
 

 

医療提供体制等の強化

4月号は3月18日時点の情報に基づき作成しています。

変異株検査実施割合

感染症対策の拠点 東京 CDC

  東京都の今後の取り組み 新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けた取り組みを行っています。

東京iCDC（東京感染症対策センター）は、東京における感染症対策を担う常設の司令塔として設置されました。
医師や研究者など感染症対策の専門家から成り、科学的根拠や最新の知見に基づき

都への提言や、都民に対する分かりやすい情報発信を行っています。

知事と賀来満夫専門家ボード座長

●医療機関･高齢者施設等でのクラスター発生予防
　2月から高齢者施設や障害者施設等を対象に、 従事職員等に対する
集中的検査を実施しているほか、日本財団の協力も得て、高齢者施設
で広く検査を実施しています。また、医療機関や高齢者施設の施設職
員や患者等を対象に定期的な検査を幅広く行うよう、保健所と連携し
ています。
●繁華街での感染再拡大の予兆を探知

　人との接触機会が多い繁華街など特定の地域において、感染拡大
の予兆を早期に探知するため、飲食店従事者等を対象に、定期的に
PCR検査等を実施する体制を構築していきます。

戦略的検査の展開
変異株の早期探知のために検査規模を拡充

▶︎民間検査機関での検査をできる限り拡大
　•PCR検査全体の約93％を占める民間検査機関と調整
▶︎東京都健康安全研究センターでの検査増
　•保健所から東京都健康安全研究センターへ持ち込む検体数を増強

変異株 P C R 検 査 の 拡充
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約１０％
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約25％
(4月上旬目途)

さらに拡大

　今後、第3波を上回る事態に備え、体制を強化

福祉保健局感染症対策部　☎03-5320-4254　お問い合わせ
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広報東京都　　　検索

716万1,316世帯　人口1,395万2,915人
（男：685万5,126人　女：709万7,789人）
＊参考：外国人数 54万8,880人

世帯と人口 3年2月1日現在の推計

東京都のホームページ▶https://www.metro.tokyo.lg.jp/　　都庁の代表電話▶☎03-5321-1111
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新しい働き方の定着に向けて ！
春のスムーズビズ実践中

キャリアデザインを知る
サイトオープン

町会･自治会の活動を支援 ！
｢地域の底力発展事業助成｣の募集

新型コロナウイルス感染症
に対応した支援･対策0
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東京 iCDC専門家ボード
令和 3（2 0 21）年１月

自宅療養をする方へ

同居の方へ

［ 第 1 版 ］

新型コロナウイルス感染症
自宅療養者向けハンドブック

お問い合わせ

　　「なりすまし」に注意！
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　▶▶▶ 1面の続き 

自宅療養者向けハンドブックの作成

新型コロナウイルス感染症に対応した支援･対策

消毒用アルコールは正しく取り扱いましょう
　新型コロナウイルス感染症対策として、消毒用アルコールを使用する機会が増えていま
すが、取り扱いを誤ると火災を引き起こす恐れがあります。使用前に容器に記載の注意事
項を確認するとともに、次の点に気をつけましょう。

　消毒用アルコールによる引火の危険性等についてはホームページをご覧ください。
　　　　　　　 東京消防庁危険物課　☎03-3212-2111（内線4826）

外国人の生活相談窓口 
｢東京都多言語相談ナビ（TMC Navi）｣
　｢東京都多言語相談ナビ（T

ティーエムシー

M C N
ナ ビ

avi）｣の体制を強化し、外国人等の新型コロナウイル
スを原因とするお金や仕事、病気などの不安や相談に対応します。

対応言語：やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、
スペイン語、ポルトガル語　ほか
◦その他の言語については、後日ホームページ上でお知らせします。

 〈TMC Naviについて〉東京都つながり創生財団　☎03-6258-1226　  
〈TOCOSについて〉生活文化局地域活動推進課　☎03-5320-7738

新型コロナウイルスワクチンの 
接種について
　新型コロナウイルス感染症の発症を予
防し、感染拡大防止を図るため、政府の指
示のもと、区市町村がワクチンの接種を
実施します。

