミュニケーシ
ョン能力向上

毎月第 1・ 3木曜日
14：00～15：00

魅力を伝える応募書類
の書き方

長期に働ける仕事選びを
考える

※祝・休日の場合は翌週に開催。開催日は変更になる場合があります
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●地域保健協議会委員

任期　 7 ／ 1 から 2年間（年 2回程度開
催）　応募資格　 7 ／ 1 現在、区内に引
き続き 3カ月以上住民登録のある20～78
歳のかた（区のほかの公募委員・区職員
を除く）　謝礼　 1 回5,000円　募集人数�
3 人以内
申作文（新型コロナウイルス感染防止を
踏まえた健康づくりについて。800字程
度）、記入例①～④⑥と生年月日を書い
て、 5／17（必着）までに、総合庁舎本
館 3階健康推進課健康づくり係（☎5722
－9586、 □ kensui-koubo@city.meguro.
tokyo.jp）へ郵送・Eメール

●環境審議会委員

任期　 7 ／ 1 から 2年間（年 3回程度開
催）　応募資格　 7 ／ 1 現在、区内に引
き続き 3カ月以上住民登録のある20～78
歳で、日本語で会話できるかた（区のほ
かの公募委員・区職員を除く）　謝礼　
1 回5,000円　募集人数　 5 人以内
申作文（応募動機と、区の環境問題につ
いて考えること、または日頃取り組んで
いる環境への配慮について。800字程
度）、記入例①～④⑥と生年月日を書い
て、 5／17（必着）までに、総合庁舎本
館 6階環境保全課環境計画係（☎5722－
9356）へ郵送

　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。交
渉は当事者間で。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。

道・茶道を通して情操、教養、感性
を磨く　対象　①小・中学生②小・
中学生と保護者　定員　①18人② 8
組（各抽選）　費用　花材費など 1
回①1,000円② 1組2,000円
申ハガキ・FAXに、記入例①～⑥と
学校名・学年、保護者の③を書い
て、5／17（必着）までに、東池坊
事務局（〒153－0065中町 2 －43－
11、☎3711－2602、Ｆ3719－6310）へ

マイナンバーカードによる
コンビニ交付サービスを 
一時停止します
　システムメンテナンス作業のた
め、 5／ 1（土）～ 5（祝）は、コンビ
ニエンスストアで、全ての証明書の
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）

４ 月からの児童扶養手当・
特別児童扶養手当の支給額
　障害年金を受給しているかたの児
童扶養手当額の計算方法が変わりま
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。
児童扶養手当（月額）

全部支給 一部支給

第 1子 43,160円 10,180～43,150円

加算額
第 2子 10,190円 5,100～10,180円

第 3子以降 6,110円 3,060～
6,100円

特別児童扶養手当（月額）
重度障害 52,500円
中度障害 34,970円

問子育て支援課手当・医療係（☎
5722－9645）

在宅人工呼吸器使用者の家
庭用蓄電池購入費助成事業
を開始します
　在宅で人工呼吸器を使用している
かたが、停電などの際に安全を確保
できるようにするため、家庭用蓄電
池の購入費を助成します。
　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。
問障害者支援課身体障害者相談係
（☎5722－9850、Ｆ3715－4424）

男女平等・共同参画の推進
に関する年次報告書を 
公開します
　男女平等・共同参画審議会から、
元年度男女平等・共同参画に関する
事業実績報告に係る意見書が提出さ
れたため、区の事業実績報告などと
併せて年次報告書としてまとめまし
た。

