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講演・講習

野草摘みと野草ステンシル
時 4／10（日）10：00～11：30　
場 駒場野公園
内 ケルネル田んぼで野草を摘み、花

びらや葉をこすってハガキに色を
付ける　　

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、保
護者の₃を書いて、3／30（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

発達サポーター育星（いくせ
い）講座～基礎a

日程 テーマ
① 5／16
　（月） 特別支援教育

② 6／20
　（月） 子どもの発達（診断と評価）

③ 7／25
　（月）

素質と環境(教育環境の考え
方、連携の仕方）

④ 9／30
　（金）

障害特性の理解（高機能自閉
症、アスペルガー症候群）と
支援方法

⑤ 10／21
（金）

障害特性の理解（自閉症と感
覚）と支援方法

⑥ 11／25
（金）

障害特性の理解（ADHD、学
習障害）と支援方法

時 9：30～11：30　
場 ①③高齢者センター（目黒1－25

－26　田道ふれあい館内）、②④
～⑥中目黒GTプラザホール（上目
黒2－1－3）
 明星大学教育学
部教授　星山麻
木氏（右写真）

定 50人（抽選。感
染状況によりオンラインに変更す
る場合あり）

申 往復ハガキに、記入例₁～₄とE
メールアドレス、希望日程①～⑥
のいずれか（複数申し込み可）を書
いて、4／15（必着）までに、障害
者支援課発達支援係（☎5722－
9510、フ3715－4424）へ

子育て支援協力会員登録・
研修会

時 4／18（月）・20（水）9：30～15：
00（全2回）

場 総合庁舎別館4階目黒区社会福祉
協議会　

内 子どもの救命・応急手当ほか
NPO法人シーボウルほか　

定 10人（先着）
申 電話で、ファミリー・サポート・

センター（☎3714－9047、フ

3711－4954）へ

パソコン教室

講座名 日時 費用

ワード基礎
4／4（月）～8（金）
9：30 ～ 12：30

（全5回）

教材費
など
17,200円

かんたんに
出来るホー
ムページ

4／4（月）～7（木）
13：30 ～ 16：
30（全4回）

教材費
など
15,080円

エクセル
基礎

4／11（月）～15
（金）9：30 ～ 
12：30（全5回）

教材費
など
17,200円

パソコンと
スマホで楽
しもう

4／11（月）～15
（金）13：30 ～ 
16：30（全5回）

教材費
など
16,650円

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 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（ ☎ フ 共 通
6420－0235）へ

催し物

目黒区文化祭

めぐろパーシモンホール
（八雲1－1－1　区民キャンパス内）

自主グループ公演 4／17（日）
12：00～15：30

謡曲大会 5／21（土）
11：00～15：45

民踊まつり 5／22（日）
10：30～16：30

邦楽演奏会 5／31（火）
13：00～16：00

目黒区美術館区民ギャラリー
（目黒2－4－36　区民センター内）

華道展 4／2（土）10：00
～4／3（日）15：30

自主グループ
展示発表

4／20（ 水 ）10：00
～4／24（日）16：00

問 めぐろパーシモンホール事業課
（☎5701－2913）。観覧希望者
は当日会場へ

▲目黒区文化祭（民踊まつり）

一緒に目黒を美しくしませんか
～We Love Meguro

時 4／17（ 日 ）10：00～12：30。
雨天時は4／24

場 中目黒公園（中目黒2－3－14）ほ
か

内 目黒川周辺などでの清掃活動。集
合場所など、詳細はお問い合わせ
ください

後援　目黒区
問 東京目黒ロータリークラブ（☎

3492－1350、フ3492－2100）

お知らせ

マイナンバーカードによるコ
ンビニ交付サービスを一時停
止します

　機器保守作業のため、3／29（火）
17：00～翌日6：30まで、コンビ
ニエンスストアで、戸籍（全部・個人）
事項証明書・戸籍の附票の写しの交
付サービスが利用できません。
問 戸籍住民課住民記録証明係（☎

5722－9795）

　児童扶養手当・特別児童扶
養手当の視覚障害認定基準が
拡大します

　視覚障害のあるかた
（18歳到達後最初の3／
31までの児童を養育す
る父母、20歳未満の児
童）は対象となる場合があります。
詳細は、区ホ（コード❷）をご覧いた
だくか、お問い合わせください。
問 子育て支援課手当・医療係（☎

