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2 面　 地域サークル講座実施団
体の募集、めぐろ区報リ
ニューアルのお知らせ、
情報ボックスほか

3面　 介護保険の利用者負担額
軽減ほか

4面　 目黒区民センター基本構
想への意見募集
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今号の主な記事

食品

場所　八雲 1－ 1－10　
　　　区民キャンパス内
営業時間　火～土曜日11：00～15：30　　　

（祝日、年末年始は定休日）

★

至 駒沢通り

目黒通り

あいアイ館

北野神社

都立大学駅

めぐろ
パーシモンホール

■問障害施策推進課障害施設係（☎5722－9893、■Ｆ5722－6849）

緑豊かな区民キャン
パスで、小さな花の
ようなすてきな作品
を見つけられるよう
に、という思いから
名前を決めました

C O H A N A

なくそう！食品ロス！
できることからやってみよう！

感染症対策も行い、
飲食スペースもあります。

食品を
買うときは、
食べ切れる
分だけ！

　福祉の店「COHANA（コハナ）」は、障害者の就労支援を行っている区内障害福祉サービス
事業所のオリジナル食品や雑貨を集めて販売するお店です。売り上げは、各障害福祉サービス
事業所で働く障害のあるかたの工賃になります。ワークショップや障害のあるかた
の作品展なども行っていきます。オープン日は 8／24を予定しています。詳細はホ
ームページ（右コード）をご覧ください。

▲前面の大きなガラスから日差しが入る
明るい店内で、買い物が楽しめます ▲COHANA店長

　素材にこだわ
り、一つひとつ心
を込めて作った各
事業所のお菓子や
パン、お弁当など
を集めました。

一部の商品を
紹介します
※（　）内は、販売元・税込み価格

雑貨
丁寧に手作業で作った
雑貨製品は、ひとつとし
て同じものはありませ
ん。お気に入りの色合い
や形をぜひ見つけてくだ
さい。

パン、お弁当など
を集めました。

さい。

⑨刺しゅうポーチ（あかねの会目黒就労支援室・1,400円）
⑩アクリルたわしミニ（ＳＵＮ〈サン〉・100円）
⑪アマビエストラップ　（あゆみ園・300円）
⑫ガラスのネックレス（大橋えのき園・2,000円）
⑬革のキーホルダー（東が丘福祉工房・各250円）
⑭六角柱キャンドル（ブレス中目黒・各650円）
⑮ハーバリウムボールペン（目黒本町福祉工房・800円）
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福祉の店が
区民キャンパスに
オープンします

ぜひ、
お立ち寄りください
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素材にこだわ
り、一つひとつ心
を込めて作った各
事業所のお菓子や

●⑤

●⑥

●⑧

C O H A N AC O H A N A

①クッキー（しいの実社・各150円）
②ベーコンエピ（かみよん工房・160円）
③オレンジジャム（おおぞら・500円）
④バラマドレーヌ（ワークイン翔・各110円）
⑤クッキー（ブレス学芸大学・300円）
⑥ショコラオレンジビスコッティ（いきいき・せかんど、150円）
⑦鮭弁当（フードコミュニティ目黒・610円）
⑧シナモンシフォンケーキ（下目黒福祉工房・800円）
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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

薬物の甘い誘惑、断つ勇気
～相談してください
　若年層を中心とした大麻の乱用拡
大が問題となっています。未成年の
薬物使用に関する相談を受け付けて
います。一人で悩まず、何でも相談
してください。
問未成年者ヤング・テレホン・コー
ナー（☎3580－4970。24時間受け付
け）

日本脳炎第 2期の接種予診
票を送付します
　平成15年 4 ／ 2 ～16年 4 ／ 1 生ま
れのかたに、接種予診票（ 4回目）
を 7月末に送付します。また、平成
7年 4／ 2～21年10／ 1 生まれで、
全 4回の接種回数が不足しているか
たは、特例で接種できます。母子保
健手帳で確認し、回数が足りていな
い場合はお問い合わせください。
問保健予防課予防接種係（☎5722－
7047、Ｆ5722－9508）

