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都市養蜂と
いうんだよ

自由が丘で
はちみつを
採取しているの！？

　むやみに刺激すると襲って来る危険性の
あるハチ。野菜につく害虫を食べることか
ら、益虫として扱われることもある。見つ
けても近寄ったり激しく動いたりして刺激
を与えないようにする。

　緊急事態宣言期間中の区の
対策を盛り込むため、発行日
を変更しました。対策情報は
4面をご覧ください。
　次号以降も、発行日などを
変更する場合があります。
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発行日の変更
人口と世帯

住民記録者数………
（うち外国人数…………
　　 男…………………

　　 女…………………

世帯数………………

280,586人
8,957人）
132,457人
148,129人
158,437世帯

3年 7月 1日現在

　区は、毎年テーマを決めて、いきもの調査をしています。今年のテーマは
「植物と人の役に立っているハチについて」。ハチは、害虫を食べたり花の
受粉を助けたりする有益な昆虫で、私たちの生活に欠かせないいきものです。

外で遊ぶのが
大好きな妹

自然が好きで
物知りな兄

みどりちゃん まなぶくん

　パリのオペラ座で行われている都市養蜂をテレビで知
り、銀座でもやっていると聞いて、実際に見学に行きま
した。銀座という都心で本格的な都市養蜂を行っていて、
これは自由が丘でもできると思い、チャレンジしようと
思いました。
　 都市養蜂の魅力は、地域のかたと一緒に取り組める
ことです。まちのペットという感覚で「丘ばちのために

花を植えたい」といった声から、まちに花が増えています。
　丘ばちプロジェクトでは、はちみつとコラボしたスイー
ツなど、さまざまな商品を作っています。商品から「この
はちみつは自由が丘で取れているんだ」と気づいてもらう
ことで自然の大切さを身近に感じ、これからはまちにも、
いきものにも、人にも、優しい緑が増えていってほしいと
思っています。
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自由が丘でハチが大活躍！

丘ばちプロジェクト

菅刈公園、目黒天空庭園、中目黒公園、碑文谷公園、衾町公園な
どがおすすめ

ミツバチ

クマバチ

アシナガバチ

コマルハナバチ

ハラナガツチバチ

　みつや花粉を集める
能力が高い。はちみつ
採取のために二ホンミ
ツバチとセイヨウミツ
バチが飼育されてい
る。大きさは小柄。

　全身が毛
で覆われて
いて、飛ぶ
ぬいぐるみ
とも呼ばれ
ている。

　全身が黒くて光沢が
あり、胸部の毛は黄色
い。体は大きいけど、
羽は小さい。ホバリン
グができる。

　黒色と黄
色のしま模
様で長い腹
部が特徴。

もうすぐ夏休み。今
年の自由研究の課題
はハチをテーマにし
ようと思ってるよ

住所、氏名（ふりがな）、電話、発見情報を書
いて、郵送・FAX・Ｅメールまたは電話で、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

　発見情報などをもとに区内のいき
ものの生態をまとめた冊子「目黒区
いきもの住民台帳」を作成していま
す。ホームページ（右コード）でご
覧になれます。

　花に集まる受粉昆虫の中でも、ハチは重要な
仲間といえます。ハチが花粉を運ぶことで花が
受粉し、実ができます。それ
を鳥などのいきものが食べ、
排泄物に混じった種が別の場
所で芽吹くなど、生態系の大
きな担い手となっています。
私たちがおいしいイチゴやリ
ンゴなどを食べることができ
るのも、ハチが活躍している
からです。

ハチは私たちの豊かな暮らしに
大きな恵みを与えてくれるいきものです

どこでハチを見つけられる？

区内で見つけられるハチ

家の花壇や公園

スズメバチ

どこでハチを見つけられる？

■問みどり土木政策課みどりの係
（☎5722－9359、■Ｆ3792－2112)

