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★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

〈11面から続く〉 申❶は電話、❷は区Ｈ（コ
ード⓱）で、9月15〜30
日に、保健予防課保健
サービス係（☎5722
－9503、Ｆ5722－9508）へ

親子食育セミナー
「幼児食と歯みがき」
時10月12日（水）10：00〜11：00
場総合庁舎本館3階保健予防課
内幼児期の栄養についての講話と歯
みがきの練習

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Ｈ（コード⓲）で、9
月15〜30日に、保健
予防課保健サービス係
（☎5722－9503）へ

妊婦ごはんとオーラルケア
時10月20日（木）13：30〜15：00
場碑文谷保健センター（碑文谷4－
16－18）
内妊娠中に取りたい栄養とレシピの
実演、口のトラブルやセルフケア

師歯科医師　呂英美氏ほか
対妊娠中のかた
定16人（先着）
申区Ｈ（コード⓳）で、9
月15日〜10月10日に、
碑文谷保健センター保
健サービス係（☎3711
－6446）へ

区民公開講座
「高齢者の転倒予防」
時10月8日（土）14：00〜16：00
場めぐろパーシモンホール（八雲1
－1－1　区民キャンパス内）

師日本転倒予防学会初代理事長　武
藤芳照氏ほか

定100人（先着）
後援 目黒区
申ハガキ・Eメールに、記入例❶〜
❺を書いて、9月15〜26日（必着）
に、目黒区医師会（〒152－0004
鷹番2－6－7、Ｍkouenkai@cd.
wakwak.com、☎3714－2101）
へ

人材募集

区職員（技能Ⅵ）募集
採用予定日　5年4月1日　勤務場所　
清掃事務所　職務内容　ごみ収集作
業・排出指導ほか　応募資格　採用
日現在35歳未満で、日本語で業務
のできるかた（国籍不問）　募集人数　
若干名　選考予定日　10月30日　
選考方法　試験・作文選考後、面接・
体力測定
申採用選考実施要項（総合庁舎本館
1階区政情報コーナー・4階人事
課、地区サービス事務所〈東部を
除く〉、行政サービス窓口で配布）
に添付の申込書を、10月7日（必
着）までに、人事課人事係（☎
5722－9650）へ郵送または持参
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目黒区エコプラザリサイクル
ショップの一時利用休止
　10月24日〜11月19日は、工事
のため、休止します。なお、寄附に
ついて、10月1〜22日は、秋冬衣
類のみ受け入れ可能です（問い合わ
せ先へ予約が必要）。
問目黒区エコプラザ（☎5721－2300、
Ｆ5721－2316）

まちづくり懇談会の中止
　今年度の区民と区長のまちづくり
懇談会は、感染状況を考慮し、中止
します。
問区民の声課（☎5722－9416）

会議を公開します

会議名 日時・会場

❶都市計画審議会
問�都市計画課庶務係
（☎5722－9197、
Ｆ5722－9338）

9月29日（木）�
10：00〜12：00・�
総合庁舎本館4階�
政策会議室

❷�地域福祉審議会計
画改定専門委員会
問�健康福祉計画課保
健福祉計画係（☎
5722－9406、
Ｆ5722－9347）

10月4日（火）�
18：00〜19：30・�
総合庁舎本館地下�
1階第18会議室

❸青少年問題協議会
問�生涯学習課青少年・
地域教育支援係
（☎5722－9279、
Ｆ3715－3099）

10月7日（金）�
14：00〜15：00・�
総合庁舎本館4階�
特別会議室

❹�障害者差別解消支
援地域協議会
問�障害施策推進課
（☎5722－9848、
Ｆ5722－6849）

10月7日（金）�
18：00〜20：00・�
中目黒GTプラザホ
ール（上目黒2－1
－3）

❺�障害者自立支援協
議会
問�障害施策推進課
（☎5722－9848、
Ｆ5722－6849）

10月14日（金）�
18：00〜20：00・�
中目黒GTプラザホ
ール

❻地域保健協議会
問�健康推進課健康づ
くり係（☎5722－
9586、Ｆ5722－
9329）

10月19日（水）�
13：30〜14：30・�
学校サポートセンタ
ー（中目黒3－6－10）

※傍聴希望者は当日会場へ
※�手話通訳希望者は❶9月20日❷9月26
日❸9月22日❹9月27日❺10月4日❻
10月5日までに予約
※�❷の保育希望者（未就学児）は9月26日
までに予約

マザーズハローワーク出張
相談会
時10月から毎月第2水曜日10：00
〜11：00（1人30分程度）
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）
内仕事の探し方、応募書類の書き方・
面接対策ほか
相談員 マザーズハローワーク東京
就職支援ナビゲーター
対仕事と家庭の両立を目指す、就職
希望者（独身可）
定各2人（先着）
申電話、FAX（記入例❶〜❺を記入）
で、相談日の1カ月前から前の週
の金曜日までに、男女平等・共同
参画センター（☎5721－8570、
Ｆ5721－8574）へ