5722－9645、フ5722－9328）

福祉タクシー利用券の交付
対 次の①～③いずれかに該当するか

た（施設入所・入院中を除く）。い
ずれも所得制限あり①身体障害者
手帳(下肢・体幹・内部障害は1～
3級、上肢・視覚障害は1・2級)、
愛の手帳（1・2度）を所有②脳性
まひ、進行性筋萎縮症③区指定の
難病で、4／1現在、有効な都発
行の特定医療費（指定難病)受給者
証などを所有　

交付方法　過去に交付申請書を提出
したかたのうち、対象者には3月末
に利用券を送付（所得制限を超える
ため、対象外のかたには、その旨の
通知を送付）。4／11までに届かな
い場合は、お問い合わせください
問 障害者支援課支援サービス係（☎

5722－9846、フ3715－4424）

3年度交通安全功労者・功労団
体表彰

　住区住民会議や町会・自治会、交
通安全協会などの交通安全推進活動
を通じて、交通安全に尽力された次
の7人、1団体へ、区長から感謝状
を贈呈しました（敬称略）。

【個人】
栗山秋穂、山後勇次、田口正光、田
中眞弥子、花井時子、星勇志雄、百
瀬聡

【団体】
目黒中央中学校区地域教育懇談会
問 土木管理課交通安全係（☎5722

－9442）

町会の子ども用みこしの整備
などを行いました

　宝くじの社会貢献広報事業として、
宝くじ受託収入を財源に一般財団法
人自治総合センターが実施するコミ
ュニティ助成を活用し、鷹番1・2
丁目町会の子ども用山車・みこしの
修繕と子ども用はんてん制作、目黒
本町北町会の子ども用みこしの修繕
を行いました。
問 地域振興課区民活動支援係（☎

5722－9871）

災害廃棄物処理計画を策定し
ました

　区民の皆さんの意見を反映し、大

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）

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

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（申込先の宛て先）

情
Ｂ
報
Ｏ Ｘ

❷

↗

　詳細は、区ホ（コード❶）、区立保育園子育て
支援行事予定表春号（総合庁舎本館2階保育課、
区立保育園、児童館などで配布）をご覧ください。 ❶

　おもちゃ作りや栄養相談、健康相談など親子で参加できる行事や
育児講座などを、感染症対策を徹底しながら行います。利用には事
前予約が必要です。

区立保育園～春の催し
問 保育課保育指導係
（☎5722－9867、フ5722－9659）

★感染症対策のため、講演などを中止・変更する場合があります



野鳥に餌を与えないでください
ハトやスズメ、カラスなどへの餌やりで「野鳥が増える」「フ

ンの被害や羽の飛散で困っている」などの相談が寄せられてい
ます。餌を与えることは生態系を乱す原因となり、野鳥の保護
にはつながりません。野鳥は静かに見守りましょう。

令和4年（2022年）3月15日号　めぐろ区報 9
規模な自然災害によって発生する膨
大な廃棄物を適正かつ迅速に処理す
るため、災害廃棄物処理対策の具体
的な取り組み内容を定めました。
　計画は、区ホ（コード
❸）、3／25から清掃事
務所、総合庁舎本館1階
区政情報コーナー、6階
清掃リサイクル課、図書館などでご
覧になれます。
問 清 掃 事 務 所 作 業 係（ ☎3719－

5345）

4年度版ボランティア保険の
案内書・申込書を配布します

場 めぐろボランティア・区民活動セ
ンター、総合庁舎別館3階目黒区
社会福祉協議会

申 郵送希望者は封筒に、ボランティ
ア保険案内書と明記し、返信用角
2封筒（140円切手を貼り、記入
例₂₃を記入）を同封のうえ、め
ぐろボランティア・区民活動セン
タ ー（ 〒153－0061中 目 黒2－
10－13　中目黒スクエア内、☎
3714－2534）へ

自動車の移転・廃車手続きは
お済みですか

　自動車税種別割は、4／1現在、
自動車検査証（車検証）に記載されて
いる所有者（割賦販売の場合は使用
者）に課税されます。自動車を譲渡
した場合は移転登録、廃車したとき
は抹消登録が必要です。管轄の運輸
支局または自動車検査登録事務所で、
3／31までに、手続きをしてくださ
い。
問 都自動車税コールセンター（☎