高齢者センター講習会 
「スマートフォンを活用し
た防災講座」 
「初心者向けパソコン講座」
対象　60歳以上の区内在住者。参加
には高齢者センター利用登録が必要
〈スマートフォンを活用した防災講
座〉
日時　 5 ／10（月）10：00～11：30　
会場　高齢者センター（目黒 1－25
－26　田道ふれあい館内）　内容　
災害情報の入手方法、防災アプリの
活用法　定員　10人（先着）
〈初心者向けパソコン講座～インタ
ーネット活用〉
日程　 5 ／27（木）・28（金）。各全 2
回　時間　①10：00～12：00②13：
30～15：30　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　インターネットの活用方法。常
設のパソコンを使用　定員　各 7人
（先着）　費用　教材費300円。USB
メモリー（外付け記憶媒体）を持参
（600円で販売あり）
申電話で、高齢者センター（☎5721
－2291）へ

発達障害支援拠点ぽると
「家族って何だろう!?～周
りの人への理解・協力を得
るには」
日時　 5 ／25（火）10：00～11：45　
会場　東山住区センター　内容　談
話会とワークショップ　対象　発達
障害があるかたの家族　定員　20人
（先着）
申電話、往復ハガキ・Eメール（記
入例①～④を記入）で、 5／21（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、
□porto-moushikomi@outlook.jp）へ

Ｈ幸せな働き方、生き方 
～幸福学のサイエンスから
学ぼう
日時　 6 ／ 5（土）・12（土）10：00～
12：00（全 2 回）　会場　中央町社

会教育館　内容　不安やストレスの
対処法　講師　慶應義塾大学大学院
システムデザイン・マネジメント研
究所研究員　前野マドカ氏　定員　
15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＝抽選 5人〉希望者は子どもの③
⑤⑥を記入）で、 5／25（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

実践めぐろ創業塾 
（オンライン開催）
日時　 6 ／26（土）・ 7 ／31（土）13：
00～17：30（全 2回）　内容　会議ア
プリZoom（ズーム）で実施。創業
に必要な知識の習得とビジネスプラ
ンの作成。グループワークあり。修
了者には認定特定創業支援等事業に
よる支援を受けたことの証明書を発
行　講師　東京都中小企業診断士協
会会員　対象　区内で創業を目指す
かた、創業間もないかた　定員　30
人程度（抽選）
申Eメールに、記入例①～⑥、希望
業種、開業予定時期または開業年月
を書いて、 6／10（必着）までに、
実践めぐろ創業塾事務局（〒153－
0063目黒 2－ 4－36　区民センター
内　産業経済・消費生活課中小企業
振興係内、☎3711－1185、□meguro.
sogyo@gmail.com）へ

東京都子育て支援員研修
　保育や子育て支援事業に従事する
ための知識や技能などを習得し、子
育て支援員を養成する研修です。申
し込み方法など詳細は、都福祉保健
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。
募集コース　地域保育　申込期限　
5 ／13（必着）
問公益財団法人東京都福祉保健財団
（☎3344－8533）

伝統文化子ども教室 
「青少年・親子マナー教室」
日時　 6 月～ 4年 3月の原則毎月①
第 1 土曜日②第 3 土曜日12：00～
13：45（各全10回）　会場　東池坊
道場（中町 2 －43－11）　内容　華

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

　年次報告書は、総合庁舎本館 1階
区政情報コーナー・ 4 階人権政策
課、男女平等・共同参画センター、
図書館のほか、ホームページでご覧
になれます。
問人権政策課男女平等・多様性推進
係（☎5722－9214）

男女平等・共同参画に関す
る区民意識調査に 
ご協力ください
　男女平等・共同参画や性の多様性
に関する区民の皆さんの意識や区の
施策に対する意向などを把握し、今
後の区政に活用するため、意識調査
を行います。
　住民基本台帳から男女別に無作為
抽出した2,500人に、 4 月末頃、調
査票をお送りします。
問人権政策課男女平等・多様性推進
係（☎5722－9214）

グリーンクラブに 
参加しませんか
　グリーンクラブは、地域住民 3世
帯以上でグループを作り、公園や緑
道などの花壇を手入れする登録制の
ボランティア活動です。
　参加方法など詳細は、ホームペー
ジをご覧いただくか、お問い合わせ
ください。
問道路公園課公園活動支援係（☎
5722－9242）

