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問経営改革推進課（☎5722－9457、Ｆ5722－6134）

問地域振興課区民活動支援係（☎5722－9871、Ｆ5721－7807）

ジュニア・アーチェリー初
心者教室
日時　 8 ／ 3（火）～ 7（土）9：00～
12：00（全 5 回）　会場　勤労福祉
会館（目黒 2－ 4－36　区民センタ
ー内）　講師　目黒区アーチェリー
協会指導員　対象　中学～高校生
（中学生は初日のみ保護者同伴）　
定員　 8 人（先着）
申FAX・Eメールに、記入例①～
④、学校名・学年を書いて、中小企
業センター・勤労福祉会館（☎3711
－1135、 Ｆ 3711－1284、 □ info@
megurokuchushokigyocenter.jp）
へ。窓口申し込み可

Ｈ青少年プラザ社会教育講座�
「君もファーブル～おおはし
里の杜でいきもの探し」
日時　 8 ／22（日）、10／ 9（土）・24
（日）、11 ／ 14（日）10：00 ～ 12：00
（全 4 回）　会場　おおはし里の杜
（大橋 1－ 9－ 1）ほか　講師　首
都高速道路株式会社東京西局　末益
元気氏ほか　対象　小学生と保護者�
内容　目黒に昔から生息するいきも
のや植物を探し、いきもの冊子を作
る　定員　20組（抽選）
申電話、ハガキ・FAX（記入例①～
④と学年、保護者の③を記入）で、
8／12（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

東京都子育て支援員研修
　保育や子育て支援事業に必要な知

識や技能などを習得する、子育て支
援員の養成研修です。申し込み方法
など、詳細はお問い合わせください。
コース　①地域保育②地域子育て支
援、放課後児童、社会的養護　申込
期限　 7／15（必着）
問①は公益財団法人東京都福祉保健
財団（☎3344－8533）、②は株式会
社東京リーガルマインド（☎5913－
6225）

知的障害者（児）移動支援
従業者の養成研修
日時　 7 ／22（祝）・24（土）・25（日）
9：30～17：00（全 3 回。22日は
18：30まで）　会場　中小企業セン
ター（目黒 2－ 4－36　区民センタ
ー内）　定員　12人（先着）　費用　
教材費など8,000円　後援　目黒区
申電話で、7 ／15までに、NPO法人
たんぽぽの会（☎5722－1858）へ。
同会ホームページから申し込み可

パソコン教室「エクセル基礎」
日時　 7 ／26（月）～30（金）13：30～
16：30（全 5 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）　定員　 7 人（先着）　費用　教
材費など17,200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）へ

風情ある古民家で七夕行事
　古民家の縁側に七夕飾りを設置し
ます。
日 時　 7 ／ 11（日）までの 9：30～

15：30　会場　目黒区古民家（碑文
谷 3－11－22　すずめのお宿緑地公
園内）
問めぐろ歴史資料館（☎3715－3571）

親子園芸ボランティア体験
日時　 7 ／31（土）10：00～12：00　
会場　花とみどりの学習館　対象　
小学生以下の子どもと保護者　内容�
雑草抜きや花壇の手入れなど、公園
をきれいにする作業の手伝い　定員�
5 組（抽選）
申往復ハガキに、記入例①～⑤と保
護者の③を書いて、 7／15（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

会議を公開します

会議名 日時・会場

❶地域福祉審議会�
問健康福祉計画課保健
福祉計画係
（☎5722－9406、
　Ｆ5722－9347）

7 ／19（月）10：00
～12：00・総合庁
舎本館地下 1階第
15会議室ほか

❷環境審議会�
問環境保全課環境計画
係
（☎5722－9357、
　Ｆ5722－9401）

8 ／ 5（木）18：30
～20：30・中目黒
GTプラザホール
（上目黒 2 － 1 －
3）

※傍聴希望者は当日会場へ
※�❶の手話通訳・保育（未就学児）希望
者は 7／ 9まで、❷の手話通訳希望者
は 7／15までに予約

目黒川水位警報機の吹鳴テ
ストを行います
　集中豪雨などに備え、水位警報機

からサイレンなどを鳴らします。
日時　 7 ／ 7（水）10：15から30分程
度。雨天時は 7／ 9（金）に実施
問道路公園課補修調整係（☎5722－
9775）

認可外保育施設などの保育
料を助成します
　認可外保育施設などを利用する家
庭の負担を軽減するために、保育料
の一部を助成します。幼児教育・保
育の無償化と制度が異なるため、手
続きが必要です。保育の必要性の認
定（ 2または 3号）を受けているな
どの要件があります。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。
問保育課保育施設利用係（☎5722－
9868）

自転車シェアリングのサイ
クルポートを増設しました
　都立大学駅北口バス停前（柿の木
坂 1－30）に、自転車シェアリング
（電動アシスト自転車の貸し出しサ
ービス）のサイクルポート（自転車を
借り、返却できる場所）を増設しま
した。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。
問土木管理課自転車対策係（☎5722
－9444）

国民健康保険高齢受給者証
を更新します
　70～74歳で、有効期限が 7／31の
高齢受給者証をお持ちのかたに、新
しい高齢受給者証を、 7月中旬に送
付します。
問国保年金課資格賦課係（☎5722－
9810）

〈 4面へ続く〉

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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★�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

まちづくり活動助成の
交付団体が決まりました

　区は、防犯・防災・健康づくり・子育て支援など、地域の活性化や課
題解決につながる自主的なまちづくり活動を行う団体に、助成金を交付
しています。

団体名 活動内容

めぐろ子育てマップ作り隊 まち歩きイベントの開催、ホームページのシステム
変更、オンライン配信による講座やイベント

目黒・民族芸能を楽しむ会 太鼓や民舞の体験会・公演、子育て世代の孤立を防
ぎ、世代間交流を深めるための交流会の開催

フードバンク目黒 地域からの食べきれない食品の持ち寄りやフードバ
ンク団体提供による食品を地域困窮者に無償配布

めぐろ産前産後ケアポータル
vita（ビータ）

産後ケアの勉強会の開催、産前・産後のかたへの支
援内容などをホームページで情報発信

子育てサロンはじめの一歩
乳幼児の親子等が地域での孤立を防ぐための居場所
作りとして、子育てサロン、ベビータッチケア、歌
遊び会、講座などを開催

押印見直し状況をまとめました

　区は、手続きの簡素化・効率化を図り、今後のデジタル化推進を目
的として、各種手続きなどにおける押印を不要とすることを検討して
います。今後も、押印の見直しに取り組み、各種手続きな
ど利便性の向上を図っていきます。 3年 4／ 1時点の見直
し状況は、ホームページ（右コード）でご覧になれます。

高齢者センターの講座に
自宅から参加しませんか

■問高齢者センター（☎5721－2291、■Ｆ5721－2293）

　高齢者センターの講座を、会議アプリZoom（ズーム）
のオンラインで開催しています。毎月さまざまな講座を実
施しています。参加には登録が必要です。
　詳細は、高齢者センターホームページ（右コード）をご
覧いただくか、お問い合わせください。

対象　60歳以上の区内在住者
登録方�法　Eメールに、「オンライン講座」と明記のうえ、住所、氏名

（ふりがな）、電話、年齢と高齢者センター利用登録の有無を書
いて、高齢者センター（□meguro-wakuwaku@foryou.or.jp）へ

トリム体操、
フィットネス、
ヨガ　ほか

脳トレ、
折り紙
ほか

オンラインで
開催中