接種時期
　3月から、都内の医療従事者等への優先接種が行われてお
り、4月からは高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進
めていく予定です。詳しくは、お住まいの区市町村にお問い合
わせください。
接種費用
　全額公費負担のため無料で接種できます。

福祉保健局防疫･情報管理課　☎03-5320-4302　

東京都消費生活総合センター  ☎03-3235-1155
　　　　　　　　　　　　　　  9時〜17時、 ･ 除く 

最寄の警察署か警察相談専用電話  ☎＃9110 3月31日までのご相談は｢東京都外国人新型コロナ生活相談センター
（T

ト コ ス

OCOS）｣ 0120-296-004（10時〜17時 除く）へ。

◦消毒用アルコールは蒸発しやすく、燃えやすい性質があるため、喫煙
の時やコンロなど火を扱う場所の近くでは使用しない
◦蒸気は低い所にとどまる性質があるため、詰め替えの際は通気性の
良い場所や換気が行われている場所で行う
◦直射日光が当たるなど、高温になる場所での保管を避ける

お問い合わせ

東京iCDCのこれまでの活動

福祉保健局感染症対策部　☎03-5320-4254

　入院患者の蓄積データから重症化リスクや後
遺症を解析し、20代や30代の方でも重症化し
たり、長く後遺症に悩まされるケースがあるこ
とが分かってきています。将来的な予防策や治
療法の開発に役立てることを目指し、研究を続
けています。

症例データの解析と後遺症の研究
感染症診療チーム 感染制御チーム

　新型コロナウイルス感染症と診断され
た自宅療養者と同居者が、自宅療養中に
気を付けることをイラストを用いて分か
りやすくまとめたハンドブックを作成し
ました。冊子は療養中に必要な食料品等
と合わせて配布しています。

　スマホのGPS移動パターンから、都内7カ
所の主要繁華街にレジャー目的で移動･滞留
したと推定されるデータを抽出し、感染リス
クなどを解析しています。夜間滞留人口の継
続的モニタリングを行い、リバウンド兆候の
探知につなげていきます。

滞留人口モニタリング
疫学･公衆衛生チーム

東京iCDC専門家ボードの構成

感染リスクの分析･評価等

疫学･公衆衛生チーム

家庭、職場等さまざまな場面に応じ
た感染防止対策の検討

感染制御チーム

　東京iCDCは分野ごとの専門家による「東京iCDC専門家ボード」が主体となっています。専門家ボードはチームに分かれ、調査分析や
情報収集･発信などそれぞれの目的に応じた機能を担っています。　

検査･診断体制充実に向けた対策

検査･診断チーム

重症患者の症例分析等に基づく対
策の検討

感染症診療チーム

情報発信、情報収集、調査･分析等

リスクコミュニケーションチーム

ウイルスの制御に関するさまざまな
情報の収集、知見の応用等

研究開発チーム

ウイルスの伝
でん
播
ぱ
性･病原性･遺伝子

変化等の解析･検討

微生物解析チーム

感染症対策を担う人材の育成

人材育成チーム（設置予定）

東京iCDC note 検 索東京iCDCの詳しい活動はnoteで紹介しています。

東京都多言語相談ナビ（TMC Navi）　※4月1日から対応
☎03-6258-1227　10時〜16時（ 除く）
お困りの方がいたら、教えてあげてください。

困ったときは一人で悩まずご相談ください

行政機関がワクチン接種のために電話や
メールでお金や個人情報を求めることは 
ありません。



取り組み  　

〈スムーズビズについて〉 都市整備局都市基盤部　☎03-5388-3329　https://smooth-biz.metro.tokyo.lg.jp/
〈テレワークの推進について〉 産業労働局労働環境課　☎03-5320-4657　〈「TOKYOテレワークアプリ」について〉産業労働局労働環境課　☎03-3868-3401