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

初めてのパ
ソコン

8 ／ 9（休）～
13（金）。全 5
回

②
教材費
など�
16,200円

パワーポイ
ント基礎

8 ／16（月）～
19（木）。全 4
回

①
教材費
など�
13,870円

時間　① 9：30～12：30②13：30～16：30

教養大学講座
コース・日時など　下表のとおり会
場　緑が丘文化会館（緑が丘 2－14
－23）　費用　資料代1,000円　共催�
目黒区教育委員会
申往復ハガキに、記入例①～④と
希望コース名①または②、保育（ 2
歳以上の未就学児）希望者は子ども
の③⑤⑥を書いて、 8／12（必着）
までに、目黒区婦人団体連合会　大
田（〒152－0004鷹番 3 －21－ 3 、
☎3712－7671）へ

コース ①文学 ②社会学

日時

9 ／ 2 ～11／ 4
（ 9 ／23を除く）
の毎週木曜日�
（全 9回）

11／13～28（11
／20・21を除く）
の毎週土・日曜
日（全 4回）

13：30～15：30

テーマ

古典文学（古事
記・万葉集・源氏
物語）における
九つの話その 5

成長・財政・金
融・為替から読
み解く経済入門

講師
清泉女子大学名
誉教授�
長谷川政春氏

慶應義塾大学訪
問教授�
越田年彦氏

定員 50人（抽選） 25人（抽選）

はたらく消防の写生会作品展
日程　 8／ 3（火）～17（火）　会場　
ホテル雅叙園東京（下目黒 1－ 8－
1）　内容　区内の小学生が描いた
消防車両や消防隊などの作品を展示
問目黒消防署（☎3710－0119）

ビジネスチャレンジ補助金
の申請を受け付けます
　創造的かつ創意工夫に満ちた事業
を対象に、費用の一部を補助します
（審査あり）。申請方法など、詳細
はホームページをご確認ください。
対象　実践めぐろ創業塾を修了し、
代表者として、年度内に創業予定ま
たは創業 5年以内のかた　限度額　
50万円　申請期間　 8 ／ 2 ～23
問産業経済・消費生活課中小企業振
興係（☎3711－1134）　

都営住宅入居者募集
募集住宅　都内全域の①家族向け②
単身者向け③車椅子使用者向け④シ
ルバーピア（高齢者集合住宅）。①
はポイント方式、②～④は抽選。詳
細は、募集案内（ 8／ 2～11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、 8／16
（必着）までに、指定先へ郵送
問公営住宅の窓口（☎3715－1871）

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

テーマ　◦仲間づくり　◦育児・子育て・家庭教育　◦平和・人権
　　　　◦健康づくり　◦環境・暮らし　◦芸術・文化
実施期間・回数　原則 4年 6月～ 5年 2月に 4～ 6回開催
会場　社会教育館、緑が丘文化会館

　地域サークル講座は、区に登録する団体が、講師として技術や知識
を伝える講座です。サークルの皆さんと社会教育館などが協力して、
講座の企画・運営を行います。日頃の活動で培った皆さんの技術や知
識を生かしてみませんか。必要経費などは区が負担し、社会教育館な
どの備品は無料で利用できます。

対象　�社会教育関係登録団体、地域活動登録団体、男女平等・共同参画セ
ンター利用登録団体、消費生活センター利用登録団体、エコプラザ
利用登録団体、芸術文化活動登録団体

　　　※�2 ・ 3 年度に地域サークル講座を実施した団体、区や教育委員会
が共催・後援で補助金などの公的援助を受けて事業を実施した団
体は対象外

募集数　 5団体（ 1団体 1講座）
申し込�み方法　応募要項（申込先で配布）に添付の申込書類を、 9／24ま

でに、下記の申込先へ持参

申し込み・問い合わせ
東山社会教育館（東山 3－24－ 2 、☎3791－4611、 3791－4585）
区民センター社会教育館（目黒 2－ 4－36、☎3711－1137、 3711－1168）
中央町社会教育館（中央町 2－ 4－18、☎3713－4127、 3792－9202）
目黒本町社会教育館（目黒本町 2－ 1－20、☎3792－6321、 3792－5247）
緑が丘文化会館（緑が丘 2－14－23、☎3723－8741、 3723－2187）

地域サークル講座の
実施団体を募集します

活動成果を生かして
講座を企画・運営しませんか

■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布製おもちゃや
小物作りを手伝う　日時　毎月第 2・
4（金）①10：00～12：00②13：30～
15：00　場所　総合庁舎別館 4階目黒
区社会福祉協議会
◆ミニデイサービスで体操などのプロ
グラムを手伝う　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お茶出しや手芸
などを手伝う　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）
◆障害がある小学生～30代のかたの伴
走をする　日時　毎週（土）10：00～
11：00　場所　林試の森公園（下目黒
5－37）ほか

