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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

 日本ロービジョン学会理事　吉田
治氏
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　熟田桐子氏
定�20人（先着）
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

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）
￥�単身用＝月額9,100～46,900円、

世帯用＝月額23,800～71,000
円。共益費＝月額400～2,000円

（予定）。詳細はお問い合わせくだ
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

会議を公開します
会議名 日時・会場

❶�消防団運営委員
会

問防災課（☎5723
－8700、フ5723
－8725）

1／25（火）
15：00 ～ 17：00・
総合庁舎本館4階特別
会議室

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）

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
問政策企画課企画
係（☎5722－9106、
フ5722－6134）

2／1（火）
9：30～10：30・
総合庁舎本館6階教育
委員会室

❹長期計画審議会
問政策企画課長期
計画コミュニティ係

（☎5722－9372、
フ5722－6134）

2／2(水)
18：30～20：30・
中目黒GTプラザホー
ル（上目黒2－1－3）

❺�交通バリアフリ
ー推進基本構想
改定及び推進協
議会

問都市計画課都市
計画係（☎5722－
9725、フ5722－
9338）

2／7(月)
15：30～17：00
総合庁舎本館1階E会
議室

※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）

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
保険事業へのご理解をいただくため、
3年1～10月に受診した保険診療の
医療費など（10割）を、2／1頃に世
帯主宛てに送付します。なお、この
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

　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

日を除く）
対�4年度以降の特別区職員採用試

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）

★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

↗

〈10面へ続く〉

❽