◆ETサークル（英会話）　中高年の初心
者対象。毎週（火）10：00～11：00、（木）

10：00～11：00・11：00～12：00、鷹番住
区センターで。入会金3,000円、会費 1
回1,000円。問倉持（☎090－8511－
1314）
◆レインボーヒルズ太極拳同好会　毎月
4回（土）13：30～15：30、東山社会教育
館で。入会金1,000円、会費月額2,000
円。問芝崎（☎3485－3357）
◆ダンスＡ（ストレッチほか）　毎週
（土）9：15～11：00、田道住区センター
三田分室ほかで。入会金なし、会費月額
3,000円。問岡村（☎3713－3487）

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

◆子育てサロンで保育を手伝う　日時　
毎月第 4（木）10：00～12：00　場所　東
山住区センター（東山 2－24－30）
◆ミニデイサービスでゲームや歌などの
活動を手伝う　日時　毎月第 1・ 3（木）
13：30～15：30　場所　不動住区センタ
ー（下目黒 6－ 8－23）

◆ミニデイサービスで体操などの活動を
手伝う　日時　毎週（木）10：00～12：00�
場所　油面住区センター（中町 1－ 6－
23）
◆ミニデイサービスで体操や脳トレなど
の活動を手伝う　日時　毎週（水）9：30
～12：00　場所　碑住区センター（碑文
谷 2－16－ 6 ）
◆ミニデイサービスで手芸や折り紙など
の活動を手伝う　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）
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Ｈステップアップ講座の 
ボランティアを募集します
　軽度の知的障害がある青少年対象
の社会教育講座「ステップアップ講
座」の活動をサポートするボランテ
ィアを募集します。申し込み方法な
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。
活動日時　主に毎月第 2・ 4日曜日
（全31回）　会場　青少年プラザほ
か　対象　15歳以上（経験不問）
問青少年プラザ（☎5721－8575）

子育てふれあいひろばの 
整備・運営事業者を 
募集します
　未就学の子どもと保護者が気軽に

集い、交流や子育て相談などができ
る「子育てふれあいひろば」を、区
内で整備・運営する事業者を募集し
ます。申し込み前に、事前相談が必
要です。選定事業者は区の補助制度
を利用できます。詳細は募集要項
（総合庁舎別館 2階子育て支援課で
配布）またはホームページをご覧く
ださい。
申込受付日　 6／17（木）・18（金）
問子育て支援課利用者支援係（☎
5722－9596）

都営住宅入居者を募集します
募集住宅　都内全域の①家族向け②
単身者向け（一般募集）③若年夫
婦・子育て世帯向け（定期使用）。
詳細は募集案内（ 5／ 6～14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）をご覧ください　申し込み方法�
募集案内に添付の申込書を、 5／19
（必着）までに、指定先へ郵送
問公営住宅の窓口（☎3715－1871）

都議会議員選挙（ 7／ ４ 執
行）立候補予定者説明会
日時　 5 ／15（土）14：00から　会場�
総合庁舎本館地下 1階15会議室
問選挙管理委員会事務局（☎5722－
9299）。参加希望者（立候補予定者
1 人につき 2 人以内）は当日会場
へ。保育（未就学児）希望者は 5／

6までに予約

健康づくり健診
日時　 5 ／28（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。保育（ 3歳未満の乳幼児。定員
あり）希望者は申込時に予約