めぐろ区報は次号から
リニューアルします

次回は
8 月 1 日発行
お楽しみに！

■問広報課区報係（☎5722－9486、■Ｆ5722－8674）

■問保育計画課保育施設整備係（☎5722－9429、■Ｆ5722－8715）

　発行日が毎月 1日と15日の月 2回になります。
毎号のページ数を拡大し、内容も充実させます。

8 ／ 1 号は、区内全戸に配布します
※�7 ／27から順次配布するため、お届け日が前後する場
合があります
※�8 ／15号以降は、これまでと同様に新聞折り込みや個
別配送、駅広報スタンドなどで配布します

　会議アプリCisco�Webex（シスコウェベックス）で開
催します（手話通訳あり）。詳細はホームページ（右コー
ド）をご覧ください。
　日時　 7／31（土）10：00～11：30

区立保育園の民営化に関する計画
（ 3～11年度）素案の区民向け説明会

オンライン
開催
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8 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） 27（金）8：45～10：30 ☎5722
－9396

歯科相談（予約制）
火曜日（10・24日を除く）
〈乳幼児〉9：00～10：00
〈一般〉10：00～10：30

☎5722
－7057

10（火）・24（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）

12（木）・25（水）
13：30～15：30

☎5722
－9504

27（金）13：00～14：30

☎3711
－6447

精神保健家族会
（予約制） 16（月）13：30～14：45

依存問題等家族相談 
（予約制）

〈個別〉
17（火）13：50～16：00・
20（金）15：00～15：30
〈グループ〉
20（金）13：30～14：45

18（水）9：30～11：30

思春期・青年期の親
の会 （予約制）

〈個別〉
16（月）15：00～15：30
〈グループ〉
16（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） 16（月）9：00～11：00 ☎5722

－9896

検便（細菌検査）
受け付け（有料）

火・水曜日（31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

▼歯科の診療時間は9：00～11：30、13：00～16：30
7 月25日(日)　おがわ歯科医院
　　　　目黒本町4-7-11� ☎3712－5696
8 月 1 日(日)　米津歯科医院
　　　　目黒本町1-10-13� ☎3711－1767

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）

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

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

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）。 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

■問介護保険課介護保険給付係（☎5722－9847、■Ｆ5722－9716）

介護保険の
利用者負担額を軽減します

　介護保険には、要件を満たすと利用料などを減額できる制度がありま
す。減額には申請が必要です。減額が認定されたかたには認
定証を発行し、申請月の初日から減額します。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。

介護保険負担限度額認定
　特別養護老人ホームや短期入所の食費と居住費（滞在費）の自己負担額
を軽減します。
減額割合　認定条件により異なる

対象 要件

特別養護老人ホーム、介
護老人保健施設、介護療
養型医療施設、介護医療
院、短期入所生活介護（シ
ョートステイ）、短期入所
療養介護

◦生活保護受給者
◦�住民税非課税世帯で次の①②いずれも満たす
かた
①�世帯分離をしている配偶者（事実婚を含む）
がいる場合、そのかたも住民税非課税
②�預貯金などが、一定額以下（所得〈年金等〉
により異なる）

社会福祉法人などの利用者負担軽減制度
　特別養護老人ホーム入所者の利用者負担額・食費・居住費を軽減します。
減額割合　 4分の 1
　　　　　※老齢福祉年金受給者は 2分の 1
　　　　　※生活保護受給者は個室の居住費のみ全額減額

対象 要件

特別養護老人
ホーム
※�実施してい
ない施設あ
り

対象施設利用者のうち、次の①～⑥すべてを満たすかた
①�年間収入が単身世帯で150万円以下（世帯員が 1 人増える
ごとに50万円を加算）
②�預貯金などが単身世帯で350万円以下（世帯員が 1 人増え
るごとに100万円を加算）
③日常生活に使う資産以外に活用する資産がない
④負担能力のある親族などに扶養されていない
⑤介護保険料を滞納していない
⑥介護保険負担限度額認定を受けている

