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めぐろ区報

令和4年
（2022年）1月15日号

情 報
Ｂ Ｏ Ｘ

★感染症対策のため、講習などを中止・変更する場合があります

申し込みの記入例
1
2
3
4
5
6

講座名など
郵便番号・住所
氏名（ふりがな）
電話・FAX番号
年齢
性別

記事に特に記載がない場合は、

申込先に所在地がない場合の宛て先

●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）

〒153－8573
目黒区役所
（住所記入不要）
○○○○課
（申込先の宛て先）

定12人（先着）
申電話で、介護保険課介護予防係
（☎

講演・講習

5722－9608、フ5722－9716）
へ

ユネスコ美術教室
「日本画の原点といわれる中
国工筆画を学ぶ！」
時
2 ／4～3／11
（2／11を除く）の
毎週金曜日14：00～16：00（全

5回）
場
緑 が丘文化会館
（緑が丘2－14－
23）
内
中国南宋時代からの絵画技法
東洋美術学校講師 林裕紀子氏
定
12人
（抽選）

￥
教材費4,000円
主催 目黒区教育委員会
申
往復ハガキに、記入例1～4と年

高齢者センター講習会
「初心者向けパソコン講座
～パワーポイント基礎」
時2 ／ 9(水)・10(木)①10：00 ～
12：00②13：30 ～ 15：30（ 各
全2回）
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）
対60歳以上の区内在住者。参加に
は高齢者センター利用登録が必要
定各7人（先着）
￥教 材費300円。USB（外付け記憶
媒体）持参（600円で販売あり）。

代を書いて、1／ 25（必着）までに、
常設のパソコンを使用
NPO法 人 目 黒 ユ ネ ス コ 協 会（ 〒
申電 話で、高齢者センター（目黒1
153－0053五 本 木2－24－3
－25－26 田道ふれあい館内、
五 本 木 小 学 校 内、 ☎5725－
☎5721－2291）へ。窓口申し込
6150）
へ
み可

ユネスコ文化講座
「江戸川乱歩の生涯～孫から
見た想い出を交えて」

やさしく学べる企業や団体の
ためのSDGs
（持続可能な開発
目標）講座

時2／5
（土）
10：00～11：30
場
中 目黒GTプラザホール
（上目黒2

時2／9（水）19：00～20：30
場区民センターホール（目黒2－4－
36）
NPO法人目黒中小企業診断士会
中小企業診断士 橋本良一氏
定200人（先着）
申FAX・Eメールに、記入例1～4

－1－3）
NPO法人としまユネスコ協会代
表理事 平井憲太郎氏
定
60人
（抽選）
主催 目黒区教育委員会
申
申込先ホ
（コード❶）
、
ハ ガ キ・FAX・Eメ ー

ル
（記入例1～4と同
❶
伴者の3を記入）で、
1／31
（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、 meguro@une
sco.or.jp）
へ

お口と食の健康教室
時
2 ／8～3／1の 毎 週 火 曜 日13：
30～15：30
（全4回）
場
緑 が丘文化会館
（緑が丘2－14－
23）
内
口や全身の体操、栄養摂取のポイ
ント
歯科医師ほか
対
65歳以上のかた
凡例時日時

場会場

内内容

師 講師

を書いて、中小企業センター・勤
労福祉会館（☎3711－1135、フ
3711－1284、 info@meguro
kuchushokigyocenter.jp）へ。
窓口申し込み可

理数教育体験学習
「お天気実験教室～実験やパ
ズルで天気を楽しく学ぼう」
時2 ／11（ 祝 ）①10：00～12：00
②14：00～16：00
場青少年プラザ
内雪の結晶を作る実験、雲パズルな
どで学ぶ天気の仕組みほか
一般社団法人日本気象予報士会サ
ニーエンジェルス
対小学4～6年生
定各20人（抽選）
￥保険代50円程度
申区ホ
（コード❷）、ハガキ・FAX（記
対対象

