
Ｈは、区のホームページから申し込み・提出可

　取り組み結果の詳細は、総合庁舎本館 1階区政情報コ
ーナー・ 4階経営改革推進課、地区サービス事務所（東
部を除く）、住区センター、図書館のほか、ホームペー
ジ（右コード）でご覧になれます。

請願・陳情を受け付けてい
ます
　第 2 回区議会定例会は、 6 ／17
（木）～30（水）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、 6／ 9（水）12：00
までに持参してください（原則、郵
送では審査不可）。
　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）

青少年問題協議会の公開
日時　 6 ／ 7（月）10：00～11：30
会場　めぐろ学校サポートセンター
（中目黒 3－ 6－10）
問生涯学習課青少年係（☎5722－
9309）。傍聴希望者は当日会場へ

Ｈ区民まつり（10／10開催
予定）の運営チームスタッ
フと出演団体・出店団体を
募集します
〈❶運営スタッフ〉
募集チーム名　①おまつり広場②子
ども広場
〈❷出演・出店団体〉

対象　区内で活動する団体。詳細は
ホームページをご覧ください
申❶はハガキ・FAXに、記入例②～
④と希望募集チーム名①または②を
書いて、❷は募集要項内の参加企画
書（総合庁舎本館 4階文化・交流課
で配布。ホームページから印刷可）
を、郵送・FAXまたはEメールで、
6／11（必着）までに、文化・交流
課交流推進係（☎5722－9278、Ｆ
5722 － 9378、 □meguro.matsuri@
city.meguro.tokyo.jp）へ

3 年度国民年金の年金額を
お知らせします
　 4・5月分は 6月に支払われます。
問目黒年金事務所（☎3770－6421）

種別 金額
老齢基礎年金 （満額）780,900円

障害基礎年金
（ 1級）976,125円
（ 2級）780,900円

遺族基礎年金
（子 1人のある配偶者） 1,005,600円

都民住宅（都施行型）の入
居者を募集します
募集住宅　都内全域の中堅所得世帯
の家族向け　申し込み方法　募集案
内（ 6／ 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、 6／14（必着）ま
でに、指定先へ郵送
問公営住宅の窓口（☎3715－1871）

男女平等共同参画週間講座
「人気アニメ作品からみる
ジェンダーと男性性」
日時　 6 ／27（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）　
講師　専修大学国際コミュニケーシ
ョン学部教授　河野真太郎氏　定員�
30人（先着）　
申電話またはFAX（記入例①～④と
保育〈未就学児〉希望者は子どもの
③⑤を記入）で、 6／18（必着）ま
でに、男女平等・共同参画センター
（〒153－0061中目黒 2 －10－13　
中目黒スクエア内、☎5721－8570、
Ｆ5721－8574）へ

発達障害支援拠点ぽると講
演会「ゲーム・ネット依存
の現状と対応 」
日時　 7 ／ 3（土）15：00～17：00　�
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）�
講師　久里浜医療センター院長　樋
口進氏　定員　90人（先着）
申電話、往復ハガキ・Eメール（記
入例①～④を記入）で、 6／25（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。手話通訳希望者は 6／18ま
でに予約

子どものためのワークショ
ップ～演劇・ダンスワーク
ショップ
日時　 7 ／20（火）～23（祝）16：30～
20：30。 7 ／24（土）は発表会（全 5

回）　会場　めぐろパーシモンホー
ル小ホール　内容　演劇とダンスを
組み合わせたワークショップ　講師�
劇作家　大池容子氏ほか　対象　中
学・高校生　定員　20人（先着）　
費用　参加費3,500円
申 5 ／30から、ハガキ・Eメール
に、記入例① ～⑥ 、 学校名・学
年、演劇経験の有無と保護者の③、
Eメールアドレスを書いて、めぐろ
パーシモンホール事業課（〒152－
0023八雲 1－ 1－ 1　区民キャンパ
ス内、☎5701－2913、□engeki@
persimmon.or.jp）へ

マイミニ田んぼを作ろう
日時　 6 ／13（日）10：00～11：30　
会場　駒場野公園拡張部（駒場 2－
17－20）　内容　米ができるまでを
学び、自宅で稲を育てる　定員　 8
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、 6／ 3（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

目黒吹奏楽団アフタヌーン
コンサート
日時　 6 ／ 6（日）14：00開演（13：
20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）　出演　鳥谷部
武夫（指揮）ほか　曲目　「ディズ
ニーメドレー 2 」 ほか　共催　目黒
区芸術文化振興財団　申し込み方法�
目黒吹奏楽団ホームページまたは電
話で、目黒吹奏楽団事務局（☎080
－4149－7158）へ

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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　行革計画（平成30～令和 2年度）では、不断の見直しによる持続可能
で質の高い区民サービスの提供と、将来を見据えた経営基盤の確立のた
めの取り組みの推進を基本方針に掲げ、組織・職員数の適正化や人材育
成、区有施設の見直しなどの46項目について取り組みました。

■問経営改革推進課
　（☎5722－9457、■Ｆ5722－6134）

行革計画の２年度取り組み結果を
まとめました

※感染症対策のため、施設での閲覧を休止する場合があります

中止
となりました
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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

民間賃貸住宅家賃の
一部を助成します

対象（①～④のいずれか） 内容 募集数

高齢者世帯
①65歳以上の一人暮らし世帯
②�全員が60歳以上で、65歳以上のか
たを含む世帯

家賃が 1人世帯11万円、
2 人世帯12万円、 3 人
以上世帯14万円以内の
民間賃貸住宅に居住す
る世帯に、家賃の最大
20％（上限あり）を最
長 6年間助成

90世帯
（抽選）

障害者世帯
③�身体障害者手帳（ 1 ～ 4 級）、愛
の手帳、精神障害者保健福祉手帳
のいずれかを持つかたがいる世帯
④�精神障害による障害年金受給者が
いる世帯

高齢者世帯等居住継続家賃助成

■問住宅課居住支援係（☎5722－9878、■Ｆ5722－9325）

　 4 ／ 1 現在、要件を満たしていることが必要です。所得要件など詳細は、募集案内書
（ 6／ 1から、総合庁舎本館 6階住宅課、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、住区センターで配布。ホームページ〈コード①または②〉から印刷可）を
ご覧いただくか、お問い合わせください。

ファミリー世帯家賃助成

対象 内容 募集数

18歳未満の子を扶養し、かつ同居し
ている世帯

家賃が 5 ～18万円の民
間賃貸住宅に居住する
世帯に、月額 2 万円を
最長 3年間助成

160世帯�
（抽選）

募集案内書に添付の申請書などを、 6／ 1～30（必着）に、住宅課
居住支援係（〒153－8573目黒区役所〈住所不要〉）へ郵送

申し込み方法

① ②