居宅サービス等利用者負担額軽減制度（区独自の制度）
　介護保険の居宅サービス利用者負担額を軽減します。
減額割合　 2分の 1

対象　＊介護予防を含む 要件

訪問入浴介護＊、訪問看護＊、訪問リハ
ビリテーション＊、通所リハビリテーシ
ョン＊、短期入所生活介護（ショートス
テイ）＊、短期入所療養介護＊、認知症
対応型通所介護＊、小規模多機能型居宅
介護＊、訪問介護、通所介護、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応
型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介
護、地域密着型通所介護、介護予防・日
常生活支援総合事業の予防給付相当サー
ビス・区独自基準サービス

次の①～③すべてを満たすかた
（生活保護受給者を除く）
①�住民税非課税世帯で、本人の
合計所得が 0円（住民税の申
告が必要な場合あり）
②�利用者が税法上の被扶養者で
ある場合は、扶養者が住民税
非課税
③�同住所地に居住する兄弟姉
妹、直系血族（子、孫など）が
住民税非課税
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未来に向けた皆さんの思いを
形にしていきます！

新たな区民センターの
基本構想（素案）をまとめました

つなぐ

つなが
る

つなげる

新たな区民センター整備の考え方

皆さんのご意見を
お寄せください

意見の提出方法
　書式は問いませんが、「区民センター基本構想（素案）への
意見」と明記のうえ、住所、氏名（団体の場合は所在地、団体
名、代表者名）、在勤・在学者は所在地・名称を書いて、郵送
（持参可）・FAX・Eメールで、 8／31（必着）までに、総合庁
舎本館 4階資産経営課（〒153－8573目黒区役所〈住所不要〉、
☎5722－9876、 Ｆ 5722－6134、 □ shisankeiei@city.meguro.
tokyo.jp）へ。ホームページ（コード①）から提出可。頂いた
ご意見には個別に回答しませんが、要旨を取りまとめて公表し
ます（原文、住所・氏名などは公表しません）。

　基本構想（素案）についての説明を、ホームページ（コ
ード①）でご覧になれます。

説明動画を配信します

①

　基本構想（素案）やこれまでの見直しの検討内容についてまとめたパ
ネルをご覧になれます。会場には職員が常駐し、質問にお答えします。
日時　 7／30（金）・ 8／ 7（土）10：00～16：00
会場　中小企業センター（目黒 2－ 4－36　区民センター内）

パネル説明会を開催します

現在

2年10・11月
区民ワークショ
ップを開催

　 素案（全文）は、総合庁舎本館 1 階区政情報コーナ
ー・ 4 階資産経営課、 地区サービス事務所（東部を除
く）、住区センター、図書館、目黒駅行政サービス窓口、
区民センターのほか、ホームページ（コード①）でご覧に
なれます。
※ 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

　基本構想（素案）にまとめた新たな区民センター整備の考え方につい
て、皆さんのご意見をお寄せください。

2 年10月
大学生ワークシ
ョップを開催

2年 9月
小学生からもア
イデアを募集 幅広い

世代から
アイデアを
募集しました

求められる
魅力あふれる
施設をテーマに
ワークショップ
などを開催し

今後はこのように進めていく予定です

3 年 7 月　
基本構想（素案）

4年度以降
基本計画（素案）

5年度以降
事業者公募・選定

説明会

勉強会など

協議会

まちづくり
ルール

一体的な範囲として建て替えます
　以下の敷地を計画範囲とします。
●区民センター　●目黒区美術館　●下目黒小学校　●区民センター公園

3 施設をセンター内に集約します
　以下の施設機能を集約対象として検討を進めます。
●男女平等・共同参画センター　●青少年プラザ　●下目黒住区会議室

公民連携による魅力の創出を図ります
　施設サービスの向上や新たなサービス提供に向け、施設整備から管理・
運営のさまざまな面において民間活力を活用します。

■問資産経営課（☎5722－9876、■Ｆ5722－6134）

　大規模複合施設である区民センター（目黒 2 丁
目）の見直しに向け、区は平成30年から検討に取り
組んでいます。これまでワークショップや利用者ア
ンケート、民間事業者との対話を実施し、どのよう
な施設を目指すのか、検討を重ねました。このたび
基本構想（素案）をまとめましたので、ご意見をお
寄せください。今後も区民の皆さんから意見を伺
い、さらなる検討に進みます。
　また、新たな区民センターの整備を契機としたま
ちづくりにおいて勉強会を開催するなど、周辺地域
の皆さんとともに、取り組みを進めていきます。

区民
センター
公園

目黒区民
センター

田道広場
公園

下目黒
小学校

目黒区
美術館

区民センター
の見直し

周辺地域の皆さん
と取り組む
まちづくり
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