定定員

￥費用

申申し込み

入例1～46、学校名・
学年、希望時間①また
は②を記入）で、2／1
（必着）までに、青少年

❷

プラザ（〒153－0061中目黒2－

10－13 中目黒スクエア内、☎
5721－8575、フ5721－8577）
へ。窓口申し込み可

人権講座
「ソーシャルハーモニ
ー・多文化共生の実現に向けて
～移民の過去から現在を通じ
た学び・未来への気づき」

3回）
場目黒本町社会教育館
内移民の歴史と今後の多文化共生
東京外国語大学名誉教授 荒この
み氏ほか

定25人（抽選）
申区ホ（コード❸）、電話、
ハガキ・FAX
（記入例

1～4、年代を記入）で、
❸
2／１（必着）までに、
目 黒 本 町 社 会 教 育 館（ 〒152－

0002目 黒 本 町2－1－20、 ☎
3792－6321、
フ3792－5247）
へ

社会教育講座「きょうだい
育ての悩みと解決策」

宮里

申区ホ（コード❹）、電話、
ハガキ・FAX
（記入例
1～4と年代、保育〈2
❹
歳以上の未就学児＝抽
選5人〉希望者は子どもの356

を記入）で、2／3
（必着）までに、
中 央 町 社 会 教 育 館（ 〒152－

0001中央町2－4－18、☎3713
－4127、フ3792－9202）
へ

筑波大学附属駒場中・高等学校、
目黒区教育委員会連携講座
「筆ペンでなぞる百人一首かるた」
「くらしの中のおもしろ法学入門」
❶筆ペンでなぞる百人一首かるた
時2／19（土）14：00～16：00
内講義後、かるたを半透明の紙の上
からなぞり書きする
筑波大学附属駒場中・高等学校国
語科教諭 杉村千亜希氏
❷くらしの中のおもしろ法学入門
時2／26（土）14：00～16：00
内日常生活で起こる問題を法の考え
方で解決する
筑波大学附属駒場中・高等学校社

会科教諭 小貫篤氏
❶❷共通
場東山社会教育館（東山3－24－2）
定各20人（抽選）
申区 ホ（❶はコード❺、

問問い合わせ

ホホームページ

フ3715－3099）へ

社会教育講座
「子どもたちのために今、私た
ちにできること」

3回）
場東山社会教育館
内子どもの心を開く技法や地域社会
で子どもを育てることを考える
文京学院大学非常勤講師 飛鳥井
郁枝氏

定20人（抽選）
申区ホ（コード❼）、電話、
ハガキ・FAX（記入例

1～4と年代、保育〈2
❼
歳以上の未就学児=抽
選4人〉希望者は子どもの356

を記入）で、2／9（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

時2 ／20（ 日 ）①10：00～11：00
②14：00～15：00
内特別養護老人ホーム職員による移
乗介助のポイント。会議アプリ
Zoomを使用
対在宅で介護する家族・援助者、介
護に関心のある区内在住者
定各10人（先着）

対乳幼児の保護者ほか
定15人（抽選）

❺

課生涯学習係（☎5722－9314、

家族介護教室
（オンライン開催）

時2 ／15（ 火 ）・22（ 火 ）10：00～
12：00
（全2回）

❷はコード❻）、電話、
ハガキ・FAX
（記入例

❻

時2／20～3／13（2／27を除く）の
毎週日曜日10：00～12：00（全

時2 ／13～3／6
（2／27を除く）の
毎週日曜日10：00～12：00（全

場中央町社会教育館
お茶の水女子大学特任教授
暁美氏

1～4、希望講座❶ま
たは❷を記入）で、❶
2 ／ 7❷2 ／ 14（ 各 必
着）までに、生涯学習

申電 話、Eメール（記入例1～4と
希望時間①または②を記入）で、
2／18までに、さんホーム目黒（☎
6303－3137、 sunhome-mg@
joy.ocn.ne.jp）へ

お肉屋さんの教えるローズポ
ーククッキング
時2／20（日）13：00～16：00

場区 民センター社会教育館（目黒2
－4－36）
対18～79歳
定10人（抽選）
￥材料費500円

後援 目黒区
申往復ハガキに、記入例1～6を書

いて、1／28（必着）までに、東京
都食肉事業協同組合目黒支部 市
塚（ 〒153－0052祐 天 寺1－22
－4、☎3719－2558）へ

こどもを救おう
～応急救護講習会
時2／26（土）9：30～11：00

場緑 が丘文化会館（緑が丘2－14－
23）
内乳幼児の応急手当てほか
目黒消防署員
対未就学児の保護者
定25人（先着）
申電話で、1／28までに、防災課（☎↗

子ども・子育て世帯対象

高齢者対象

令和4年（2022年）
1月15日号

↗ 5723－8700、フ5723－8725）
へ。保育
（1歳以上の未就学児）希
望者は申込時に予約

家族のためのひきこもり学習会
「一歩を踏み出すために親や支
援者ができること」
時
2／12
（土）
14：00～16：00
場
田道住区センター（目黒1－25－

26 田道ふれあい館内）
内経験談を中心とした学習会
NPO法人ネイチャーズほか
定
① 来 場 ＝20人 ② 会 議 ア プ リ
Zoomによるオンライン＝20人
（各先着）
申
電 話、FAX・Eメ ー ル（ 記 入 例 1

～4、希望参加方法①または②を
記入）で、目黒区社会福祉協議会
（☎5708－5792、
フ3711－4954、
sasaeai@meguroshakyo-i.
net）
へ

あなたの目は大丈夫？～中高
年からのロービジョンケア
時
2／14
（月）
13：30～15：00
場
総合庁舎別館4階目黒区社会福祉
協議会
内
見えづらさを軽減する方法
 本ロービジョン学会理事
日
治氏

