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新聞・パンフレット名 発行 / 発売 刊期 休刊等 八 大 中 セ 守 本 洗 緑 備考 区分

［ あ ］

ART LETTER 目黒区芸術文化振興財団 季刊 刊行中 2004.1(No.6)～ 2年 目黒

エコプラザだより エコライフめぐろ推進協会 月刊 刊行中 2017.4(No.139)～ 目黒

エコプラザニュース エコライフめぐろ推進協会 月刊 改題
2008.2(No.30)～

2017.3(No.137)

「エコプラザだより」に

改題
目黒

エコロめぐろ
目黒区環境清掃部環境

保全課
不定 休刊 2005.3～2012.3 目黒

目黒区ファミリーサポートセン

ターおたよりを見よ
目黒

OMAKE No いっぽ
OMAKE No いっぽ編集

委員会
不定 刊行中 No.1～（図書扱い） 目黒

［ か ］

解放新聞 解放新聞社 週刊 刊行中 2か月 一般

解放新聞 東京版 解放新聞社東京支局 月2 刊行中 2年 一般

Kaleidoscope MEGURO 目黒区国際交流協会 隔月 刊行中
2017.7(Vol.1)～

2020.3(Vol.17)
目黒

きょういく広報 目黒区教育委員会 年2 刊行中 1980.2(No.33)～ 2年 2年 目黒

教育庁報 東京都教育庁 月刊 中止
1996.1(No.391)～

2009.3(No.550)
紙媒体の発行中止 一般
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きらきら情報
目黒区女性情報センター

資料室
月刊 休刊 No.21～83 目黒

きらきら情報ミニ版
目黒区女性情報センター

資料室
月刊 休刊

1996.7(No.4)～

2002.3(No.71)
目黒

区政会館だより
特別区人事厚生事務組

合［ほか］
月刊 刊行中 5年 1年 1年 一般

広報けいしちょう 警視庁総務部広報課 月刊 刊行中 2年 2年 一般

広報椎の木 目黒法人会 季刊 刊行中
5年 2016.1(No.167)

～2018.4(no.176)
目黒

広報とうきょう消防 東京消防庁 年2 刊行中
2年 2017.5(No.25)

～
一般

広報東京都
東京都生活文化局広報

公聴部公聴課
月刊 刊行中 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 一般

広報東京都 デイジー版
東京都生活文化局広報

公聴部公聴課
月刊 刊行中 1年 1年 1年 1年 1年 一般

広報めぐろ 目黒区企画経営部広報課 改題 永年 ～2002.12 「めぐろ区報」に改題 目黒

広報めぐろ縮刷版 目黒区企画経営部広報課 刊行中 1948～（図書扱い） 目黒

公明新聞 公明党機関紙委員会 日刊 刊行中 1か月 一般

［ さ ］

Cycle Recycle リサイクルめぐろ推進協会 年2 休刊
1995.8(No.1)～

2004.3(No.24)
目黒

在宅福祉サービスセンターだより
目黒区社会福祉協議会在

宅福祉サービスセンター
年4 刊行中 2006.4春～ 目黒
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自然通信員だより みどりと公園課みどりの係 不定 刊行中 2013.2(No.49)～ 2年 目黒

GTニュース 中目黒GT全体管理組合 季刊 休刊
2003.4(No.2)～

2013.10(No.44)
目黒

社会新報
日本社会民主党全国連

合機関紙宣伝局
週刊 刊行中 2か月 一般

自由が丘新聞
自由が丘商店街振興組

合
月刊 刊行中 1987.5～ 2年 目黒

週刊碁 日本棋院 週刊 刊行中 6か月 一般

週刊読書人 読書人 週刊 刊行中 2か月 一般

住宅新報 住宅新報社 週刊 刊行中 2か月 一般

自由民主 自由民主党本部 週刊 刊行中 2か月 一般

商工だより・めぐろプログレス
目黒区産業経済部産業

経済課
季刊 休刊

1991.8(No.59)～

2012.3(No.141)
目黒

城南展望 城南展望社 月刊 刊行中
1990.5.15(No.157

)～
2年 2年 2年 目黒

小Ｐ連だより 目黒区小学校PTA連合会 不定 刊行中
2003.10(No.54)～

2013.3(No.73),2019.