発見情報の記録を付ける

私は丘ばちくん。「丘ばちプロジェ
クト」は自由が丘のまちで、はちみ
つを採取しているよ

まなぶくんとみどりちゃんと一緒に

丘ばちくん
 ©milkpillow

発見情報を送ってください

▲ 東京大学総合
研究博物館
須田真一氏

©milkpillow

自由が丘商店街振興組合
中山雄次郎さん

もし、ハチに刺されたら

●

●

●

●

ハチの巣を見つけても近づかない
黄色や黒色の服は着ない
熱中症対策のために、必ず水筒などを持ち、小まめに水分を補給する
服装は、つばの広い帽子に、長そで・長ズボン、履きなれた靴を

①
　

その場を離れる
②

　

針を取り、流水で洗う
③

　

刺されたところを指でつま
　んで、毒を出し、冷やす
④

　

抗ヒスタミン薬があれば
　塗り、できるだけ早く
　医療機関へ

いつ（○月○日）、どこで（○○公園）、何が（○
○ハチ）、どうしていた（○○○○）と記録を付
ける。できれば写真も撮る

家の近くで観察
してみよう

ホバリング…空中で停止飛行すること

観察する
ときは

まなぶくんとみどりちゃんの観察日誌



★めぐろ区報は、新聞折り込みのほか、住区センターや図書館、駅広報スタンドなどで配布しています。新聞購読されていないかたに個別配送も行っています。広報課（☎5722－9486）
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３ 年度区税条例の改正

■問税務課税務係（☎5722－9819、■Ｆ5722－9324）

　地方税法などが改正され、 6月に区税条例を改正しました。改正
の主な内容は、次のとおりです。

区民税の非課税限度額の算定などに用いる
扶養親族の範囲見直し
　所得税法において、扶養親族の範囲の適正化を目的に、国外に居
住する30歳以上70歳未満のかた（留学生、障害者、38万円以上の送
金を受けているかたを除く）を、扶養控除の対象外とする改正が行
われました。これを踏まえ、区民税の非課税限度額の算定、均等割
の条例による軽減も同様の範囲の見直しを行いました。

住宅ローン控除の適用期限の延長
　住宅ローンの控除期間を13年間とする特例措置について、適用期
限を17年度まで延長します。
　この延長期間に限り、対象住宅の床面積要件を緩和し、合計所得
金額が1,000万円以下の場合は、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅
も控除の対象とします。

セルフメディケーション税制の適用期限の延長
特定一般用医薬品などの購入費が年間12,000円を超えた場合、医
療費控除との選択で所得控除できる特例（セルフメディケーション
税制）について、対象の医薬品を効果的なものに見直したうえで、
適用期限を ９年度まで延長します。

軽自動車税（種別割）のグリーン化特例適用期限の延長
　環境負荷の少ない軽自動車を取得した場合、翌年度分の税率を軽
減する特例（グリーン化特例）で、営業車・軽貨物自動車を対象に
見直しを行います。適用対象の限定や新たな燃費基準の切り替えを
行い、適用期限を 5年度まで延長します。

児童扶養手当・特別児童扶養手当
■問子育て支援課手当・医療係（☎5722－9645、Ｆ5722－9328）

　申請方法など、詳細はお問い合わせください。なお、子どもが児童福祉施
設などに入所している場合は、受給できないことがあります。

所得制限額

対象　�次の①～④いずれかの子ども（18歳の 3／31まで。中度以上の障害が
ある場合は20歳未満）を養育しているかた
①父母の離婚・死亡・未婚などにより、ひとり親の状態にある
②�父（母）が保護命令を受けている、または 1年以上拘禁されている
③父（母）に 1年以上遺棄されている
④父（母）が重度の障害がある

※�父（母）が事実上の婚姻関係にある（④を除く）場合は受給できません
※�父（母）または子どもが手当額以上の公的年金を受給している場合は、受
給できないことがあります
手当額　�所得に応じて、月額10,180～43,160円（第 2 子は5,100～10,1９0