お問い合わせ

Topics／都政ニュース 3
令和3年（2021年）4月1日　第908号

※電話番号を間違えないようにお願いします

は 「WEB広報東京都」からアクセス!　広報東京都　　　検索 ※バックナンバーもあります

※ ＝問い合わせ先、 ＝申し込み先、 ＝ホームページ、 ＝ファクス、 ＝フリーダイヤル、♦＝「ホストシティTokyoプロジェクト」事業

支　援

感染症に対応した支援

まで

3年度の主な変更点
※1   見守り対象を高齢者から、子供や子育て世帯等にも拡大します！
  事業の例／多世代交流サロン、子供食堂の開催　など
※2  デジタル機器が苦手な方向けの支援事業を新設します！
  事業の例／
 　◦電子回覧板の導入に向けた講習会
 　◦LINEによる連絡網構築のための講習会
 　◦電子掲示板アプリや災害アプリ導入に向けた講習会
 　◦自治体の電子サービス利用方法に関する講座　など

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 
（2月8日〜3月7日実施分）

　都からの営業時間短縮の要請に協力いただいた飲食事業者等を対象に、協力金を支給し
ます。
対象要件／◦都内（島しょ地域含む）で飲食店等を運営している
　　　　　◦20時〜翌5時に営業を行っていた店舗が2月8日〜3月7日の全期間20時〜翌

5時の営業を行わなかった（酒類の提供は11時〜19時）
　　　　　◦〈大企業のみ〉都内にある全ての直営店舗で要請に協力し、傘下のフランチャ

イズ店に対しても協力依頼を行った　など
給付額／1店舗当たり168万円
申請方法／4月26日 （消印）までに か郵送、持参（17時まで）で。
※3月8日以降の営業時間短縮に係る協力金については、 等でお知らせします。

 東京都緊急事態措置等･感染拡大防止協力金相談センター　☎03-5388-0567（9時〜19時）　

納税の猶予制度
　新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な場合に
は、申請により最長1年間納税の猶予ができる場合がありま
す。延滞金全額免除、担保不要です。
対象となる場合の例／
◦感染症の影響で、事業等の収入が大幅に減少した
◦本人または家族が感染し、多額の費用を要した
◦消毒作業による備品等廃棄により、財産に相当な損失が生
じた
◦感染症の影響で事業の廃止･休止をした
対象税目／全ての都税（自動車税環境性能割、狩猟税等除く）

主税局相談広報班　☎03-5388-2925　

申請方法等詳細は
所管の都税事務所徴収課か支庁総務課へ。

受付期間 申請対象事業
4月1日～5月14日17時 7月10日以降に実施する事業
6月1日～8月13日17時 10月10日以降に実施する事業
9月1日～10月22日17時 12月10日以降に実施する事業

　東京都は、地域活動の担い手である町会･自治会が主催して行う、地域の課題を解決するための取り組みを支援するため、事業助成を行います。

　感染症の拡大防止には、テレワークや時差出勤など「新しい日常」における働き方が
重要です。スムーズビズは、テレワークや、時差出勤を促進する時差Bizなど、新しい
働き方の東京モデルを実現するための取り組みの総称で、感染症対策にも有効です。
　都では「冬のスムーズビズ実践期間」に続き5月9日までを「春のスムーズビズ実践
期間」とし、皆さんの取り組みの継続･定着を後押しします。

〈都の支援制度〉
◦「テレワーク東京ルール」実践企業宣言制度に登録を！
　「我が社のテレワークルール」を設定･宣言した企業に対し、制度融
資における保証料優遇等や人材確保のサポートを行っています。登
録はホームページから。
◦「TOKYOテレワークアプリ」で情報入手！
　サテライトオフィスの検索やセミナーの申し込みなど、テレワーク
の導入･実践に必要な情報を入手できます。

テレワーク･テレハーフの活用を！
終日のテレワークに加え、半日･時間単位の「テレハーフ」や
時差出勤等の実施をお願いします。

1地域の課題解決のための取り組み　
2�1のうち、東京都が取り組む特定施策の推進につながる取り組み5区分
◦防災･節電活動◦青少年健全育成活動◦高齢者等の見守り活動※1