3525－4066）

保健衛生

　妊婦ごはんとオーラルケア
時 4／21（木）13：30～15：00
場 碑文谷保健センター（碑文谷4－

16－18）
 歯科医師　呂英美氏ほ
か　

対 妊娠中のかた
定 16人（先着）
申 区ホ（コード❹）で、3／31までに、

碑文谷保健センター保健サービス
係（☎3711－6446）へ

　風しん抗体検査・定期接種
（第5期）のクーポン券の有効
期限を4月まで延長します

　有効期限2022年2月と記載して
あるクーポン券を、2022年4月まで
利用できます。
対 昭和37年4／2 ～54年4／1生ま

れで未受診の男性（令和3年度に
発行された風しん抗体検査・予防
接種クーポン券を持つかた）

問 保健予防課予防接種係（☎5722
－7047）

狂犬病予防注射のお知らせを
送付しました

　1／31現在、区に犬を登録してい
るかたに送付しました。転居の際、
飼い犬の変更届を提出していないか
たなどには、通知が届かない場合が
あります。同封の申請書がない場合
でも、会場で注射と注射済票の交付
を受けることができ、犬の登録も可
能です。詳細は区ホ（コ
ード❺）をご覧ください。
時4／1（金）～30（土）
場 東京都獣医師会目黒支

部加盟の動物病院のうち20カ所
￥ 注射料金など3,750円。登録は別

途3,000円
問 生活衛生課生活環境係（☎5722

－9505）

人材募集

男女平等・共同参画審議会委員
任期　6／1から2年間（年3～5回程
度）　内容　男女平等・共同参画、
性の多様性尊重に関する調査、審議、
評価など　応募資格　6／1現在、
区内に引き続き3カ月以上住民登録
がある、20～78歳のかた。区のほ
かの付属機関等公募委員、区職員を
除く　謝礼　1回5,000円　募集人
数　若干名　選考方法　作文・面接
申 作文（応募動機と男女平等・共同

参画や性の多様性の尊重を推進す
るための考え。800字程度）と、
記入例₁～₄、自認する性別、生
年月日、Eメールアドレスを書い
て、4／11（必着）までに、総合庁
舎本館4階人権政策課男女平等・
多様性推進係（☎5722－9214）
へ郵送または持参

❸

❹

❺

問生活衛生課生活環境係（☎5722－9505、フ5722－9508）

　3～7月は、カラスの子育て時期です。巣の近くを通る人に大きな
鳴き声を発する、木の枝や電線をくちばしでつつく、後ろから低空飛
行で頭をかすめる、足で蹴るなどの威嚇行動をすることがあります。
やむを得ず、巣の近くを通る場合は、傘や帽子などで後頭部を守るよ
うにしましょう。

巣の撤去
　繁殖期のカラスによる威嚇行動への緊急対策として、次のすべてに
該当する場合、巣を撤去します。詳細はお問い合わせください。
◦住居・事務所の敷地内に巣があり、巣の場所が特定できる
◦通行人に威嚇行動をとるなどの被害が発生している
◦巣のある樹木や敷地の所有者・土地管理者からの申請がある

カラスに巣を作らせない対策
◦針金ハンガーは使用後、室内にしまう
◦不要な木の枝を切り落とす
◦ごみ出しは防鳥ネットを使う

カラスの子育てが
始まります

頭上に注意！
↗

産業振興基金を設置しました
問産業経済・消費生活課経済・融資係
　（☎5722－9879、フ5722－9169）

　区の産業振興を目的に、産業振興基金を設置しました。
皆さんからの寄附金は、基金に積み立て各種事業などに活
用します。詳細は区ホ（コード❽）をご覧いただくか、お問
い合わせください。 ❽

※ 区への寄附は税制上の優遇措置があり、所得税・住民税などの寄附
金控除の対象です

※ 納付書による金融機関での振り込みもできます。希望されるかたは、
お問い合わせください

　4／2～8は発達障害啓発週間です。
　自閉症をはじめとする発達障害について知ること、理解すること
は、発達障害のある人だけでなく、誰もが幸せに暮らすことができ
る社会の実現につながります。区は、発達障害啓発週間としてパネ
ル展を行います。ぜひご覧ください。