円、第 3子以降は 1人当たり3,060～6,110円）

児童扶養手当　申請が必要

　受給資格者に、現況届
のお知らせを送付しま
す。手続き方法を確認の
うえ、 8／ 2～31に、手
続きをしてください。

扶養
人数

請求者本人 孤児などの養育者、
配偶者・扶養義務者全部支給 一部支給

0 人 4９万円 1９2万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
以下扶養人数が 1人増すごとに38万円を加算

対象　20歳未満で心身に中度以上の障害がある子どもを養育しているかた
手当額　障害が重度の場合は月額52,500円、中度の場合は月額34,９70円

特別児童扶養手当　申請が必要

　受給資格者に、所得状
況届を送付します。 8／
6～31（必着）に、郵送
または総合庁舎本館 2階
子育て支援課の窓口へ提
出してください。

扶養人数 請求者本人 配偶者・扶養義務者
0 人 45９万 6 千円 628万 7 千円

1人 4９7万 6 千円 653万 6 千円

2人 535万 6 千円 674万 ９ 千円

以下 1人増す
ごとに加算 38万円 21万 3 千円

所得制限額

目黒区商工まつりの開催日程を変更します
問産業経済・消費生活課中小企業振興係（☎3711－1134、Ｆ3711－1132）

　毎年 7月に開催していますが、新型コロナウイルスの感染拡大状
況を見据え、例年と異なる日程・内容で開催予定です。

開催予定日　�12／11（土）・12（日）。�
12／10（金）に前夜祭として講演会を開催予定

東京２０２０オリンピック・
パラリンピック競技大会に伴う
交通対策のお知らせ
■問�公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会�
組織委員会（☎0570－09－2020）

　大会時には、高速道路の本線料金所での通行制限や、
交通状況に応じた入口閉鎖などさまざまな交通対策が実
施されます。混雑緩和のため、交通量削減の取り組みに
ご理解とご協力をお願いします。詳細は、大会組織委員
会ホームページ（右コード）をご覧ください。

期間 7 ／1９（月）～ 8／ ９（休）、 8／24（火）～ ９／ 5（日）
※この期間の前後にも一部で実施する場合があります

目黒区美術館コレクション展

包む日本の伝統パッケージ

◀
卵
つ
と
（
山
形
県
、
酒
井
道
一
撮
影
）

開館時間　10：00～18：00（入館は17：30まで）
休館日　月曜日（ 8／ ９は開館し、翌日は休館）
料金　�一般800（600）円、高校生・大学生・65歳以上600

（500）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
で入館できます（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）

「包むことについて考えるの
は、人間の生活のすべてについ
て考えることにほかならない」
と語るのは、自然素材を使った
パッケージの研究・収集をして
いたデザイナーの岡秀行氏。
　日本人の自然観や美意識が息
づく、木・竹・紙などで作られ
た岡氏のパッケージコレクショ
ンを、ぜひご覧ください。

9 ／ 5（日）まで

※�感染症対策のため、会期など
が変更になる場合があります



Ｈは、区のホームページから申し込み・提出可

オリンピック・パラリンピックの開催などにより
祝・休日の変更により
総合庁舎の開・閉庁日が変わります

　総合庁舎の窓口は 7 ／19、 8 ／11、10／11は通常通り開庁し、 7 ／22・23、 8 ／
8 ・ 9 は祝・休日のため閉庁します（詳細はホームページ〈上コード〉へ）。そのほ
かの施設は、各施設にお問い合わせください。

海の日7／19（月）→ 7 ／22（祝）
スポーツの日10／11（月）→ 7 ／23（祝）
山の日8／11（水）→�8 ／ 8（祝） 

8 ／ 9 は振替休日
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警視庁・海上保安庁・防衛
省（自衛隊）合同採用説明会