吉田

定
① 来 場 ＝10人 ② 会 議 ア プ リ
Zoomによるオンライン＝10人
（各先着）
申
① は電話、②はEメールに、記入例
1～4を書いて、目黒区社会福祉
協議会
（☎5708－5791、フ3711
－4954、 shogaifukushi@me
guroshakyo-i.net）へ

災害ボランティアセンター運
営スタッフ養成講座
時
2 ／20
（日）
・27
（ 日 ）13：00～
15：30（27日 は16：00ま で。
全2回）

場
中 目黒住区センター（中目黒2－

10－13 中目黒スクエア内）
。
20日は会議アプリZoomによる
オンライン参加も可
災害支援・防災教育コーディネー
ター 宮﨑賢哉氏ほか
定
30人
（先着）
申
電 話、FAX・Eメ ー ル（ 記 入 例 1

～4を記入）で、2／18までに、
めぐろボランティア・区民活動セ

ンター
（ ☎3714－2534、フ3714
－2530、 vo-c@meguroshakyo
-i.net）
へ

催し物
とりツアー
時
2 ／13
（日）
10：00～11：30。
荒天時は2／27に延期
場
駒場野公園ほか
内
冬の公園で野鳥を探す
定
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、1／29（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

うすいまさとライブ・トーク
～自閉症のきみの心をさがして
時2／13（日）14：00～16：00
場め ぐろパーシモン小ホール（八雲
1－1－1 区民キャンパス内）
出演 うすい
まさと
（シン
ガーソングラ
イター。右写
真）

定90人（先着。
来 場 ま た は 会 議 ア プ リZoomに
よるオンラインで参加）

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、
希望参加方法〈来場またはオンラ
イ ン 〉 を 記 入 ）で、2／5の16：

00（必着）までに、発達障害支援
拠点ぽると（〒153－0043東山2

－24－30 東山住区センター内、
☎6412－7151、 porto-moushi
komi@outlook.jp）へ

映画「カランコエの花」
上映と
ミニトーク
時2／23（祝）14：00～16：00
場男女平等・共同参画センター（中

目 黒2－10－13 中目黒スクエ
ア内）
内LGBTが抱える問題を周囲の目線
から描いた短編上映と意見交換会

心理カウンセラー
定20人（先着）

熟田桐子氏

申電話、FAX（記入例1～4、保育〈2
歳以上の未就学児＝先着3人〉希
望者は子どもの35を記入）で、
男女平等・共同参画センター（☎

5721－8570、フ5721－8574）
へ。保育希望者は2／4までに予
約

お知らせ
碑住区センターなどの臨時休館
児童館などの整備工事のため、休
館します。住区センターの窓口は開
設する予定です。
期間 6／1～5年2／28
対象施設 ①碑住区センター②碑老
人いこいの家
問①は南部地区サービス事務所地域
コ ミ ュ ニ テ ィ 支 援 係（ ☎3719－
2091）
、②は高齢福祉課いきがい
支援係（☎5722－9837）

高齢者福祉住宅の使用予定
者を募集します
定単 身用20戸、世帯用5戸（抽選に
より登録者・順位を決定）
対次のすべてに該当するかた①2／
7現在65歳以上②区内に引き続き
1年以上住民登録があり、区内の
民間賃貸住宅に居住③現在1人ま
たは2人暮らし④建て替え・取り
壊しで2年以内の立ち退き、また

★感染症対策のため、催し物などを中止・変更する場合があります

めぐろ区報

は劣悪な住環境⑤所得が基準以下
⑥自立した居宅生活ができる（介
護サービスなどを利用し居宅生活
ができるかたを含む）

9

国民健康保険医療費のお知ら
せをお送りします

健康管理の意識を深め、国民健康
￥単 身用＝月額9,100～46,900円、 保険事業へのご理解をいただくため、
世 帯 用 ＝ 月 額23,800～71,000
3年1～10月に受診した保険診療の
円。共益費＝月額400～2,000円
医療費など（10割）を、2／1頃に世
（予定）。詳細はお問い合わせくだ
帯主宛てに送付します。なお、この
さい
申本 人が、2年中の所得が分かるも
の、立ち退きの場合は家主の立ち

退き証明書を、1／25～2／7に、
総合庁舎本館2階高齢福祉課高齢
者 福 祉 住 宅・ 施 設 係（ ☎5722－
9403、フ5722－9474）へ持参

通知により申請や支払いは必要あり
ません。
問国 保 年 金 課 給 付 係（ ☎5722－
9811）

移動が困難な高齢者・障害者
の新型コロナウイルスワクチ
ン接種会場へのタクシー代を
助成します

会議を公開します
会議名
❶消防団運営委員
会
問防災課
（☎5723
－8700、フ5723
－8725）
❷廃 棄物減量等推
進審議会
問清掃リサイクル
課計画普及係
（☎
5722－9883、フ
5722－9573）

