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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）

　めぐろ区報は、区民の皆さんにより親しみやすく、より役立つ情報を発信していくため、
今号（8／1号）からリニューアルしました。
問広報課区報係（☎5722－9486、フ5722－8674）

めぐろ区報がリニューアル！
このように変わります

発行／目黒区　編集／広報課　〒153－8573 目黒区上目黒2－19－15　☎3715－1111（代）　フ5722－8674（広報課）
毎月2回（1・15日）発行　区ホームページ　https://www.city.meguro.tokyo.jp/
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「めぐろ電子図書館」
 はじめました

特 集

新型コロナウイルス
感染症対策関連情報

あっ
思ったより簡単に

使える

わっ
大好きな図鑑も

ある！

私たち図書館員が
魅力をお伝えします！

さくら咲き　心地よいまち　ずっと　めぐろ
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　★8月1日号は区内の全戸に配布しています。次号以降は、これまでと同様に新聞折り込みや区施設、駅広報スタンドなどで配布します
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新型コロナウイルスワクチン接種の取り組み状況
～40歳から49歳のかたの集団接種予約を7／27から開始しました
ワクチンロス防止バンクの取り組みを開始しています
プレミアム付商品券「めぐろとくとく商品券」を販売します

新連載が始まります！

めぐの日記
　めぐというキャラクタ
ーが、日記形式で区内の
おすすめスポットなどを
紹介します。

防犯・防災クイズ
　防犯と防災に関する情報をクイ
ズ形式でお伝えします。

問
題
！防　・防災 クイズ

めぐ
ろで
活躍する人を紹介

ひ
とり

めぐ

ひとめぐり
　目黒区で活躍す
るかたに、スポッ
トを当てて紹介し
ます。

教えて！ゴミラス
　知っていそうで知らない、ごみの
疑問に答えます。

ごみの？は
ボクにおまかせ

ゴミラス教えて！
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凡例時日時　場会場 内内容 講講師 対対象 定定員 ￥費用 申申し込み 問問い合わせ　ホホームページ 子ども・子育て世帯対象 高齢者対象
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講演・講習

初心者アーチェリー講習会
時 9／1～10／3の毎週水曜日18：

45～20：45または毎週日曜日
10：00～12：00（各全5回）

場 勤労福祉会館（目黒2－4－36   区
民センター内）

対 区内在住の勤労者・大学生、在勤
者

定 各８人（先着）
￥ 保険料500円、会場使用料1回に

つき200円
申9／1までに、中小企業センター・

勤労福祉会館（☎3711－1135。
月曜日休館〈8／9は開館し、8／
10休館〉）の窓口へ

目黒ユネスコ語学教室
「イタリア語初級講座」
「ドイツ語日本語講座」

❶イタリア語初級講座
時9／2～12／16（9／23を除く）の

毎週木曜日13：30～15：30（全
15回）

講イタリア文化会館イタリア語講師
シモーナ・マリアーニ氏

❷ドイツ語日本語講座
時9／7～12／21（11／23を除く）

の毎週火曜日10：00～12：00（全
15回）

講ベルリッツドイツ語講師　イザベ
ル・ゴイ氏

❶❷共通
場緑が丘文化会館（緑が丘2－14－

23）
対16歳以上
定各20人（区内在住・在勤・在学者

を優先して抽選）
￥教材費3,000円　
主催　目黒区教育委員会
申ハガキ・ＦＡＸ（記入

例1～4を記入）、申
込先ホ（コード①）で、
8／20（必着）までに、
NPO法人目黒ユネスコ協会（〒
153－0053五本木2－24－3 五
本木小学校内、☎5725－6150、
フ5725－6160）へ

目黒ユネスコ日本語講座
「初めて習う日本語」
時9／7～12／9（9／23、11／23

を除く）の毎週火・木曜日10：00
～12：00（全26回）

場中央町社会教育館（中央町2－4－
18）

対16歳以上で、日本語を母語としな
いかた　

定10人（先着）
￥教材費3,300円
主催　目黒区教育委員会
申FAX（記入例1～5と

国籍、保育〈2歳以上
の未就学児〉希望者は
子どもの356を記
入）、申込先ホ（コード②）で、8
／24（必着）までに、ＮＰＯ法人
目 黒 ユ ネ ス コ 協 会（ ☎5725－
6150、フ5725－6160）へ