日時　 7 ／31（土）12：30～16：30　
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）　
対象　34歳まで。事前予約が必要。
詳細は同案内所ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせください
問自衛隊東京地方協力本部五反田募
集案内所（☎3445－7747）

Ｈ50歳以上胃がん検診　　�
（ 7～10月受診分）

会場　区内実施医療機関　検査方法  
胃Ｘ線（バリウム）または胃内視鏡�
対象　昭和47年 3 ／31以前生まれの

区内在住者。ただし次のかたを除く
① 2年度に区の胃がん検診を受診②
勤務先・家族検診などで同検査が受
けられる③胃の治療中ほか。詳細は
お問い合わせください
申電話で、 8／13までに、健康推進
課成人保健係（☎5722－9589、Ｆ
5722－9329）へ

夏休み子ども食育セミナー
「飲み物の甘さを調べてみ
よう」

日時　 8 ／ 4（水）10：00～11：00　
会場　総合庁舎本館 3階目黒区保健
所　内容　糖度計で飲み物の糖度を
測り、水分補給に適した飲み物を考
える　対象　小学 4～ 6年生　定員 
8 人（先着）　
申電話で、保健予防課保健サービス
係（☎5722－9503、Ｆ5722－9508）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）へ

講座名 日程 時間 費用

エクセル
応用

7 ／31～ 9 ／
4 の毎週土曜
日。全 6回

③
教材費
など�
20,200円

ワード
応用

8 ／ 2（月）～
6（金）・ 9
（休）。全 6回

①
教材費
など�
20,200円

かんたんに
出来るホー
ムページ

8 ／ 2（月）～
5（木）。全 4
回

③
教材費
など�
15,080円

趣味のクラ
ブ遊々パソ
コン

8 ／ 6 ～12／
24（10／29を除
く）の隔週金曜
日。全10回

②
教材費
など�
16,000円

時間　�① 9：30～12：30　②13：30～15：30
③13：30～16：30

セミの羽化観察
日時　 8 ／ 7（土）18：30～20：00。
荒天時は 8／ 9（休）　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と保
護者の③ を書いて、 7 ／28（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

子どものための演劇・ダン
スワークショップ発表会

日時　 7 ／24（土）14：00開演（13：
30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）　内容　中学・
高校生が参加した演劇・ダンスワー
クショップの発表会。終演後、講師
と出演者によるアフタートークあり�
定員　30人（先着）
申ハガキ・Eメールに、記入例①～
④とEメールアドレス、希望枚数�
（ 2 枚まで）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

めぐろ電子図書館が�
始まります
　 7／20（火）から、図書館の新しい
サービスとして電子書籍を利用でき
ます。利用には、電子図書館用の登
録申し込みが必要です。詳細は、図
書館ホームページをご覧ください。
問八雲中央図書館（☎5701－2795）

3 年度敬老のつどいを�
中止します
　新型コロナウイルス感染症の感染
状況を踏まえ、今年度の開催は中止
します。
問高齢福祉課いきがい支援係（☎
5722－9837）

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

歯
科

診療時間は9：00～11：30、13：00～16：30
7 月18日（日）�勝俣歯科医院
　　祐天寺2-14-8-3F� ☎3793－5515
7 月22日（祝）奥居歯科
　　青葉台1-30-11-3F� ☎5724－5724
7 月23日（祝）アサダデンタルクリニック
　　中根2-13-19-2F� ☎3725－8848
7 月25日（日）おがわ歯科医院
　　目黒本町4-7-11� ☎3712－5696

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

■目黒区保健所
生活衛生課（総合庁舎本館３階）
☎5722－9505：犬の登録ほか
☎5722－9500：ねずみ、衛生害虫相談ほか
☎5722－9506：食品衛生ほか
☎5722－6852：区内診療所の相談・苦情ほか

保健予防課（総合庁舎本館３階）
☎5722－9396：肝炎検査、成人健康相談ほか
☎5722－9896：HIV・性感染症相談・検査ほか
☎5722－9503：母子・歯科保健ほか
☎5722－7047：予防接種