日時・会場
1／25
（火）
15：00 ～ 17：00・
総合庁舎本館4階特別
会議室
1／31
（月）
13：00 ～ 14：30・
中目黒GTプラザホー
ル
（上目黒2－1－3）

❸総合教育会議
2／1
（火）
問政策企画課企画 9：30～10：30・
係
（☎5722－9106、総合庁舎本館6階教育
フ5722－6134） 委員会室
❹長期計画審議会
2／2(水)
問政策企画課長期
18：30～20：30・
計画コミュニティ係
中目黒GTプラザホー
（☎5722－9372、
ル
（上目黒2－1－3）
フ5722－6134）
❺交 通バリアフリ
ー推進基本構想
改定及び推進協 2／7(月)
議会
15：30～17：00
問都市計画課都市 総合庁舎本館1階E会
計画係
（☎5722－ 議室
9725、フ5722－
9338）
※傍聴希望者は当日会場へ
※手 話通訳希望者は❶1／18❷1／20❸
❹1／21❺1／26までに予約

請願・陳情を受け付けています
第1回 区 議 会 定 例 会 は、2／17

（木）～3／23
（水）に開催予定です。
請願（紹介議員が必要）・陳情の審査
を希望するかたは、2／8
（火）12：
00までに持参してください
（原則、
郵送では審査不可）。
提出の際は、請願・陳情の趣旨と
事項を文書（邦文）にして、請願・陳
情者の記入例2～4と提出年月日を
記載し、署名または記名押印してく
ださい。詳細はお問い合わせくださ
い。

問区 議 会 事 務 局 議 事・ 調 査 係（ ☎
5722－9414、フ5722－9335）

後期高齢者のかたへ医療費
等通知書をお送りします
健康管理の意識を深め、医療機関

の受診内容などを確認していただく
ため、2年9月～3年8月に受診した
医療費等（10割）が5万円を超える月
があるかたに、1月下旬に送付しま
す。また、この通知書は確定申告に

利用できますが、3年9～12月分は
自身で医療費控除の明細書を作成し、
申告書に添付する必要があります。
問国 保年金課後期高齢者医療係（☎
5722－9838）

追加接種（3回目）も対象となりま
す。対象者には、1月下旬から申請
書などを郵送します。
対接種会場へ自身で移動することが
困難で家族などの送迎が難しい次

の①または②に該当するかた（施
設入所者を除く）①要介護1～5②
身体障害者手帳総合等級3級以上

または愛の手帳を持っている
内タ クシー代相当片道1,000円（往
復2,000円）を助成

問健康福祉計画課ワクチン接種移動
支援係
（☎5722－7059、フ5722
－9347）

深沢区民農園の利用者を募集
します
利用期間 4／1～5年2／28
場世田谷区深沢4－8－1・深沢4－1。
1世帯につき8㎡
内野菜や草花の栽培限定。水道、ス

コップ、クワなどの設備あり。第
三者への権利譲渡・営利目的の利
用は禁止
応募資格 年間を通して利用できる
区内在住世帯（区外に転出した場合
は利用不可）
定117世帯（抽選）

￥使 用料年額5,500円（生活保護受
給世帯は免除）
申往 復ハガキ（1世帯1枚のみ）に、
記入例1～4と世帯全員の3を書
いて、1／31（消印有効）までに、
道 路 公 園 課 公 園 活 動 支 援 係（ ☎
5722－9242）へ

23区合同説明会・技術職採用
フォーラム
（オンライン開催）
各区・組合の概要や特色、求める
人材像、質疑応答などを、ライブ配
信で実施します。各区の開催スケジ
ュールなど詳細は、特別区人事委員
会の特設サイト（コード
❽）をご覧ください。
時1 ／20ま で（ 土・ 日 曜
❽
日を除く）
4年 度 以 降 の 特 別 区 職 員 採 用 試
対
験・選考の受験希望者

定各1,000人（先着）
問特別区人事委員会事務局任用課採
用係（☎5210－9787）


〈10面へ続く〉
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申し込みの概要は8面へ

令和4年
（2022年）1月15日号

〈9面から続く〉

保健衛生

20歳になったら国民年金
国民年金は、日本に住所のある
20歳以上60歳未満のすべてのかた
が加入する制度です。
高齢になったときや、事故や病気
等で障害が残った場合などでも年金

が受けられます。保険料の納付が困
難な場合は、免除・納付猶予制度、
学生納付特例制度があります
（いず
れも要件あり）
。
問
国 保年金課国民年金係
（☎5722
－9814）

特定計量器
（はかり）定期検査
のための事前調査
取引や証明用の特定計量器は、2
年に１度の検査が必要です。4月に

都計量検定所が実施する検査準備の
ため、登録事業所様に往復ハガキを
送付しています。
未登録事業所はお問い合わせくだ
さい。
問
消 費 生 活 セ ン タ ー（ ☎3711－
1133）