◦防犯活動◦オリンピック･パラリンピック気運醸成活動
3�1のうち、東京都が緊急に取り組むべき特定施策の推進につながる取り組み
2区分　◦多文化共生社会づくり◦デジタル活用支援※2　

4�複数の単一町会･自治会が共同して実施する地域の課題解決のための取り組み
5�単一町会･自治会が他の地域団体と連携して実施する地域の課題解決のための
取り組み
　　　　　　
都内に所在する町会･自治会

対象事業123
　単一町会･自治会20万円
　区市町村内の一部地域を単位とする町会･自治会の連合組織100万円
　区市町村を単位とする町会･自治会の連合組織200万円
対象事業450万円　対象事業530万円　

　各受付期間内に必要書類をファクスか で。必要書類等詳細はホーム
ページをご確認ください。

町会･自治会の活動を支援します！～「地域の底力発展事業助成」の募集

新しい働き方の定着に向けて！春のスムーズビズ実践中

生活文化局地域活動推進課　☎03-5388-3166　お問い合わせ

対象事業

助成限度額

対象団体

申　請

地域の底力 検索

新設

事業者向け

♦ホストシティTokyoプロジェクト



東京消防庁調査課　☎03-3212-2111（内線5025）　お問い合わせ

お問い合わせ 生活文化局男女平等参画課
☎03-5388-3189　

防　災

Topics／都政ニュース4
令和3年（2021年）4月1日　第908号

Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

　 申し込みの際は、住所には郵便番号を、氏名にはふりがなをお忘れなく。　　 返信用はがきの宛名面もご記入ください。　　 宛先が郵便番号だけのものは住所不要です。記載の通りお書きください。

表　彰

補　助

大　 賞
◦事業者部門
産業分野
株式会社小宮商店
洋傘製作や販売等を行う男性従業員中心の企業において、一から女
性活躍推進に取り組み、技術継承や業績拡大に発展
コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社
従来の方法にとらわれず、男女ともに働きやすい環境づくりをトッ
プ主導でスピーディーに展開
明治安田生命保険相互会社
ライフ･ワーク･バランスの意識醸成、女性管理職登用に向けた取り
組みを戦略的に展開
医療･福祉分野
社会福祉法人多

た

摩
ま

棕
しゅ

櫚
ろっ

亭
てい

協
きょう

会
かい

精神障害者支援施設において、職員のキャリア形成制度を整備し、
モチベーションを持って働き続けられる職場環境を実現
教育分野
学校法人日本女子大学
育児や進路変更等により離職した女性に、キャリア教育を行うリカ
レント教育課程の設立･普及により、女性の再就職を支援
東邦大学
全学的にダイバーシティを推進し、教職員の就業継続を支援

◦地域部門
社会福祉法人ダビデ会 昭島ナオミ保育園
保育園のノウハウを活かした子育てコミュニティを創出し、地域活
性化に貢献

優 秀 賞 特 別 賞2団体 2団体

｢東京都女性活躍推進大賞｣
（2年度）受賞者が
決まりました！
　東京都では、全ての女性が意欲と能力に応
じて多様な生き方が選択できる社会の実現に
向け、女性の活躍推進に取り組む企業や団体･
個人を表彰しています。

各受賞者の取り組み内容等詳細はホームページをご覧ください。

　東京2020大会は、｢Be better, together／より良い未来へ、ともに進も
う。｣を持続可能性コンセプトとし、東京都、組織委員会や国などが連携して、
大会準備･運営を通じて、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めてい
ます。
　持続可能性コンセプトの主要テーマの1つに、資源を一切無駄にしないこと
を目指す｢資源管理｣を設定しており、会場等で使用する物品に、リユース（再
利用）･リサイクル（再生利用）可能な商品を導入することで、資源循環の促進
を図っています。また、大会を象徴するものを再生材を活用して製作する試み
など、誰もが日常生活の中で参加できる取り組みも行ってきました。
　一例として、メダル授与式で使用する表彰台を家庭から出るプラスチック
を集めて製作する、｢みんなの表彰台プロジェクト｣を実施。スーパーや学校な
どで回収された、台所洗剤や柔軟剤といった日用品の使用済みプラスチック
容器を再生利用しています。
　アスリートに贈られる入賞メダルについては、日本全国から集めた使用済
み携帯電話･パソコン･デジタルカメラ等の小型家電から抽出したリサイクル
金属でメダルを作る、大会史上初の試みを実施。この｢都市鉱山からつくる!み
んなのメダルプロジェクト｣により、大会で使用する約5,000個の金･銀･銅メ
ダルを製作しています。
　これらの取り組みを通して、皆さんの生活の中にリサイクルへの意識が定
着し、持続可能な社会づくりに貢献することを目指していきます。