相談名 相談日時 問い合わせ・申し込み
法律相談（予約制・前週
の水曜日から受け付け）

毎週（水）、第1・2・4・5（木）13：00～16：00

区民の声課
☎5722－9424

第 3（木） 9：00～12：00
税務相談（予約制・前週の
火曜日から受け付け） 第 1～ 4（火）

13：00～16：00

不動産取引相談（予約制・前
週の月曜日から受け付け） 第 2・4（月）

登記・成年後見制度相談（予約
制・前週の月曜日から受け付け）第 3（月）

こころの相談
（予約制・電話相談可） 毎週（金）

少年相談（前日までに予約）第 3（火）
年金・労務相談（予約制・前
週の金曜日から受け付け） 第 3（金）

行政相談（予約制）
第 1（月）行政書士相談（予約制・前

週の月曜日から受け付け）

外国人相談

英語＝毎週（月）～（金）、中国
語＝毎週（月）（火）（水）（金）、
ハングル＝第 1・3（木）、
タガログ語＝第 2・4（木）

10：00～12：00
（英語は 9：00から）
13：00～17：00

外国人相談窓口
（英語は☎5722－9187、中国
語・ハングル・タガログ語は
☎5722－9194）

人権身の上相談
（予約制） 第 1・3（木）

13：00～16：00
当日受け付け
は15：00まで

人権政策課人権・同和政策係
☎5722－9280

男女平等・共同参画オンブーズ
（苦情処理機関）相談（予約制） 日時は相談に応じます

男女平等・共同参画オンブーズ
☎5722－9601

女性のための法律相談
（予約制） 第 2・4（土） 9：30～12：05 男女平等・共同参画センター☎5721－8570
女性のためのからだの
相談（電話相談可） 第 1・3（土） 10：00～12：00 男女平等・共同参画センター☎5721－8573

新型コロナウイルス感染症対策として一部の相談を休止しています。実施状況を、事前にお問い合わせくださいくらしの相談
相談名 相談日時 問い合わせ・申し込み

女性のこころの悩みなん
でも相談（電話相談可）

毎週（火）（木）（金）（土）10：00～16：00 男女平等・共同参画センター
☎5721－8572毎週（水） 18：00～21：00

子育て総合相談
（電話相談可） 毎週（月）～（土） 8：30～17：00 子育て支援課ほ・ねっとひろば☎3715－2641

子ども相談室
（電話相談可） 毎週（水）～（土） 10：00～17：00

めぐろはあとねっと
（子どもの権利擁護委員制度）
0120－324－810（相談日のみ）

保健福祉サービス苦情
調整委員による相談

週 1回（詳細はお問
い合わせください）

午前または午
後

権利擁護センター「めぐろ」
☎5768－3963

内職相談 毎週（月）～（金） 8：30～17：00 高齢福祉課いきがい支援係☎5722－9719

ワークサポートめぐろ
就労相談 毎週（月）～（金）

9：00～17：00 ハローワーク相談室☎5722－9326

10：00～17：00 キャリア相談コーナー☎5722－9632
受発注情報室（電話相談のみ）毎週（月）～（金） 10：00～11：30 中小企業センター内

☎3711－1185創業相談室（予約制） 毎週（火）～（木） 13：00～16：00
消費生活相談
（電話相談可） 毎週（月）～（金） 9：30～16：30 消費生活センター相談コーナー☎3711－1140
生活の相談
（生活の不安・困り事相談）毎週（月）～（金） 8：30～17：00 めぐろくらしの相談窓口☎5722－9370