問障害者支援課発達支援係
（☎5722－9510、フ3715－4424）

４/２は
世界自閉症啓発デーです

時3／23（水）8：30～4／8（金）15：00
場総合庁舎本館1階西口ロビー

パネル展示を行います

新型コロナウイルス感染症に係る
国民健康保険と後期高齢者医療制度の
傷病手当金の適用期間を延長しました

　適用期間を6／30まで延長しました。対象や支給額
など詳細は、区ホ（コード❻または❼）をご覧いただく
か、お問い合わせください。

問 国民健康保険は国保年金課管理係（☎5722－9809、
フ5722－9339）、後期高齢者医療制度は東京都後
期高齢者医療広域連合（☎0570－086－519、フ

0570－086－075、IP電話は☎3222－4496）

❻

▼国民健康
保険

❼

▼後期高齢者
医療制度
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休日・土曜日・平日夜間などの
診察・調剤案内

4月の健康相談ほか □予＝予約制

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

English（英語） Mon.－Fri. 9：00～12：00、 13：00～17：00 ☎5722－9187

汉语（中国語） 毎周（一）（二）（三）（五）
10：00～12：00、
13：00～17：00 ☎5722－9194한국（韓国語） 제 1 · 3 목

Tagalog（フィリピノ語） pangalawa at pang-apat na Huwebes

●その他の健康相談
相談名 相談日時 問い合わせ・申し込み

こころの相談■予 毎週（金）13：00～16：00 区民の声課（☎5722－9424）

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）

くらしの相談 □予＝予約制

※事前連絡が必要です※感染症対策のため休止する場合があります

内科・小児科

鷹番休日診療所
（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

平日夜間小児
初期救急診療

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

☎3468－1251

調剤

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　診療時間は、9 ：00～11：30、13：00～16：30