ユネスコ世界寺子屋運動
～書き損じハガキなどをお寄
せください
収益金は、学校に行けない開発途
上国の子どもや、読み書きのできな
い人たちに、教育の機会を提供する
運動に役立てられます。
回収品目 ハガキ、クオカードなど

の未使用金券ほか
回収方法 1／17～28に、目黒ユ
ネスコ協会
（〒153－0053五本木2
－24－3 五本木小学校内）に郵送、

橋梁長寿命化修繕計画改定素案に
ご意見をお寄せください

親子食育セミナー
「幼児食と歯みがき」

問みどり土木政策課施設計画係

時2／10（木）10：00～11：00
場碑 文谷保健センター（碑文谷4－
16－18）
対区 内在住の1歳6カ月～2歳5カ月
の幼児と保護者
定8組（先着）
申区 ホ（コード❾）で、2
／9までに、碑文谷保

❾

健センター保健サービ
ス係（☎3711－6446）へ

妊婦ごはんとオーラルケア

内妊娠中の栄養と料理の実演、口の
トラブルやセルフケア
歯科医師 朝田文郷氏ほか
対妊娠中のかた



防課保健サービス係
（☎5722－9503）へ

健康大学教養講座
「良質な睡眠とメンタルヘル
ス～精神科医からのアドバイ
ス」
（オンライン開催）
時2／25（金）15：00～16：00
内睡眠の基本、快適な眠り方、睡眠

の病気ほか。会議アプリＷebex
（ウェベックス）を使用
東京医療センターメンタルケア科

精神科医 新福正機氏
または回収箱
（総合庁舎各案内所、
地区サービス事務所〈東部を除く〉
、 定20人（先着）
申Eメールに、記入例1～5を書い
住区センター、社会教育館、図書館
て、2／4までに、健康推進課健
などに設置）
へ
康づくり係（☎5722－9586、
後援 目黒区
kensui-kouza@city.meguro.
問
NPO法人目黒ユネスコ協会（☎
tokyo.jp）へ
5725－6150）

4年度の契約保養施設の
予約の受け付けを開始します
問地域振興課庶務係（☎5722－9873、フ5721－7807）
区内在住者を対象に、割安な料金で利用できる契約保養施設がありま
す。申し込み方法など詳細は、パンフレット（総合庁舎本館1階地域振
興課、地区サービス事務所、住区センター、老人いこいの家、図書館等
で配布）または区ホ（コード）をご覧ください。地域振興課
では、申し込みの受け付けはできません。

ご利用の際は、施設が行う感染防止対策へのご協力をお願
いします。

受付期間



2／1から、4／1～5年3／31宿泊分の予約を受け付け

対象施設・申込先（いずれも受付時間は9：30～20：00）
■ホテル花月園
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原
1244－2、☎0460－84－8621

凡例時日時

場会場

内内容

師 講師

■ホテル暖香園
静岡県伊東市竹の内1－3－
6、☎0557－37－0011

対対象

定定員

￥費用

橋梁は、架設年数とともに老朽化が進み、修繕にかかる費用の増大
が見込まれます。このため、予防保全型の維持管理により長寿命化を
図り、橋梁の継続的な安全性と信頼性を確保するため橋梁長寿命化修
繕計画を改定する予定です。
主なポイント
◦2年度の点検結果の反映と劣化予測の修正
◦新技術の活用についての検討
意見の提出方法

時2／16（水）13：30～14：30
場総合庁舎本館3階目黒区保健所

定16人（先着）
申区 ホ（コード）で、1
／31ま で に、 保 健 予

（☎5722－9745、フ3792－2112）

申申し込み

書式は問いませんが、
「橋梁長寿命化修繕計画改定素案への意見」

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、2／14
（必着）までに、総合庁舎本館6階みどり土木政策課施設
計画係（〒153－8573目黒区役所〈住所不要〉、フ3792－2112、
kyouryou@city.meguro.tokyo.jp）へ。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）。

素案（全文・概要版）は、総合庁舎本館1階区政情報コーナー・
6階みどり土木政策課、地区サービス事務所
（東部
を除く）、住区センター、図書館、区ホ（コード）
でご覧になれます。