3~

目黒

消防めぐろ 目黒消防署 年3 刊行中 1994.2(No.283)～ 目黒

シルバーめぐろ 目黒区シルバー人材センター 年3 刊行中 2001.4(No.210)～ 目黒

しんぶん赤旗 日本共産党中央委員会 日刊 刊行中 1か月 一般
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新聞・パンフレット名 発行 / 発売 刊期 休刊等 八 大 中 セ 守 本 洗 緑 備考 区分

［ た ］

竹の子 目黒区老人クラブ連合会 年2 刊行中 5年 目黒

たけのこスポーツ 目黒区教育委員会 年3 刊行中 No.1～ 2年 目黒

たけのこタウン 目黒区住宅・街づくりセンター 季刊 休刊
2002.1(No.1)～

2016.3(No.48)
合冊版の図書もあり 目黒

ダッシュ NPO法人目黒体育協会 不定 刊行中 2014.7(No.36)～ 目黒

ターミナル インターネット対応エ

リア情報紙
ターミナル企画 季刊 刊行中 1999.9創刊号～ 1年 目黒

地域と人権 全国地域人権運動総連合 月刊 刊行中 2か月 一般

地域と人権 東京版
東京人権と生活運動連

合会
月刊 刊行中 2年 一般

中P連だより 目黒区中学校PTA連合会 不定 刊行中
1995.7(No.21)～

2009.1(No.47),2019.

3～

目黒

つどい めぐろ歴史資料館・文化財

だより
めぐろ歴史資料館 年刊 刊行中 2010.3(No.1)～ 目黒

てって めぐろ社協だより 目黒区社会福祉協議会 不定 刊行中 2008.6(No.79)～ 2年
No.77

～
2年 目黒

でんどうタイムズ 目黒区高齢者センター 月刊 刊行中 2014.1(No.58)～ 2年 目黒

東急沿線新聞 沿線新聞社 月3 休刊 1985.4～2001.3 目黒

東京いきいき通信
東京都後期高齢者医療

広域連合
年2 刊行中 2年 一般
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東京くらしねっと
東京都消費生活総合セ

ンター
月刊 刊行中 5年 1年 1年 一般

東京国立博物館ニュース 東京国立博物館広報室 隔月 刊行中 2年 一般

TOKYO人権 東京都人権啓発センター 季刊 刊行中 2年 一般

東京都中小企業の景況 東京都商工指導所 月刊 刊行中 5年 一般

東京都の賃金、労働時間及び雇用

の動き

東京都総務局統計部人

口統計課
月刊 休刊 5年 ～2016.12 一般

とうきょうの教育 （小学生版）

（中学生版）

東京都教育庁総務部教

育情報課
年3 刊行中 5年 1年 1年 一般

東京の障害者スポーツ
東京都障害者スポーツ協

会
隔月 刊行中 2年 一般

とうきょうの地域教育 東京都教育委員会 隔月 刊行中 5年 一般

東京の文化財
東京都教育庁生涯学習

部文化課
年3 刊行中 2年 1年 1年 一般

東京のまちづくり 東京都建設局 隔月 刊行中 2年 1年 1年 一般

とうきょうの労働 東京都労働経済局 月刊 刊行中 2年 1年 一般

TOKYO PAPER for Culture アーツカウンシル東京 年4 休刊
5年 No.001～

016(2017春)
一般

都議会だより 東京都議会広報課 年5 刊行中 5年 2年 2年 2年 2年 2年 一般

図書新聞 図書新聞社 週刊 刊行中 2か月 一般
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都政新報 都政新報社 半週刊 刊行中 6か月 一般

［ な ］

日本食糧新聞 日本食糧新聞 週3 刊行中 1か月 一般

日本聴力障害新聞 全日本ろうあ連盟 日刊 刊行中
1988.4

～
一般

ニュース東京の下水道 東京都下水道局 季刊 刊行中 2年 1年 一般

［ は ］

俳句文学館 俳人協会 月刊 刊行中 1年 一般

福祉保健
東京都福祉局総務部総

務課
月刊 刊行中 2年 2年 一般

福祉めぐろ 目黒区社会福祉協議会 改題
1996.1(No.34)～

2003.3(No.63)

「目黒区社会福祉協議

会だより」に改題
目黒

不登校新聞 全国不登校新聞社 月2 刊行中 6か月 一般

平和文化 広島平和文化センター 年3 刊行中 1年 一般

ほ・ねっとめぐろ通信
目黒区子ども家庭支援セ

ンター
不定 休刊 No.1～23 目黒

ボランティアめぐろ
めぐろボランティア・区民活

動センター
月刊 刊行中 2008.11～ 2年 2年 2年 目黒

ボランティア求む！ 目黒区社会福祉協議会 月刊 休刊 1999.4～2004.11 目黒
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［ ま ］