3／20（日） 小野田歯科クリニック
上目黒1－18－8 ☎3794－1374

3／21（祝） まるやま歯科クリニック
五本木2－54－14 ☎6451－0948

3／27（日） 中目黒コヤス歯科
上目黒3－1－14 ☎3794－0888

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

事業名 保健予防課 碑文谷保健センター

歯科相談■予
5（火）・19（火） 
時間はお問い合わ
せください

☎5722
－7057

12（火）・26（火） 
時間はお問い合わせ
ください

☎3711
－6446

精神保健相談（専門医
による）■予

14（木）・27（水）
13：30～15：30

☎5722
－9504

15（金） 
13：00～14：30

☎3711
－6447

精神保健家族会■予 18（月） 
13：30～14：45

依存問題等家族相談■予

〈個別〉 
5（火） 
13：50～16：00 
15（金） 
15：00～15：30

〈グループ〉 
15（金） 
13：30～14：45

〈個別〉
13（水） 
9：30～11：30

思春期・青年期の親の
会■予

〈グループ〉 
18（月） 
13：30～14：45 

〈個別〉 
18（月） 
15：00～15：30

健康相談
月～金曜日

（祝・休日を除く） 
8：30～17：00

月～金曜日 
（祝・休日を除く） 
8：30～17：00

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイル
ス検査■予

22（金） 
8：45～10：30

☎5722
－9396

ＨＩＶ・性感染症相談・
検査■予 4月は中止 ☎5722

－9896

検便（細菌検査）受け付
け（有料）

火・水曜日
（26・27日を除く） 
9：00～12：00、
13：00～15：00

☎3711
－6448

相談名 相談日時 問い合わせ・申し込み

全
般

少年相談■予 第3（火） 13：00
～16：00

区民の声課
（☎5722－9424）

子育て総合相談 毎週　　　
（月）～（土）

8：30
～17：00

子育て支援課ほ・ねっと
ひろば

（☎3715－2641）

子ども相談室 毎週　　　
（水）～（土）

10：00
～17：00

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
（サンデーコンシェルジュ） 第4（日） 9：00

～17：00
福祉の相談窓口
☎5722－9037、
フ5722－9062

法
律
・
人
権

人権身の上相談■予 第1・3（木）

13：00
～16：00。
当 日 受 け 付
けは15：00
まで

人権政策課人権・同和政
策係（☎5722－9280）

法律相談■予

第3（木） 9：00
～12：00

区民の声課
（☎5722－9424）

毎週（水）、　　
第1・2・4・5（木）

（4月から第4〈木〉
は中止）

13：00
～16：00

第4（木）
（4月から）

18：00
～20：00

女性のための法律相談■予 第2・4（土） 9：30
～12：05

男女平等・共同参画セン
ター（☎5721－8570）

LGBT相談 第2（土） 14：00
～17：00

男女平等・共同参画セン
ター（☎5721－8583）

相談名 相談日時 問い合わせ・申し込み

行
政
ほ
か

行政相談■予 第1（月） 13：00
～16：00

区民の声課
（☎5722－9424）行政書士相談■予

保健福祉サービス苦情調整
委員による相談 週1回 午前または

午後
権利擁護センター「めぐ
ろ」（☎5768－3963）

登記・成年後見制度相談■予 第3（月）

13：00
～16：00

区民の声課
（☎5722－9424）

税務相談■予
第1～4（火）

（4月から毎週
〈火〉）

年金・労務相談■予 第3（金）
不動産取引相談■予 第2・4（月）

生
活

消費生活相談 毎週　　　
（月）～（金）

9：30
～16：30

消費生活センター相談コ
ーナー（☎3711－1140）

生活の相談 8：30
～17：00

めぐろくらしの相談窓口
（☎5722－9370）

住宅増改修相談
第2・4（金）

※ 8月の第2を除
く

10：00
～16：00

住宅課居住支援係
（☎5722－9878）

仕
事

内職相談

毎週　　　
（月）～（金）

8：30
～17：00

高齢福祉課いきがい支援
係（☎5722－9719）

ワークサポートめぐろ就労
相談

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）

受発注情報室 10：00
～11：30 受発注創業相談室

（☎3711－1185）創業相談室■予 毎週　　　
（火）～（木）

13：00
～16：00

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、☎6258－5780（無休。24時間）
電話での相談が難しい場合はフ5388－1396
新型コロナウイルス感染症の全般的な相談
目黒区新型コロナコールセンター

0120－540－380、フ5722－9890（無休。8：30～17：15）
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）
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　区内には約2,200本の桜があり、春になるとかれんな花を咲かせて、私たちを楽しませてくれ
ます。しかし、老齢化や環境の変化による樹勢の低下が懸念されており、保護や植え替えなどが
必要です。
　目黒のサクラ基金は、皆さんから寄附を寄せていただき、桜の保全事業に活用するものです。
1万円以上の寄附をいただいたかたに、記念品（右上写真）を贈呈しています（区外在住のかたは
ふるさと納税で返礼品を希望されていない場合のみ）。みどり土木政策課窓口（総合庁舎本館６階）
のほか、ふるさと納税申し込みサイト「ふるさとチョイス」「ふるさとパレット」でも受け付け
ています。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。

　コロナ禍の春、桜の
季節となりました。遠
出しなくても、桜は身
近な場所で花を咲かせ
ています。
　区内には、約20種
類もの桜があります。
品種により咲く時期が
少しずつ違うため、意
外に長く楽しむことが
でき、花の持つ魅力や
趣もさまざまです。
　区内の公園などにあ
る桜を、少しだけご紹
介します。感染に十分
気を付けながら、家の
近くで静かにのんびり
春を探してみませんか。

問 みどり土木政策課
みどりの係
（☎5722－9359、
フ3792－2112）

ソメイヨシノ
（染井吉野。開花は３月下旬）
　国内の約８割を占める東京生まれの
桜です。種では増えることができない
桜で、１本の原木から接ぎ木により全
国に広がりました。区内の多くの公園
や緑道沿いなどにあります。

コヒガンザクラ
（小彼岸桜。開花は3月中旬）
　名前のとおり、春の彼岸頃に咲き始
めます。淡い紅色の一重咲きで、花び
らが散ることなく、がく片を付けたま
ま花を落とします。❶駒場野公園など
のほか、総合庁舎にもあります。

ヨウコウザクラ
（陽光桜。開花は3月下旬）
ソメイヨシノより一足早く咲く桜で、

4～5㎝くらいの大輪の一重咲きです。
春の日差しによく映える濃いピンク色
の鮮やかな花を咲かせます。❷西郷山
公園や❸東山児童遊園にあります。

イチヨウザクラ
（一葉桜。開花は4月中旬）
　淡いピンクの八重咲きで、5㎝以上の
大輪です。花から葉の形に変形した雄
しべが突き出ていることが名前の由来
です。見頃はソメイヨシノの満開から2
週間過ぎた頃。❶駒場野公園や❺立会
川緑道にあります。

ジンダイアケボノ
（神代曙。開花は3月下旬）
　開花時期や花の形はソメイヨシノと
よく似ており、花の色は濃いピンク色
です。ソメイヨシノの代替種として、
各地で植え替えられている桜です。❻
碑文谷公園や❽めぐろ区民キャンパス
公園にあります。