碑文谷保健センター（碑文谷4-16-18）
☎3711－6446：�成人・母子・歯科保健、検便ほか

＋休日・土曜日・平日夜間などの診療・調剤案内
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

※事前連絡が必要です

新型コロナウ
イルス感染症

感染症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）

　保護者が病気や出産、介護、出張などの際、一時的にお子さんを養
育できないときに利用できる宿泊付きの預かり事業です。子どもショ
ートステイ利用中にお子さんが保育園や学校などに通う場合は、施設
職員が送迎を行います。送迎先は原則、区内に限ります。
　初めて利用する場合は、お子さんと一緒に施設の事前見学が必要で
す。申し込み方法など詳細は、お問い合わせください。

問子ども家庭支援センター事業係
（☎5722－6836、Ｆ5722－9684）

子どもショートステイのご案内

対象　区内在住の 2歳児～小学生
要件　�保護者が次の①～④いずれかの要件に該当し、ほかに養育

者がいないとき
　　　①病気や出産のため入院・療養が必要
　　　②家族の病気などで、介護・看護が必要
　　　③事故や災害に遭った
　　　④仕事の出張や冠婚葬祭などで夜間不在
　※�育児疲れや育児不安などの理由で利用したい場合はご相談く
ださい

預かり場所　児童養護施設「目黒若葉寮」（大橋 2－19－ 1 ）
利用日数　月 1回（ 6泊 7日まで）
定員　 1日 1人（きょうだいで利用可）
費用　�1 人当たり 1泊 2日で6,000円（ 1泊増えるごとに3,000円

加算。減免制度あり。別途費用がかかる場合あり）

中止
となりました

中止
となりました
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不要不急の外出自粛をお願いします
　緊急事態宣言が出されました。区民・事業者の皆さんには、長いコロナ禍でさらなる負担をおかけいたしますが、改めて
日中を含め不要不急の外出・移動の自粛など、一人ひとりが適切に行動していただきますよう、ご理解とご協力をお願いし
ます。

目黒区新型コロナウイルス感染症対策本部

緊急事態宣言が出されました８ ／22
まで

緊急事態宣言期間中の区の対応
　�緊急事態宣言解除の日（ 8／22予定）までの、主な施設の対応状況は下表のとおりです。

※�対応状況は作成時（�7／13時点）の情報に基づいています。最新の情報や詳細は、
ホームページ（右コード）をご覧いただくか、各施設へお問い合わせください

施設名など 休止内容など
総合庁舎（会議室、和室など） 夜間区分利用休止　問総務課庁舎管理係（☎5722－6107、Ｆ5722－9315）
男女平等・共同参画センター（会議室、研修室ほか） 夜間区分利用休止。20：00閉館　問人権政策課男女平等センター係（☎5721－8570、Ｆ5721－8574）
住区センター（会議室、レクリエーションホールほか） 夜間区分利用休止。19：00閉館　問東部地区サービス事務所（☎5722－9752、Ｆ5721－7807）

中小企業センター、勤労福祉会館（集会室ほか） 夜間区分利用休止。卓球室・洋弓場の一般公開利用は
20：00まで 問産業経済・消費生活課中小企業振興係

　（☎3711－1135、Ｆ3711－1284）
中小企業センター（ホール） 人数制限（定員の50％以下）

めぐろパーシモンホール（ホール）、中目黒ＧＴプラザホール 人数制限（定員の50％以下）。夜間区分利用の新規受
け付け休止 問めぐろパーシモンホール（☎5701－2924、Ｆ5701－2968）

めぐろパーシモンホール（リハーサル室ほか） 夜間区分利用休止
目黒区美術館 利用可　問目黒区美術館（☎3714－1201、Ｆ3715－9328）
体育館・プール 貸し切り利用は夜間区分利用休止。20：00閉館