人材募集



申し込み方法など詳細は、募集要項（問い合わせ先
などで配布）または問い合わせ先ホをご覧ください。

●登録制支援員（コード）
登録期間 4／1～5年3／31 業務場所 区立小・中学校
採用方法 名簿登録後、登録者を学校に紹介し、面接のうえ採用

❶特別支援教育支援員
業務内容 特別な配慮が必要な児童・生徒への学校教育支援 謝礼
（交通費込み）
教員免許所有者＝1時間2,000円、免許なし＝1時間1,500円 申込期限 2／8（必
着）
❷補助的教員
業務内容 ①学習指導員（チームティーチングを中心とした学習指導。中学校の放
課後・土曜日の補習教室での指導あり）②観察実験支援員③小1学級支援員（4～7月）
応募資格 ①小学校・中学校教諭普通免許所有者②理科系教職経験者・大学（院）生
ほか③幼稚園・小学校教諭普通免許所有者ほか（①③は取得見込みを含む） 謝礼
（交
通費込み） ①③１時間2,000円②1時間1,500円 申込期限 2／8
（必着）
❸学校図書館支援員
業務内容 学校図書館の環境整備ほか 応募資格 司書・司書補・司書教諭免許所
有者（取得見込みを含む）ほか 謝礼（交通費込み） 1時間1,500円 申込期限 2
／18
（必着）
問
❶は教育支援課特別支援教育係
（☎5722－9322）
、❷❸は教育指導課指導事務
係
（☎5722－9312）
。いずれも総合庁舎本館5階、フ3715－6951
●目黒区社会福祉協議会常勤職員
（コード）
採 用 予 定 日 4／1 勤
務時間 原則月～金曜日
8 ：30～17：15 勤務
場所 目黒区社会福祉協

議会ほか 勤務内容 地
域支援・権利擁護事業ほか 応募資格
35歳未満で社会福祉士の有資格者
給与 月額213,000円
（3年度実績〈大
卒程度〉） 募集人数 3人 申込期限
1／28
（必着）
問
目 黒区社会福祉協議会
（総合庁舎別
館3階、 ☎3719－8909、 フ3719
－8715）

問問い合わせ

ホホームページ

●エコライフめぐろ推進協会契約職員
（コード）
勤 務 期 間・ 時 間 4／1
～5年3／31・ 8：30～
17：15
（ 月18日。 シ フ
ト制） 勤務場所 エコ

ライフめぐろ推進協会ほ
か 勤務内容 講座などの企画・運営、
経理・会計事務ほか。パソコン操作あ

り 給 与 月 額191,600円（3年 度 実
績。その他手当あり） 募集人数 若
干名 申込期限 1／31（消印有効）
問エ コライフめぐろ推進協会（総合庁
舎 別 館6階、 ☎3715－7835、 フ
3715－8826）

子ども・子育て世帯対象

高齢者対象

令和4年（2022年）
1月15日号

★感染症対策のため、中止・変更する場合があります

2月の健康相談ほか

予 ＝予約制
□

※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
8・22（火）
〈乳幼児〉
9：00～10：00
〈一般〉
10：00～10：30

予
歯科相談■

精神保健相談（専門医
予
による）
■

10（木）・16（水）
13：30～15：30

予
精神保健家族会■

21（月）
13：30～14：45

☎5722
－7057

☎3711
－6446

25
（金）
13：00～14：30

☎5722
－9504

〈個別〉
9
（水）
9：30～11：30

（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

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

☎3711
－6447

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイル 25（金）
予
8：45～10：30
ス検査■

月～金曜日
（祝・休日を除く）
8：30～17：00
☎5722
－9396

2月は休止
火・水曜日
（23日を除く）
9：00～12：00、
13：00～15：00

検便
（細菌検査）受け付
け
（有料）

相談日時

☎3468－1251

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

月～金曜日
（祝・休日を除く）
8：30～17：00

●その他の健康相談
相談名

鷹番休日診療所

調剤

〈グループ〉
21（月）
思春期・青年期の親の 13：30～14：45
予
〈個別〉
会■
21（月）
15：00～15：30

ＨＩＶ・性感染症相談・
予
検査■

内科・小児科

平日夜間小児
初期救急診療

〈グループ〉
18（金）
13：30～14：45
〈個別〉
予
依存問題等家族相談■
1（火）
13：50～16：00
18（金）
15：00～15：30

健康相談

休日・土曜日・平日夜間などの
※事前連絡が必要です
診察・調剤案内

碑文谷保健センター
１
（火）
・15
（火）
時間はお問い合わせ
ください

11

めぐろ区報

☎3711
－6448

1／16
（日）

よこや歯科
中目黒1－11－12－2F

☎3712－6480

1／23
（日）

碑文谷コート歯科
目黒本町4－20－10

☎3760－2831

1／30
（日）

大鶴歯科口腔外科クリニック
中根1－3－9－3F

☎5726－3325

医療を探す

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

医療の相談

区内診療所の相談・苦情ほか
医療相談窓口専用電話 ☎5722－6852

問い合わせ・申し込み

予
こころの相談■

毎週（金）13：00～16：00

女性のためのからだの
相談

第1・3（土）
10：00～12：00

男女平等・共同参画センター
（☎5721－8573）

女性のためのこころの
悩みなんでも相談

毎週（火）
（木）
（金）
（土）
10：00～16：00、
毎週（水）18：00～21：00

男女平等・共同参画センター
（☎5721－8572）

診療時間は、9 ：00～11：30、13：00～16：30

区民の声課
（☎5722－9424）

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フ5388－1396
ワクチン接種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
0120－102－654、フ5722－7048
（月～土曜日8：30～17：00。祝・休日を除く）