ウコンザクラ
（鬱金桜。開花は4月中旬）
ショウガ科のウコンで染色した色に

似ていることからその名が付き、黄桜
などの別名もあります。淡い黄緑色の
花は大輪の八重咲きで、ぶら下がるよ
うに下向きに咲きます。❶駒場野公園
や❹中目黒公園にあります。

駒場野公園

桜の伐採材を使って
製作した記念品
「サクラストラップ」

アマノガワ
（天の川。開花は4月中旬から下旬）
　空に向かって立ち上がる枝に淡いピ
ンクの花が咲く様子が、天の川のよう
に見えることから名付けられました。
八重咲きの花が、枝に沿うように上向
きに咲きます。❶駒場野公園や❻碑文
谷公園にあります。

カンザン
（関山。開花は4月下旬）
　八重桜の中で最も代表的な品種で、
花びらは50枚を超えることもあります。
花が集合して咲くため、重みで枝が垂
れ下がります。花の持ちがよく、長期
間楽しめます。❷西郷山公園や❼九品
仏川緑道にあります。

❶ 駒場野公園（駒場2－19－70）

❷西郷山公園（青葉台2－10－28）

❸ 東山児童遊園（東山3－13－16）

❹ 中目黒公園（中目黒2－3－14）

❺ 立会川緑道（碑文谷1丁目付近）

❻ 碑文谷公園（碑文谷6－9－11）

❼ 九品仏川緑道（緑が丘1丁目付近）

❽ めぐろ区民キャンパス公園
（八雲1－1－12）

区内で
桜がある公園など

※ 区内には、この他にもたくさ
んの桜があります

め
ぐ
ろ
桜
図
鑑

す
ぐ
そ
こ
に
あ
る

春

を
愛
で
る

桜を見る際は
・ 人混みを避け、人との距
離を保ちましょう
・飲食は控えましょう
・マスクを着用しましょう
・ 体調が悪いときは外出を
控えましょう

人口（住民記録者数）【前月比】 277,967人（うち外国人＝8,732人）【121人減】 男＝131,157人 女＝146,810人 世帯 156,604世帯  ※いずれも3／1現在

目黒の桜を後世へ残すために

目黒のサクラ基金への
寄附を受け付けています
問みどり土木政策課施設計画係（☎5722－9745、フ3792－2112）

❶
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　新しい基本計画の推進に向けて、持続可能な行財政運営、学校施設
の計画的な更新や学校規模の適正化などを通じたより良い教育環境の
整備、危機管理体制のさらなる強化のため、区の組織を見直します。

新設前の組織名 新設後の組織名 変更理由

企画経営部
政策企画課・
経営改革推進課

企画経営部
企画経営課

トップマネジメント補佐機能
を強化し、ビルドとスクラッ
プを一体的に進めていくた
め、政策企画課と経営改革推
進課を統合し、企画経営課を
新設します

総務部
施設課
施設更新係

学校施設の計画的な更新を円
滑に進めるため、施設更新係
を新設します

危機管理部
地域防災推進課

危機管理体制強化の観点か
ら、災害発生時に迅速かつ的
確な対応ができる体制の構築
や地域防災活動の支援を進め
ていくため、地域防災推進課
を新設します

文化・スポーツ部
オリンピック・パラ
リンピック推進課

東京2020オリンピック・パ
ラリンピック競技大会の終了
を受け、オリンピック・パラリ
ンピック推進課を廃止します

教育委員会事務局
学校統合推進課
学校統合推進係

望ましい規模の区立中学校の
実現に向けて、南部・西部地
区の区立中学校の統合を進め
るため、学校統合推進係を新
設します

教育委員会事務局
生涯学習課青少年係
・生涯学習課地域教
育支援係

教育委員会事務局
生涯学習課
青少年・地域教育支
援係

青少年教育と地域教育支援活
動を一体的に推進していくた
め、青少年係と地域教育支援
係を統合し、青少年・地域教
育支援係を新設します

問経営改革推進課
（☎5722－9457、フ5722－6134）

4月から区の組織が変わります

都立大学商店街連合会
とりつじん実行委員

三
み

室
むろ

茂
しげる

さん

め

ぐろ
で活躍する人を紹介

ひ
とり

めぐ

vol.8

　八雲通り共栄会商店街に店を構える、45年以上続く
老舗「茶舗大坂や」の店主。お店を構える傍ら、商店
街の各店舗の店主をクローズアップして紹介する「と
りつじん」の制作・配布も務めている。趣味は、ギタ
ー演奏。