住宅増改修相談 第 2・4（金）。7月の第
4、8月の第 2を除く 10：00～16：00 住宅課居住支援係☎5722－9878

福祉の相談窓口（サン
デーコンシェルジュ） 第 4（日） 9：00～17：00

福祉の相談窓口
☎5722－9037、
Ｆ5722－9062

5 月の健康相談など　
※新型コロナウイルス感染症対策のため休止する場合があります

事業名 保健予防課 碑文谷保健センター

肝炎検査�
（区民無料・予約制） 28（金）8：45～10：30

☎5722
－9396

歯科相談（予約制）
11（火）・25（火）�
〈乳幼児〉9：00～10：00�
〈一般〉10：00～10：30

☎5722
－7057

18（火）�
時間などはお問い合わせ
ください

☎3711
－6446

精神保健相談（専門
医による・予約制）

13（木）・26（水）
13：30～15：30

☎5722
－9504

17（月）9：30～11：00

☎3711
－6447

精神保健家族会�
（予約制） 19（水）9：30～11：30

依存問題等家族相談�
（予約制）

〈個別〉�
21（金）15：00～15：30�
28（金）13：50～16：00�
〈グループ〉�
21（金）13：30～14：45

10（月）9：30～11：30

思春期・青年期の親
の会�（予約制）

〈個別〉�
17（月）15：00～15：30�
〈グループ〉�
17（月）13：30～14：45

健康相談 月～金曜日（祝・休日を
除く） 8：30～17：00

月～金曜日（祝・休日を
除く） 8：30～17：00

HIV・性感染症相
談・検査（予約制） 17（月）9：00～11：00 ☎5722

－9896

検便（細菌検査）
受け付け（有料）

火・水曜日（ 4・ 5日を
除く） 9：00～12：00、
13：00～15：00

☎3711
－6448

※�パーキンソン教室、ことばの相談室は、現在中止しています。最新の状況はホームペー
ジをご覧いただくか、お問い合わせください
問保健予防課保健管理係（☎5722－9396、Ｆ5722－9508）
　碑文谷保健センター保健サービス係（☎3711－6446、Ｆ5722－9330）

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

休日・土曜日・平日夜間などの診療・調剤案内
※事前連絡が必要です

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

４ 月25日（日）　タナベデンタルクリニック　中目黒3-1-5� ☎5794－6671

４ 月29日（祝）　知野歯科医院　洗足1-6-5� ☎3714－0900

5 月 2 日（日） 自由ヶ丘デンタルスタジオクリニック
自由が丘2-12-21-2F� ☎5729－4618

5 月 3 日（祝）
こばやし歯科クリニック　青葉台1-12-1� ☎5459－2122

清田歯科医院　八雲1-11-15� ☎3717－8070

5 月 ４ 日（祝）
半沢歯科医院　自由が丘3-11-24-2F� ☎5701－5027

日高歯科医院　中央町2-6-4� ☎3791－1602

5 月 5 日（祝）
青島デンタルオフィス　目黒1-24-18-2F� ☎5487－8244

大倉歯科医院　碑文谷3-16-20� ☎3711－2738

※歯科の受診時間は、 9 ：00～11：30、13：00～16：30

新型コロナウ
イルス感染症

感染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）。電話での相談が難しい場合は■Ｆ5388－1396

ワクチンについての問い合わせ 目黒区新型コロナワクチン接種コールセンター ☎0570－058－050、■Ｆ5722－7048（月～土曜日8：30～17：00。祝・休日を除く）
※ 5／ 5（祝）は開設します
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掲載場所
パソコン版区公式ホームページのトップページ右側
（並びは、原則毎日入れ替え）
掲載料
1 カ月20,000円（掲載月数により割引あり）

印刷物名 種類 発行部数・時期 作成所管課 申し込み方法

目黒区立中学校案内

冊子

  8,150部・
8 月予定 学校運営課 申込書（ホームページから

印刷可）を、 5 ／25（消印
有効）までに、政策企画課
企画係（〒153－8573目黒区
役所〈住所不要〉、Ｆ5722－
6134）へ郵送またはFAX

障害者福祉のしおり   4,200部・
10月予定 障害施策推進課

目黒区くらしのガイド 60,000部・
12月予定 区民の声課

区立図書館資料貸出票
など

ロール紙の
裏面 定めなし 八雲中央図書館

（ ☎5701－2795、 
Ｆ5701－2794）

申し込み方法など詳細は、
作成所管課にお問い合わせ
ください区立図書館内閲覧用雑

誌カバー 雑誌カバー 100誌程度の対象雑
誌から選択

区の印刷物やホームページに広告を掲載しませんか

問政策企画課企画係（☎5722－9106、Ｆ5722－6134）

　広告のサイズ・掲載料・条件などの詳細は、お問い合わせください。掲載の可否は、広
告内容などを審査のうえ決定します。

問広報課報道係
　（☎5722－9621、Ｆ5722－8674）

　掲載を希望する企業・事業所・商店
などは、ホームページ（右コード）を
ご覧いただくか、お問い合わせくださ
い。掲載の可否は、広告内容などを審
査のうえ決定します。

