
★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

9令和4年（2022年）10月1日号　めぐろ区報

〈10面へ続く〉

↗ または②、参加人数を
記入）で、10月2〜6
日（消印有効）に、目黒
区職員組合（〒153−
8573目黒区役所〈住所不要〉）へ
問めぐろわくわく子どもまつり実行
委員会（☎3713−7097）

公園のしぜんあそびを伝授！！
～ちびっこあつまれ
時11月20（日）①10：00〜10：45②
11：00〜11：45。雨天時は23日
場中目黒公園（中目黒2−3−14）
内草花などを使った遊びほか
対3〜6歳の子どもと保護者
定各8組（抽選）
申往復ハガキに、記入例❶〜❺、希
望時間①または②を書いて、11月1
日（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

小・中学校夏休み優秀作品展
　区立小・中学校の児童・生徒が、
夏休みに自由研究等で作成した絵や
粘土、研究成果などのう
ち、優秀なものを、10
月20日から、区Ｈ（コー
ド⓫）でご覧になれます。
問めぐろ学校サポートセンター（☎
3715−1531）

スポーツ

スタートとターンの基礎講習会
時10月27日（木）18：30〜20：30
場区民センター屋内プール（目黒2
−4−36）
対18歳以上で25m以上泳げるかた
定35人（先着）
￥保険料など1,000円
後援 目黒区
申Eメールに、記入例❶〜❻、スタ
ート台からの飛び込み経験の有無、
泳力（水泳大会の出場が、未経験
〜数回は初級、5〜10回は中級、
10回以上は上級）を書いて、10
月1〜23日に、目黒区水泳連盟
（Ｍmeguro-swim@m02.itscom.
net）、または総合庁舎本館5階ス
ポーツ振興課スポーツ事業係（☎
5722−9695）の窓口へ

お知らせ

八ヶ岳林間学園の臨時休園
　設備工事のため、12月1〜27日
は、臨時休園します。
問学校運営課学校事業支援係（☎
5722−9310）

碑住区センターなどの臨時休
館を延長します
　児童館などの整備工事のため、5
年3月31日まで、休館を延長します。
住区センター窓口は開設予定です。
対①碑住区センター②碑老人いこい

子

⓫

時10月5日まで
場総合庁舎本館6階地区整備課、都
都市整備局都市計画課

〈意見書の提出〉
 記入例❶〜❹、意見（書
式自由）を書いて、10月
5日（消印有効）までに、
都都市整備局都市計画課（〒163−
8001新宿区西新宿2−8−1、☎5388
−3213）へ郵送または持参。詳細
は都Ｈ（コード⓬）をご覧ください。

介護保険料納付書の送付
　65歳以上で納付方法が納付書払
いのかたに、10〜12月分の納付書
を、10月12日から順次送付します。
問介護保険課介護保険資格・保険料
係（☎5722−9845）

国民健康保険料納付書の送付
　11月中旬に、11月〜5年3月期分
の納付書を送付します。
問国保年金課資格賦課係（☎5722
−9810）

環境報告書（めぐろの環境）を
発行しました
　環境保全施策の実施状況や成果指
標の評価、重点的に取り組むテーマ
の実施状況などを掲載しています。
　本編と概要版は総合庁舎本館1階
区政情報コーナー・6階環境保全課、
目黒区エコプラザで、概要版（本編
は閲覧のみ）は地区サービス事務所
（東部を除く）、住区セン
ター、図書館で配布する
ほか、区Ｈ（コード⓭）で
ご覧になれます。
問環境保全課環境計画係（☎5722
−9356）

区立中学校案内「めぐろの
中学校」を配布しています
　区立中学校の魅力を紹介するため、
各校の教育方針や特色、隣接中学校
希望入学制度などを掲載した冊子を
作成しました。冊子は区立小学校の
3〜6年生に配布するほか、総合庁
舎本館1階区政情報コーナー・5階
学校運営課、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、図書館で配布しています。
問学校運営課学事係（☎5722−
9304）

献血にご協力ください
時10月18日（火）10：00〜15：30
（11：45〜13：00を除く）
場めぐろ青色申告会館（中目黒5−
28−3）

問一般財団法人めぐろ青色申告会
（☎3713−1141）。希望者は当
日会場へ

都最低賃金が改正されました
　10月1日から、時間額が1,072円
に改正されました。
問東京働き方改革推進支援センター
（ふ0120−232−865）

⓬

高

⓭

子

￥指定S席8,500円、A席7,000円、自
由席5,500円、小〜大学生2,500円
後援 目黒区
申申込先Ｈ（コード❽）、
電話で、卍（まんじ）プ
ロジェクト（☎6421
−1206）へ