問スポーツ振興課計画指導係（☎5722－9317、Ｆ5722－9754）
庭球場・野球場・サッカー場 利用可
学校開放事業 20：00まで　問スポーツ振興課管理係（☎5722－9690、Ｆ5722－9754）
心身障害者センター（会議室、視聴覚室ほか） 夜間区分利用休止　問障害施策推進課障害施設係（☎5722－9893、Ｆ5722－6849）
旧前田家本邸和館（茶室・和室）、菅刈公園和館（和室） 飲食を伴う利用休止

問道路公園課公園活動支援係（☎5722－9242、Ｆ3712－5129）
駒場野公園デイキャンプ場、碑文谷公園ボート場 利用休止
目黒天空庭園、菅刈公園、碑文谷公園拡張部、目黒不動防災
ひろば、大鳥公園

20：00まで（大鳥公園は19：15まで）。オーパス夢ひろばは夜間区分利用休止�
問道路公園課公園活動支援係（☎5722－9242、Ｆ3712－5129）

エコプラザ 活動室の夜間区分利用休止。リサイクルショップ休止�
問環境保全課環境計画係（☎5722－9356、Ｆ5722－9401）

指定公衆喫煙所 20：00まで　問環境保全課環境計画係（☎5722－9606、Ｆ5722－9401）
社会教育館、緑が丘文化会館、青少年プラザ（レクリエーシ
ョンホール、研修室ほか）

夜間区分利用休止。19：00閉館�
問生涯学習課生涯学習係（☎5722－9314、Ｆ3715－3099）

めぐろ歴史資料館 団体利用の休止 問めぐろ歴史資料館（☎3715－3571、Ｆ3715－1325）
八雲中央図書館 月～土曜日の開館時間を20：00までに短縮

問八雲中央図書館（☎5701－2795、Ｆ5701－2794）中目黒駅前図書館
※上記 2つの図書館以外は通常の開館時間 火～土曜日の開館時間を20：00までに短縮

特別養護老人ホーム（ユニット型）
定員　�特別養護老人ホーム＝96人、�

ショートステイ＝10人
　常に介護が必要で、自宅での生活が困難なかたが入
所でき、日常生活の支援や機能訓練、健康管理などの
サービスが受けられます。全室個室で、居間などは共
有です。12人までのグループで生活し、個性や生活リ
ズムに合わせた個別ケアを行います。
※�入所申し込みは、高齢福祉課高齢者支援係（☎5722
－9352、Ｆ5722－9474）へお問い合わせください

防災拠点型地域交流スペース
　さまざまなイベントや取り組みを通じて、地
域との交流を進めていきます。災害時は、福祉
避難所として、介護が必要な高齢者の避難場所
となります。

問高齢福祉課介護基盤整備係（☎5722－9607、Ｆ5722－9474）

　区内 9カ所目となる特別養護老人ホーム「さんホーム目黒」が、目黒三丁目国
有地に民設民営で開設します。区は元年度から、特別養護老人ホームを 3カ所開
設し、合計300人の定員を増やしました。

　区立特別養護老人ホーム中目黒は、老朽化に伴う改修工事を 4年12月
まで行います。入居のかたは一時的に、さんホーム目黒へ移動します。

共同生活室▶

◀居室

地域交流スペース▶

施設の概要 　施設の詳細は、さんホーム目黒（☎6303－3137、Ｆ6303－1187）へお問い合わせください。

目黒三丁目国有地に

特別養護老人ホーム
「さんホーム目黒」が開設します

８月に

中
町
通
り

中町通り

目黒
通り

山
手
通
り

特別養護老人
ホーム中目黒

東急バス
「自然園下」

東急バス
「大塚山」 大塚山

公園

区民
センター

馬喰坂

さんホーム目黒

所在地
目黒 3－20－ 8
施設整備・運営
�社会福祉法人目黒
区社会福祉事業団
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