地域サークル講座
「楽しく踊ろう！カントリー
ダンス」

時9／7～11／16の 隔 週 火 曜 日
13：30～15：30（全6回）

場緑が丘文化会館
内カントリーミュージックのリズム

で踊るゆるやかな動きのダンス
講ダンシングアパルーサ公認インス

トラクター　勝股和子氏
定20人（抽選）
申電話、ハガキ・FAX（記

入例1～4と年代、保
育〈2歳以上の未就学
児〉希望者は子どもの356を記
入）、区ホ（コード③）で、8／27（必
着）までに、緑が丘文化会館（〒
152－0034緑が丘2－14－23、☎
3723－8741、フ3723－2187）
へ

地域サークル講座「演じてみ
よう！朗読劇SEVEN・セブン
～7人の女性の人生を演じる
のはあなた」

時9／22～10／27の 毎 週 水 曜 日
14：00～16：00（全6回）

場東山社会教育館
内現代女性が直面する問題に取り組

む世界の女性活動家7人の人生や
葛藤を学び、朗読劇の上演を体験

講舞台演出家　三田地里穂氏
定20人（抽選）
申電話、ハガキ・FAX（記

入例1～4と年代、保
育〈2歳以上の未就学児＝抽選4人〉
希望者は子どもの356を記入）、
区ホ（コード④）で、9／3（必着）
までに、東山社会教育館（〒153
－0043東 山3－24－2、☎3791
－4611、フ3791－4585）へ

ぽると講演会「あなたの身近に
いる発達障害～理解と対応」

時 9 ／ 16（ 木 ）
1 4 ： 0 0 ～
16：00

場 中目黒ＧＴプ
ラ ザ ホ ー ル

（上目黒2－1
－3）　

講 精神科医　本田秀夫氏（上写真）
定 50人（先着）
申電話、往復ハガキ・Ｅメール（記

入例1～4とＥメールアドレスを
記入）で、9／10（必着）までに、発
達障害支援拠点ぽると（〒153－
0043東 山2－24－30、 ☎6412
－7151、 porto-moushikomi
@outlook.jp）へ。手話通訳希望
者は9／3までに予約

社会教育講座
「探しに行こう！わくわくライ
フ～どうする？セカンドキャ
リア」

時9／18～10／2の 毎 週 土 曜 日
13：30～15：30（全3回）

場緑が丘文化会館
内元Ｊリーガー

などから未経
験分野に挑戦
した話を聞き、
第2の人生を
考える

講産業能率大学
教授　荒井明
氏ほか

定40人（抽選）
申電話、ハガキ・FAX（記

入例1～4と年代、保
育〈2歳以上の未就学
児〉希望者は子どもの356を記
入）、区ホ（コード⑤）で、8／31（必
着）までに、緑が丘文化会館（〒
152－0034緑が丘2－14－23、☎
3723－8741、フ3723－2187）
へ