区が発行する印刷物などに掲載する企業広告を募集します 　区公式ホームページに掲載する
　 バナー広告を募集します

耐震化で
地震に備えましょう

　阪神・淡路大震災により倒壊した建物の多くは、建築基準法の耐
震基準が強化された昭和56年 6 月 1 日以前に建てられたものでし
た。
　耐震診断やアドバイザーの派遣などの助成制度を設け、耐震化の
支援を行っています。ぜひ、ご相談ください。
　下表以外にも助成制度があります。詳細はホームペー
ジ（右コード）をご覧ください。■問建築課耐震化促進係（☎5722－9490、■Ｆ5722－9597）

耐震化の助成 ブロック塀の除却工事などの助成
制度 対象 助成内容

耐震診断
木造住宅 診断費用の60％

分譲マンション 診断費用の 2 ／ 3 、上限200万円

耐震設計
木造住宅 設計費用の 1 ／ 2 、上限20万円

分譲マンション 設計費用の 2 ／ 3 、上限200万円

耐震改修
木造住宅ほか

課税世帯 改修費用の80％、上限150万円

非課税世帯 改修費用の80％、上限180万円

分譲マンション 改修費用の 2 ／ 3 、上限1,500万円

除却 木造住宅 除却費用の 1 ／ 2 、上限50万円

制度 対象 助成内容

除却 道路沿いで安全性が確認でき
ないもの

除却費用の 1 ／ 2 、上限9,000円／ｍ、
上限20万円

建替え

道路沿いで安全性が確認でき
ないものを除却し、軽量フェ
ンスを新設するもの

建て替え費用の 1 ／ 2 、上限18,000円
／ｍ、上限40万円

建築確認申請にかかる設計・
工事監理費 上限15万円（ 3 年度より開始）

※そのほかの要件、助成額などの詳細は、お問い合わせください

めぐろ区報制作に力を貸してください

広報モデルを大募集！
■問広報課区報係（☎5722－9486、■Ｆ5722－8674）

　めぐろ区報やホームページに、モデルなどとして登場していただけるか
たを募集します。ご応募いただいたかたを、広報モデル候補として登録
し、企画内容に応じて別途撮影協力の連絡をします。ボランティアのため
報酬はありませんが、親しみやすい広報となるよう、多くの皆さんのご協
力をお願いします。詳細はホームページ（右上コード）をご覧いただく
か、お問い合わせください。

◦ 区内在住・在勤・在学の個人、または家族・友人など 5 人程度の少人数
グループ（未成年者は、保護者の承諾が必要）

◦暴力団など反社会的勢力でない 
◦区税などの滞納がない

応募資格　次のすべてに該当するかた

応募用紙（総合庁舎本館 4 階広報課で配布、ホームページから印刷可）に
必要事項を記入のうえ、写真データ（現像写真可）を添付して、郵送、E
メ ー ル で 広 報 課 区 報 係（ 〒153－8573目 黒 区 役 所〈 住 所 不 要 〉、□
kohobosyu@city.meguro.tokyo.jp）へ

応募方法
家族そろって、友だちと
一緒になどたくさんの
ご応募をお待ちしています

イメージは
こんな感じ

モデルの

一緒に目黒
の魅力を伝
えませんか

　 5 年 3 ／31まで（延長可）登録期間
※登録いただいても広報に掲載できないことがあります
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