街ing（マーチング） 目黒区都市整備公社 年2 休刊
1991(No.1)～

2001.1(No.23)
目黒

MONTHLY MEGURO 目黒区企画部広報課 月刊 改題 1988.7～2012.3
「Meguro City

News」に改題
目黒

MIFA NEWS 目黒区国際交流協会 月刊 刊行中 1996.11～ 2年 2年 目黒

見守りめぐねっと ねっとわーく通

信

目黒区健康福祉部地域

ケア推進課
年2 刊行中 2013(No.8)～ 目黒

民児協だより めぐろ
目黒区民生児童委員協

議会
年1 中止

2014(No.12)～

2019(No.17)
目黒

めぐろアイネット通信 目黒区社会福祉協議会 月刊 休刊 1997.4～2002.10 目黒

目黒華人月刊報 目黒区総務部国際室 月刊 休刊
1997.11(No.8)～

2000.2(No.27)
目黒

めぐろ区議会だより 目黒区議会事務局 不定 刊行中
永年 '65(No.5)～

（図書扱い）
2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 目黒

目黒区社会福祉協議会だより 目黒区社会福祉協議会 年3 改題
2003.5(No.64)～

2008.2(No.78)
「てって」に改題 目黒

目黒区シルバー人材センターだよ

り
目黒区シルバー人材センター 月刊 改題

1990.8(No.80)～

2001.3(No.209)

「シルバーめぐろ」に改

題
目黒

目黒区青少年委員だより かけはし 目黒区青少年委員会 年2 休刊
1990.7(No.38)～

2001.7(No.60)
目黒

目黒区ファミリーサポートセン

ターおたより

目黒区ファミリーサポートセ

ンター
月刊 休刊

2001.8(Vol.11)～

2016.5(Vol.48)
目黒

めぐろ区報 目黒区企画経営部広報課 月3 刊行中 永年 2003.1～ 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 目黒
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めぐろ区報 製本版 目黒区企画経営部広報課 刊行中 2003～図書扱い 目黒

めぐろ区報 デイジー版 目黒区企画経営部広報課 月刊 刊行中 10年 2012.7～ 目黒

「めぐろ支え合い通信」生活支援

体制整備事業

目黒区介護保険課地域

支援事業推進係
年2 刊行中 2019.1(Vol.01)～ 目黒

Meguro City News 目黒区企画部広報課 隔月 休刊 2012.4～2016.4 目黒

めぐろ消費者にゅうす：シグナル 目黒区消費生活センター 季刊 刊行中 1996.3(No.1)～ 2年 2年 目黒

めぐろ新鮮生涯学習情報 目黒区教育委員会 月2 休刊 No.1～No.336 目黒

めぐろスポーツニュース
目黒区文化・スポーツ振

興課
月刊 刊行中 2016.4(No.1)～ 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 目黒

めぐろ青少協だより 目黒青少年問題協議会 年刊 刊行中 No.58～ 2年 目黒

目黒清掃工場だより
東京二十三区清掃一部事

務組合目黒清掃工場
年2 休刊

2005.5(No.14)～

2017.3(No.38)
目黒

目黒線浴線 ASA小山 月刊 休刊
2001.8.6～

2003.8.27
目黒

目黒図書館友の会運営委員会通信 目黒図書館友の会 不定 刊行中
2011.4(No.1)～

2015.3
目黒

目黒図書館友の会ニュース 目黒図書館友の会 隔月 刊行中 No.1～No.30 目黒

めぐろTribune 東京商工会議所目黒支部 年刊 改題 No.1～7
「めぐろTribune通

信」に改題
目黒

めぐろTribune通信 東京商工会議所目黒支部 年刊 休刊
1998.4(No.1)～

2001.2(No.12)
目黒
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目黒UNESCO 目黒ユネスコ

ショートニュース
目黒ユネスコ協会 季刊 刊行中

5年

2016.11(No.321)

～

目黒

［ ら ］

立憲民主 立憲民主党 月刊 刊行中 2か月 一般

リビング山の手 サンケイリビング新聞社 隔週 刊行中 1年 一般

［ わ ］

WAKAZO 青少年プラザ 不定 刊行中 2年 2年 目黒

新-11-