催し物

発達障害支援拠点ぽると
グループ活動体験会

時8／21（土）10：00～15：30（昼
休 憩12：00～13：00。入場退
出自由）

場東山住区センター（東山2－24－
30）

内活動紹介、ボードゲームなどを活
用したグループ活動体験

対日常生活に困難さを抱えている中
学生以上の区内在住者

問発達障害支援拠点ぽると（☎6412
－7151）。希望者は当日会場へ

夏空色のハンカチ藍染めをし
よう

時9／4（土）10：00～12：00
場花とみどりの学習館
対中学生以上
定8人（抽選）
￥材料費600円
申往復ハガキに、記入例1～5を書

いて、8／21（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

お知らせ

男女平等・共同参画審議会の
公開

時8／26（木）18：30～20：30
場総合庁舎本館1階E会議室
問人権政策課男女平等・多様性推進

係（ ☎5722－9214、フ5722－
9469）。傍聴希望者は当日会場へ。
手話通訳希望者は8／13までに予
約

建築無料相談
時8／28（土）10：00～15：00
場総合庁舎本館1階E会議室
内建築士による建築物の安全性確保

のための助言や建築基準法の解説、
建て替えなどの相談

共催　目黒区
問一般社団法人東京都建築士事務所

協会目黒支部（株式会社三京建設
内、☎3723－5845）。希望者は
当日会場へ

祐天寺駅周辺まちづくり懇談
会のメンバーを募集します

　祐天寺駅周辺地区のまちづくりに
おける意見交換を行います。詳細は、
区ホ（コード⑥）をご覧ください。
時8月下旬～4年3月で3回程度開催

▲元Ｊリーガー
　武井択也氏

★感染症対策のため、講習などを中止する場合があります。最新情報はホをご覧いただくか、お問い合わせください

記事に特に記載がない場合は、
●重複申し込み不可
●費用は無料
● 対象者は原則、区内在住・

在勤・在学者
●1人1枚1講習（コース・行事）

申込先に所在地がない場合
の宛て先
〒153－8573
目黒区役所（住所記入不要）
◯◯◯◯課（申込先の宛て名）

↗

情
Ｂ
報
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特に記載のな
い先着順の受
け付け開始は、
8／1からです

①

③

②

④

⑤

発達障害支援拠点ぽると
グループ活動体験会

時8／21（土）10：00～15：30（昼
休 憩12：00～13：00。入場退
出自由）

場東山住区センター（東山2－24－
30）

内活動紹介、ボードゲームなどを活
用したグループ活動体験

対日常生活に困難さを抱えている中
学生以上の区内在住者

問発達障害支援拠点ぽると（☎6412
－7151）。希望者は当日会場へ

中止
となりました

1 講座名など
2 郵便番号・住所
3 氏名（ふりがな）
4 電話・FAX番号
5 年齢
6 性別

申し込みの記入例

　区内にお住まいで新聞を購読されていないかた
に、個別配送を行っています。総合庁舎本館4階
広報課（☎5722－9486、フ5722－8674、
kohobosyu@city.meguro.tokyo.jp）へ、 電 話、
Eメール、窓口でお申し込みください。

無料 電子書籍版もあります区報をご自宅にお届けします 　個別配送や電子書籍
の詳細は、区ホ（下コ
ード）をご覧ください。

　めぐろ区報の紙面に出演していただける区民のかたを募集してい
ます。家族や友だち同士などグループでの申し込みもできます。申
し込み方法など、詳細はホームページ（右コード）をご覧ください。

広報モデルを募集します

この記事が
役に立った！

こんな内容を
載せてほしい

こうしたらもっと
読みやすいのでは？

読みたい記事・感想など
皆さんの声をお寄せください
　より魅力的な区報にしていくため、区民の皆さんのご意
見をお寄せください。郵送、FAX、Eメールで、広報課区
報係（〒153－8573目黒区役所〈住所不要〉、フ5722－
8674、 kohobosyu@city.meguro.tokyo.jp）へ。

区民の皆さんと一緒につくる広報紙へ

　めぐろ区報の電子書籍版を、パソコン、スマー
トフォン、タブレット端末でご覧になれます（右
コード）。外国語で読める、読み上げ機能がある、
Eメールなどで簡単に共有できるなど、便利な機
能も付いています。ぜひご活用ください。

対象者が一目
で分かるマー
クを付けます

子ども・子育て世帯
対象の情報は マー
ク、高齢のかた向け
は マークを付けま
す。

読みやすい文字
UDフォントを使用

情報ボックスなどの小さな記事も写
真やイラストを使って、視覚的にも
分かりやすくします。

読みやすく、誤読されにくいように
工夫された書体UD（ユニバーサル
デザイン）フォントを使います。

新型コロナウイルス
関連情報
必要な情報を見逃さな
いよう、コロナ関連の
情報がある場合は表紙
でお知らせします。

タイトルロゴ
区基本構想のまちの将
来像に示す「さくら咲
き」から、花びらをあ
しらい、タイトルロゴ
を一新しました。

月2回発行で
オールカラーに
毎月1日と15日に発行
します。12ページに
なり、写真やイラスト、
色使いなどで、分かり
やすく読みやすい紙面
にします。

表紙と巻頭特集
巻頭で特集する内容に
関連した写真などが、
表紙を飾ります。