目黒区文化祭
めぐろパーシモンホール大ホール
（八雲1－1－1 区民キャンパス内）
音楽祭 10月8日（土）

13：30〜17：00
洋舞祭 10月22日（土）

16：00〜17：30
日本舞踊大会 10月29日（土）

13：30〜17：30
合唱祭 11月12日（土）

12：00〜17：00
めぐろパーシモンホール小ホール

吟剣詩舞道大会 11月3日（祝）
10：00〜16：30

演劇祭 11月5日（土）
9：30〜15：00

区民センターホール
（目黒2－4－36 区民センター内）
民謡大会 10月16日（日）

10：30〜16：30

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

プレパパ・プレママ＆ベビ
ーのつどい
時10月15日・11月19日・12月17
日の土曜日13：30〜15：00
場子育てサロンコッコロ（柿の木坂
2−27−21）
対妊娠中のかた（会議アプリZoom
でのオンライン参加可）、6カ月
までの乳児の保護者
定各4組（先着）
後援 目黒区
申申込先Ｈ（コード❾）、
電話で、子育てサロン
コッコロ（☎6421−1122）へ

シェイクスピアレッスン
時10月19日〜11月16日の毎週水
曜日19：00〜21：00（全5回）
場区民センター社会教育館（目黒2
−4−36）
内シェイクスピアを読む演劇ワーク
ショップ
師俳優　牛尾穂積氏
定15人（区内在住・在勤・在学のか
たを優先して抽選）
￥参加費など2,900円程度
後援 目黒区教育委員会
申往復ハガキ・FAX・Eメールに、記
入例❶〜❹を書いて、10月12日（必
着）までに、NPO法人劇団メグロ
コミュニティシアター（〒152−
0002目黒本町4−20−7、☎090
−6941−5123、Ｆ3712−6891、
Ｍmctmeguro@gmail.com）へ

めぐろわくわく子どもまつり
時10月30日（日）①10：30〜12：00
②13：30〜15：00
場鷹番小学校（中央町1−20−26）
内パフォーマンス、ダンスほか
定各100人（抽選）
申問い合わせ先Ｈ（コード❿）、往復
ハガキ（記入例❶〜❺、希望時間①

❽

子

❾

子

❿

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）

めぐろパーシモンホール大ホ
ール・小ホールの利用休止
　改修工事のため、5年11月6日〜
6年1月6日は利用できません。練習
室などの利用、利用申し込みは受け
付けます。
問文化・交流課文化・観光係（☎
5722−9553）

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）

10月14日（金）�
18：00〜21：00・�
総合庁舎本館4階�
特別会議室

❷�住宅政策審議会
問�住宅課居住支援係
（☎5722−9878、
Ｆ5722−9325）

10月18日（火）�
14：00〜16：00・�
総合庁舎本館5階�
第4委員会室

❸�男女平等・共同参
画審議会

問�人権政策課男女平
等・多様性推進係
（☎5722−9214、
Ｆ5722−9469）

10月18日（火）�
15：00〜17：00・�
総合庁舎本館地下�
1階第13会議室

❹�防災会議
問�地域防災推進課
（☎5722−9164）

10月20日（木）�
15：00〜16：00・�
総合庁舎本館4階�
政策会議室

❺�生涯学習推進協議
会

問�生涯学習課生涯学
習 係（ ☎5722−
9314、Ｆ3715−
3099）

10月28日（金）�
18：30〜19：30・�
青少年プラザ（中目
黒2−10−13　中
目黒スクエア内）

※�傍聴希望者は❷〜❺は当日会場へ。❶
はお問い合わせください

※�手話通訳希望者は❶❷❸10月5日❺10
月13日までに予約

不動産無料相談会
時10月11日（火）10：30〜16：00
場総合庁舎本館1階西口ロビー
共催 目黒区
問公益社団法人全日本不動産協会
（☎5480−6421）。希望者は当
日会場へ

インボイス制度説明会
時10月13日（木）①10：00〜10：50
②13：30〜14：20、10月31日（月）
③10：00〜10：50④13：30〜
14：20
場目黒税務署（中目黒5−27−16）
内①②消費税のインボイス制度登録
申請手続きの説明③④消費税の仕
組みを解説
定各20人（先着）
申10月1日から、電話で、①②10
月6日③④10月25日までに、目
黒税務署（☎3711−6251）へ

行政書士無料相談会
時10月19日（水）10：00〜16：00
場総合庁舎本館1階西口ロビー
後援 目黒区
問東京都行政書士会目黒支部（☎
5453−3866）。希望者は当日会
場へ

下目黒一丁目における用途地
域変更（案）の縦覧・意見募集

〈縦覧〉