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制度

　国民健康保険と後期高齢者医療制
度に加入し、給与などを受けている
かたを対象に、新型コロナウイルス
感染症に係る傷病手当金があります。
詳細は、区Ｈ（国民健康
保険はコード⓭後期高齢
者医療制度はコード⓮）
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）、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、
IP電話は☎3222－4496）

インボイス制度説明会
課税事業者

日時 場所 定員
（先着）

❶�10月13日（木）�
9：40〜11：40

めぐろパーシモ
ンホール（八雲
1－1－1　区民
キャンパス内）

100人

❷�10月20日（木）�
9：40〜11：40

中目黒GTプラ
ザホール（上目
黒2－1－3）

75人

❸�10月25日（火）�
18：00〜19：30

めぐろ青色申
告会（中目黒5
－28－3）

30人

免税事業者

日時 場所 定員
（先着）

❹�11月2日（水）�
9：40〜11：40

めぐろパーシ
モンホール 100人

❺�11月11日（金）�
18：00〜19：30

めぐろ青色申
告会 30人

❻�11月15日（火）�
9：40〜11：40

中目黒GTプラ
ザホール 75人

￥教材費など500円（めぐろ青色申
告会会員は無料）
後援 目黒区ほか
申電話、FAX・Eメール（記入例❷
〜❹と希望日時❶〜❻を記入）で、
一般財団法人めぐろ青色申告会
（☎3713－1141、Ｆ3713－1185、
Ｍme-aoiro@violin.ocn.ne.jp）
へ

区営住宅の入居者募集
募集住宅（戸数） 単身用（1戸）、1
〜2人用（9戸）、2人以上用（6戸）、
3人以上用（9戸）、車椅子使用者世
帯用（1戸）
応募資格 区内に1年以上在住し住
宅に困窮している、所得基準内の世
帯。他にも要件あり
申募集案内（10月3〜14日に、総合
庁舎本館1階西口ロビー・6階住
宅課、別館6階公営住宅の窓口、
地区サービス事務所〈東部を除く〉、
目黒駅行政サービス窓口で配布。
問い合わせ先Ｈ〈コード⓯〉で閲覧
可）に折込の申込書を、10月19
日（必着）までに、専用
封筒で目黒郵便局（〒
152－8799目黒本町
1－15－16）へ郵送

⓭

⓮

⓯

問公営住宅の窓口（☎3715－1871）

固定資産税・都市計画税第2
期分の納期は9月30日です
（23区内）

　従来の納付方法のほか、スマート
フォン決済アプリもご利用になれま
す。なお、新型コロナウイルス感染
症の影響により納税が困難な場合は、
ご相談ください。
問目黒都税事務所徴収課（☎5722
－8714）

保健衛生

50歳以上胃がん検診�
（9～12月受診分）
場区内実施医療機関
内胃X線検査（バリウム）または胃内
視鏡検査
対昭和48年3月31日以前生まれの
区内在住者。ただし、次のかたを
除く①令和3年度に区の胃がん検
診を受診②勤務先・家族検診など
で同検査が受けられる③胃の治療
中ほか。詳細はお問い合わせくだ
さい
申区Ｈ（コード⓰）、電話
で、10月11日までに、
健康推進課成人保健係
（☎5722－9589、Ｆ
5722－9329）へ

インフルエンザ予防接種�
（高齢者・子ども）
実施期間 10月1日〜5年1月31日
〈高齢者〉
内①65歳以上の区内在住者へ予診
票を9月下旬に送付。希望者は予
診票を持参し医療機関へ②60〜
64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の
機能、ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫機能の障害があり、身体障
害者手帳1級程度の区内在住者は
お問い合わせください
￥無料（23区内の実施医療機関の
み）

〈子ども（任意接種）〉
内①6カ月〜12歳は2回まで②13歳
〜中学3年生は1回まで、実施期
間内に区内実施医療機関で受ける
接種について、1回1,000円を助
成。予診票は実施医療機関に設置
問保健予防課予防接種係（☎5722
－7047、Ｆ5722－9508）

みんなの栄養相談
❶�糖尿病・高血圧・脂質異常症など
の生活習慣病の栄養相談
時10月3日（月）①9：15②10：15
③11：15から（各30分程度）
対区内在住・在勤者
❷乳幼児の食事相談
時10月3日（月）①13：15②14：15
③15：15から（各30分程度）
対区内在住の乳幼児の保護者
定各1人（先着）
●❶●❷共通
場総合庁舎本館3階保健予防課
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