プロフィール

と
り
つ
じ
ん
の
フ
ァ
ン
に

な
っ
て
も
ら
え
る
の
が

う
れ
し
い

魅力的なお店の人を紹介する
ガイドブック「とりつじん」

　とりつじんは、都立大学商店街の魅力的なお店の人を
紹介するガイドブックです。都立大のとりつに、マガジ
ンと人を組み合わせて命名しました。商店街を盛り上げ
るため、商店街の若手で作り始めました。最初のメンバ
ーは７人。お互いほとんど顔も知らない関係でしたが、
せっかく作るなら他にはない、独自のガイドブックを作
り、多くの人に読んでもらいたいという熱い思いは同じ
でした。
　そこで注目したのが、都立大学は個人商店が多く、個
性豊かな店主が多いことです。お店の人はその地域にし
かいない唯一無二の存在です。人に焦点を当てたガイド
ブックは珍しく、似顔絵を紹介し、人となりを知っても
らうことでお店に来てもらえるんじゃないかと思い、と
りつじんが誕生しました。

とりつじんを知ってもらいたい

　ガイドブック作成などの会議は閉店後の20時から。
初めは、なかなか意見が出ず、深夜までかかることもあ
りました。似顔絵は、イラストレーターにお店に来ても
らい、話を聞く中で雰囲気や表情などを汲み取り、描い
てもらいます。しかも、一人ひとりを違うイラストレー
ターが描くんです。インタビューは、私たち実行委員が
やりますが、皆素人なので最初は苦戦しました。
　1冊目が完成し、たくさんの人から楽しい、面白いと
好評をいただき、今では6冊を発行、100人を超えると
りつじんを紹介してきました。とりつじんが広まるにつ
れ、私も実行委員になりたい、私のお店も出してほしい
など、立候補者も出てきました。中には、遠方から似顔
絵を描かせてほしいとの依頼もあり、うれしい驚きです。

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。

　より魅力的な区報にしていくため、区民の皆さんの意見をお寄せく
ださい。郵送、Eメールで、広報課区報係（〒153－8573目黒区役所〈住
所不要〉、 kohobosyu@city.meguro.tokyo.jp）へ。

４月からめぐろ区報を
区内全戸にお届けします

問広報課区報係（☎5722－9486、フ5722－8674）

4月からのめぐろ区報

・区内の全戸に配布します
・発行日はこれまでと同じ1日と15日です
・ 全戸配布に3日かかるため、発行日の2日前（日曜日、祝・休日
を除く）から配布を開始します
・ 区内全戸に配布するため、これまでの個別配送サービスを終了
します
・スポーツ情報も掲載します
（めぐろスポーツニュースは終了）

区民の皆さんと一緒に作るめぐろ区報

　めぐろ区報は、これまで新聞折り込みを主として配布していました
が、新聞購読者の減少により、区民の皆さんにきちんと情報をお届け
することが難しくなっていました。
　そこで4月1日号からは、新聞折り込みをやめ、区の腕章を付けた
委託事業者が、区内の全戸にお届けします。配布は各戸の郵便受けに
投函する予定です。区民の皆さんに、これまで以上に、ためになる情
報を分かりやすくお伝えしていきます。

読みたい記事・感想など
皆さんの声をお寄せください

どんなことにも挑戦していき、
さらに大きくしていきたい

　とりつじんの活動は、ガイドブックだけでなく、各店
のプロの技を生かした講座などを開催する「とりつ大学」
という活動もしています。例えば、寺と和菓子屋と茶屋
がチームとなり、寺の本堂で写経体験後にお茶と和菓子
を参加者にふるまうといった体験講座を行ってきました。
活動を通して、寺・和菓子屋・茶屋がつながり、１店だ
けではできないサービスで、お客さんに喜んでもらうこ
とができました。置かれた環境で何ができるかを常に考
え、工夫を凝らしています。3／11からは、VR（仮想現実）
を使った「ヴァーチャル・とりつじん100人展」を開催
します（コード❶）。ぜひ、ご覧ください。
　都立大には、面白くて楽しい
人がたくさんいます。ぜひ、一
度足を運んでいただき、とりつ
じんを片手に商店街を巡って
いただけたらうれしいです。

◀ とりつじんの詳細やヴァ
ーチャル・とりつじん
100人展はこちらから

❶
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