くらしの相談
相談名

予 ＝予約制
□
相談日時

子育て総合相談

毎週
（月）～（土）

8：30
～17：00

子ども相談室

毎週
（水）～（土）

10：00
～17：00

予
少年相談■

全般

予
人権身の上相談■

法律・人権

予
法律相談■

LGBT相談
行政ほか

予
行政相談■
予
行政書士相談■
保健福祉サービス苦情調整
委員による相談

9：00
～17：00

13：00～
16：00。
人権政策課人権・同和政
第1・3（木） 当 日 受 け 付
策係
（☎5722－9280）
けは15：00
まで
毎週（水）、
13：00
第1・2・4・5（木） ～16：00
区民の声課
（☎5722－9424）
9：00
第3（木）
～12：00
9：30
男女平等・共同参画セン
第2・4（土）
～12：05
ター（☎5721－8570）
14：00
男女平等・共同参画セン
第2（土）
～17：00
ター（☎5721－8583）
第1（月）

13：00
～16：00

週1回

午前または
午後

外国人のための相談
Consultation Service for Foreigners
外国人咨询
외국인을위한 상담
Konsulta para sa Kapa kanan ng mga Dayuhan

区民の声課
（☎5722－9424）
権利擁護センター「めぐ
ろ」
（☎5768－3963）

予
登記・成年後見制度相談■

予
年金・労務相談■

第3（金）

予
不動産取引相談■

第2・4（月）
毎週
（月）～（金）

生活の相談

9：30
～16：30
8：30
～17：00

8：30
～17：00

内職相談

ワークサポートめぐろ就労
相談

毎週
（月）～（金）

毎週
（火）～（木）

English
（英語）

Mon.－Fri.

汉语（中国語）

毎周
（一）
（二）
（三）
（五）

한국（韓国語）

제1·3목

Tagalog
（フィリピノ語）

pangalawa at pang-apat na Huwebes

区民の声課
（☎5722－9424）

消費生活センター相談コ
ーナー
（☎3711－1140）
めぐろくらしの相談窓口
（☎5722－9370）
住宅課居住支援係
（☎5722－9878）
高齢福祉課いきがい支援
係（☎5722－9719）

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）

10：00
～11：30

受発注情報室
予
創業相談室■

13：00
～16：00

第2・4（金）
※1月を除く。 10：00
祝日の場合は ～16：00
前日に実施

住宅増改修相談

問い合わせ・申し込み

第3（月）
第1～4（火）

予
税務相談■

消費生活相談

仕事

予
女性のための法律相談■

第4（日）

相談日時

相談名

生活

福祉の相談窓口
（サンデーコンシェルジュ）

問い合わせ・申し込み

区民の声課
（☎5722－9424）
子育て支援課ほ・ねっと
ひろば
（☎3715－2641）
めぐろはあとねっと
（子ど
もの権利擁護委員制度）
0120－324－810
福祉の相談窓口
☎5722－9037、
フ5722－9062

行政ほか

第3（火）

13：00
～16：00

13：00
～16：00

中小企業センター
（☎3711－1185）

9：00～12：00、13：00～17：00

人口（住民記録者数）【前月比】 278,276人（うち外国人＝8,794人）
【378人減】 男＝131,291人 女＝146,985人

10：00～12：00、
13：00～17：00

☎5722－9187

☎5722－9194

世帯 156,910世帯  ※いずれも1／1現在
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税金の申告はお早めに！
申告には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示また
は写しの添付が必要です。詳細は、区ホ
（コード❶）をご覧い
ただくか、お問い合わせください。

住民税の申告

❶

区役所

住民税
（特別区民税・都民税）は、前年1～12月の所得と各種控除
（配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など）を基に算出します。
申告期間

2／16（水）～3／15（火）

提出方法
総合庁舎本館2階税務課（〒153－8573目
黒区役所〈住所不要〉）へ郵送または持参

★感染症対策のため、事業などを中止する場合があります

感染症対策にご協力ください
◦窓口では、アルコール消毒液の設置、記載台・ボールペンなどの
定期的な消毒等を行います
◦提出場所へ行く際は、咳エチケット・手指消毒にご協力ください

所得税などの確定申告
申告期間

所得税・復興特別所得税

税務署

2／16（水）～3／15（火）

贈与税 2／1（火）～3／15（火）

※感染防止のため
郵送での提出を
ご検討ください

問税務課課税第一～三係（☎5722－9820、フ5722－9324）

住民税の申告が必要なかた

個人事業者の消費税 3／31（木）まで
提出方法
次の❶または❷で申告してください
❶e-Tax
（ 国税電子申告・納税シス
テム）で提出
❷目 黒 税 務 署（ 〒153－8633中 目
黒5－27－16）へ郵送または持参

