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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

令和3年（2021年）
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― めぐろ区報 ―

　★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

4面

4面
12面

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
Ｏ Ｘ

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。
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　今日からあこがれの目黒区民
に！祖母が住んでいたから、たま
に遊びに来ていたけど、まだまだ
知らないことがたくさん。
　今日はインテリアショップが並
んでいる、目黒通りに行ってみた。
新しい部屋に置く椅子を探しに来
てみたけど、どのお店も個性的で、
一日では見切れなかった。また、
行こう。

めぐの日記

めぐのプロフィール
　最近、目黒区に引っ越
してきたインテリアコー
ディネータ。休日を使っ
て目黒のまちを訪ね歩き、
おすすめスポットを日記
につづっている。

No.01

目黒通り
大鳥神社（下目黒3
－1－2）から八雲三
丁目の交差点付近

今月の
おすすめスポット

目黒通り
　目黒通りは、多くのインテリアショップなどが立ち並んで
いることから、インテリアストリートや目黒家具通りと呼ば
れることも。

連載「めぐの日記」は、めぐというキャラクターが目黒区のおす
すめスポットなどを日記形式で紹介するコーナーです。
 問広報課区報係（☎5722－9486、フ5722－8674）

■1 区の職員から電話がかかってくる

■2 累積医療費の還付がある

■3 ATMへ行き、手続きを行う

役立つ防犯・防災の知識をクイズで紹介。
いつもの備えを、安心につなげよう。

詐欺篇

次のような電話がかかってきました。
■1～■3のうち、実際にはありえないのはどれ
でしょう？

還付金詐欺から出題

正解は、この面の一番下にあります
問生活安全課（☎5722－9667、フ5722－9409）

防犯・防災
クイズの答え ➡■3 ATMでお金が戻ってくることは絶対にありません。区役所で還付金がある場合、電話で通知はしません。

問
題
！

防　・防災 クイズ

目黒区長

　こんにちは。区長の青木英二です。
　コロナ禍で迎える2回目の夏がやってきました。このめぐろ区
報が皆さまのお手元に届く頃には、東京2020オリンピック競技
大会の熱戦が繰り広げられていることと思います。私は子どもの
頃、前回の東京オリンピックをテレビで見ましたが、その時に感
じた興奮を今も忘れません。さまざまな課題を抱える今回のオリ
ンピックですが、子どもたちがテレビ観戦などを通じて、世界の
トップアスリートのパフォーマンスに心を躍らせ、思い出に残る
大会になることを心から願っております。
　一方、新型コロナウイルス感染症対策も強力に進めていかなけ
ればなりません。先月開催された東京23区の区長が集まる特別
区長会におきまして、オンラインで参加した河野新型コロナウイ
ルスワクチン接種推進担当大臣に対し、私からは、8月下旬の閉
鎖が予定されていた自衛隊大規模接種センターの設置期間を延長
するよう、強く要望を申し上げました。
　区では、医師・看護師などの医療従事者をはじめとして、感染
に伴う重症化リスクが高い高齢者や基礎疾患をお持ちのかたなど
から順番に接種を進めています。しかしながら、接種を急ぎたい
若い世代の皆さんにとって、年齢制限のない自衛隊大規模接種セ
ンターは貴重な会場であるため、要望をいたしました。その後、
政府は設置期間を9月下旬まで、1カ月程度延長する方針になっ
たとのことですので、選択肢の一つとして、自衛隊大規模接種セ
ンターもぜひご利用ください。

　話は変わりまして、今、ご覧いただいているめぐろ区報ですが、
今号8月1日号からリニューアルいたしました。リニューアルを
きっかけに、もっと皆さまのお役に立ち、親しみやすい区報を目
指してまいります。ぜひ、今後もご愛読いただけるようお願い申
し上げます。
　また、今号の特集として電子図書館のサービス開始についてご
紹介いたしました。貸し出しや返却がオンラインで可能となって
おり、人との接触がないサービスとなっております。コロナ禍だ
からこそ、不要不急の外出を避けたご自宅での夏の過ごし方の一
つとして、ぜひご利用いただきたいと思います。
　最後になりますが、暑い日がしばらく続いていくものと思いま
す。新型コロナウイルス対策に加えて、熱中症対策や夏バテ対策
などにもご留意いただきながら、元気に夏をお過ごしいただくよ
うお願い申し上げます。

