
★�感染症対策のため、講演などを中止する場合があります令和3年（2021年）7月25日2

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