4年1／1現在、次の❶～❸のいずれかに該当するかた
❶区内に住所があり、前年中に所得があった

❷区内に事務所・事業所・家屋敷があり、区外に住所があった
❸区内に住所があり、前年中に所得がなかったか、所得が45万円以
下で、次のいずれかに該当（予定者を含む）する

◦国民年金・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に加入
◦児童関連の手当・助成や電話料金の助成などを受給
◦課税
（非課税）証明を必要とする

※申告が必要と見込まれるかたに、1／31頃に申告書を郵送します。
申告書が必要で届かない場合は、税務課へお問い合わせください

住民税の申告が必要のないかた

※要介護者の障害者控除対象者認定書の発行は、介護保険課認定審
査係
（☎5722－9842、フ5722－9716）へ

年金を受給しているかたへ

次のすべてに該当する場合、確定申告は不要です（控除内容に変
更・追加のあるかたなどは住民税の申告が必要な場合あり）。
◦公的年金などの収入合計額が400万円以下
◦公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

❷

◦申告書作成会場で作成
入場には整理券が必要です。整理券は当日会場で配布する（受け付

けを早めに終了する場合あり）ほか、コミュニケーションアプリLINE
で事前入手できます。詳細は国税庁ホ（コード❷）をご覧ください。
2／16
（水）
～3／15（火）
8：30～16：00
日時 ※相談は9：15から。土・日曜日、
祝日を除く。ただし、2／20
（日）
・27
（日）
は開設
ベルサール渋谷ファースト
（渋谷区東1－2－20 住友不動
会場
産渋谷ファーストタワー2階）
※駐車場・駐輪場はありません

青山学院大学

係☎5722－9838、フ5722－9339） ◦介護保険料（問介護保険
課介護保険資格・保険料係☎5722－9845、フ5722－9716）
◦国民年金保険料（問目黒年金事務所☎3770－6421）

作成できます。

り
通

山

青
ヒカリエ

渋谷
クロスタワー
六本木通り

渋谷警察署

－9339） ◦後期高齢者医療保険料（問国保年金課後期高齢者医療

◦スマートフォン・パソコンなどで作成
国税庁ホ（コード❷）の確定申告書等作成コーナーで

明治通り

前年中に納めた次の保険料は、社会保険料控除の対象です。納付
額はお問い合わせください。
◦国民健康保険料（問国保年金課収納係☎5722－9610、フ5722

確定申告書の作成・相談方法ほか

山手線

社会保険料控除

問目黒税務署（☎3711－6251〈自動音声〉）

渋谷駅

◦公的年金収入が400万円以下で、その他の収入がなかった
※扶養控除・障害者控除の追加など源泉徴収票の控除内容に変更等
があるかたは住民税の申告が必要な場合があります

を利用するe-Taxでの
提出をご検討ください

至原宿駅

◦所得税の確定申告をする
◦給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が区役所に提出される

※感染防止のため、パソ
コンやスマートフォン

ベルサール渋谷
ファースト

◦税理士による無料申告相談（予約が必要）
日時

会場

対象

2／1
（火）
・2
（水） 緑が丘文化会館
9：30～16：00 （緑が丘2－14－23） 小規模納税者の所得税・消費税、年
金受給者・給与所得者の所得税など
2／3
（木）
・4
（金）
・ 中目黒住区センター の申告
（土地・建物や株式等の譲渡
8
（火）
（中目黒2－10－13   所得があるかたを除く）
9：30～16：00
中目黒スクエア内）
※前年の申告書の控え、必要書類、電卓、マイナンバーカードなどの本人確認書
類等を持参

申し込み方法
事前申込電話（☎0570－006590。月～金曜日９：00
～18：00）、または事前申込サイト（コード❸）へ

❸

◦東京税理士会目黒支部主催の無料申告相談（予約が必要）
日時

会場

※上記の場合でも、所得税の還付を受けるために確定申告書を提出
することができます

2／16～3／15の 毎 週 月・ 水・ 金 曜 日9：30～11：
東京税理士会目黒支部
30、13：00～15：30
（1人30分。2／21は税理士記念
（中目黒5－28－17）
日相談会のため相続税・贈与税なども相談可）

住民税で寄附金控除を受けたいかたへ

※申告書の作成・提出はできません
※土地・建物や株式などの譲渡所得の相談は対象外

確定申告で、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」または
「住民税・事業税に関する事項」の寄附金欄に記入が必要です。

申し込み方法

 話で、東京税理士会目黒支部（☎3715－1580、
電
フ3715－2424）へ

ご注意ください
◦地区サービス事務所は、住民税申告書・確定申告書の受け付けなどを行いません
◦医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」の添付が必要です（領収書は5年間保管してください）
◦上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の課税方式の選択についての申告方法、納税通知書送達後の取り扱いなど詳細は、区ホ（コード❶）をご覧いた
だくか、お問い合わせください
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。