目黒区役所国保年金課の
●●です。
累積医療費の還付の手続
きがあります。
今からATMへ行って指示
通り、手続きを行ってく
ださい！

ずっと もっと めぐろ区長コラム

◀ 9／30まで目黒川船入場（中目黒1－
11－18）で実施中の地元飲食店など
によるキッチンカーのテイクアウト
販売を訪ねました。コロナ禍での飲
食店支援活動の一つです。詳細は区
ホ（下コード）をご覧ください
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

⑮目黒八雲二郵便局（八雲2－24－18）
⑯目黒自由が丘郵便局（自由が丘2－11－19）
⑰目黒緑が丘郵便局（緑が丘1－19－6）
⑱目黒南三郵便局（南3－3－11）
⑲目黒原町郵便局（洗足1－11－20）
⑳目黒本町郵便局（目黒本町6－12－16）
㉑目黒三郵便局（目黒3－1－26）
㉒目黒四郵便局（目黒4－9－14）
㉓下目黒郵便局（下目黒3－2－3）
㉔目黒三田郵便局（三田2－4－10）

総合庁舎本館
㉕9／18（土）　㉖9／19（日）
㉗9／25（土）　㉘9／26（日）

6,500円分の商品券を5,000円で販売

販売単価　1セット5,000円（商品券6,500円分）
商品券の内訳　
　店舗面積1,000㎡超の大型店舗を含めて使用できる共通券と、小
中規模店舗限定券の２種類のセットになります。
　●共通券（500円券2枚、1,000円券1枚）
　●小中規模店舗限定券（500円券5枚、1,000円券2枚）
対象　目黒区に住民登録のある16歳以上のかた　
有効期限　4年3／31（木） 使えるお店　 ステッカー（下図）掲示の店舗。詳細

は区ホ（上コード）をご覧ください

目黒区プレミアム付商品券を販売します

　新型コロナウイルスの影響を受けている事業者の支援や地域経済の活性化のため、プレミアム
率30％の商品券を販売します。区内の対象店舗で、6,500円分の買い物ができる商品券を
5,000円で販売します。販売は、年度内に3回行う予定で、今回は1回目の販売です。
　詳細は区ホ（右コード）をご覧いただくか、お問い合わせください。
問プレミアム付商品券コールセンター（☎0120－858－485、フ0120－366－262）

※切り取って、ハガキに貼付して使用してください

※土・日曜日の販売は総合庁舎のみ
①目黒駒場郵便局（駒場1－9－6）
②目黒東山一郵便局（東山1－1－1）
③目黒東山二郵便局（東山2－15－17）
④目黒大橋郵便局（大橋1－10－1）
⑤目黒八雲五郵便局（八雲5－10－17）
⑥中目黒駅前郵便局（上目黒2－15－8）
⑦上目黒四郵便局（上目黒4－21－13）
⑧目黒中町郵便局（中町2－48－33）
⑨目黒五本木郵便局（五本木1－22－5）
⑩目黒郵便局（目黒本町1－15－16）
⑪目黒碑文谷二郵便局（碑文谷2－5－8）
⑫目黒鷹番郵便局（碑文谷6－1－20）
⑬目黒碑文谷四郵便局（碑文谷4－16－2）
⑭目黒柿ノ木坂郵便局（八雲1－3－4）

めぐろとくとく商品券

プレミア
ム率

 30%

販売場所（予定）

　申し込み後、当選者に購入セット数と購入場所などを記載した購入ハガキを、
9月に送付します。購入ハガキと現金を、販売期間中に指定された販売場所に持
参し、購入してください。

購入方法

販売期間　3年9月中旬～10月上旬

事前申込制
第１回申込期間　8／6～20（必着）

※ 全3回の販売を通して、購入できるのは1回のみです。2回目以降の販売スケジュー
ルは、今後、めぐろ区報や区ホ（上コード）などでお知らせします

※全3回で100,000セットを販売。第１回目は、42,000セットを販売します

申込用紙

● 金券（商品券やビール券など）やたばこ等は購入できません
● おつりは出ません
● 払い戻しはできません

ご注意ください

見本

申し込み方法
　区報と案内パンフレット（下記で配布）に掲載の申込用紙に必要事項を記載し、
8／20（必着）までに、株式会社電算システムめぐろとくとく商品券係（〒500－
8790岐阜中央郵便局私書箱第45号）へ。
〈案内パンフレットの配布場所〉
総合庁舎本館1階産業経済・消費生活課、地区サービス事務所（東部を除く）、住
区センター、区内郵便局
※ 申し込みは1人1回まで。重複して申し込みはできません
※ ハガキは１通で１人分の申し込み
※ 1人4セットまで。申し込み多数の場合は抽選します

ハガキ、ホームページ（上コード）から申し込み

見本
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