オリンピック・パラリンピック準備局運営課　☎03-5320-4248お問い合わせ
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今回は持続可能性に配慮した取り組みを紹介します。

ⒸTokyo 2020ⒸTokyo 2020

｢みんなのメダルプロジェクト｣で製作した 
東京2020オリンピックメダル（左）と東京2020パラリンピックメダル（右） 

傘づくりの様子
（株式会社小宮商店）

　家庭での太陽光発電による電気の自給自足の促進や、非常時の防災力向
上等を目的に、家庭用蓄電池の設置に係る費用の一部を補助します。
　ホームページからも申請ができます。ご活用ください。

家庭用蓄電池設置費の一部を補助
「自家消費プラン」3年度受付開始！

〈制度について〉環境局地域エネルギー課　☎03-5388-3533
〈申請について〉クール・ネット東京　☎03-6279-4615　

お問い合わせ

申請方法等詳細はホームページをご覧ください。

家庭用蓄電池　　　　　　　　　機器費の2分の1
◦�都内の住宅に新規に設置する機器（未使用品）
◦�太陽光発電システムと同時導入または設置済み
◦�家庭の太陽光発電等の電力データ等を提供可能
対象機器の所有者（国･地方公共団体等の公的な団体は除く）

対象機器 補助率

対象者

要　件

3 年 度 の 制 度 概 要

◦要件 ①�交付決定後に契約を締結すること。
②��4年9月30日までに対象機器等を設置すること。

◦補助上限額 蓄電容量1kWh当たり7万円（上限42万円）
※�蓄電容量1kWh当たりの価格が17万円以下の機器である
こと。

◦申請期間 3年4月1日〜4年3月31日
※予算額（約7,000件相当）に達し次第終了。

※�環境局を装った不審な電話にご注意ください。蓄電池等の補助金に関する電話
アンケートは行っていません。

東京消防庁版
電気製品

火災相談ガイド

　近年、電気製品を原因とする火災が増えており、全火災のおよそ3割を
占めています。このような火災は、電気製品やその周辺の異常を早めに
発見することで防ぐことができます。
　小さくてもこげ跡を見つけた場合は、ホームページや東京消防庁公式
アプリ内の｢東京消防庁版電気製品火災相談ガイド｣に従い、最寄りの消
防署にご相談ください。
　東京消防庁では、小さなこげ跡でも原因を調べて火災予防につなげて
いますので、ご協力をお願いします。

電気製品による｢こげ跡｣に注意！
〜後に大きな火災になるかもしれません



募　集

お知らせ

※電話番号を間違えないようにお願いします
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※ ＝問い合わせ先、 ＝申し込み先、 ＝ホームページ、 ＝ファクス、 ＝フリーダイヤル、♦＝「ホストシティTokyoプロジェクト」事業

受験生チャレンジ
支援貸付事業�
　中学3年・高校3年かこれに準じる方を
養育する一定所得以下の世帯を対象に、
学習塾代や受験料の貸し付けを無利子で
行います（要件・審査有）。高校や大学等
に入学した場合は、返済が免除されます。
貸付限度額／塾代20万円、高校受験料
2万7,400円、大学等受験料8万円。申込
等詳細は かお住まいの区市町村へ。
福祉保健局地域福祉課☎03-5320-

4072

国主催　慰霊巡拝の参列者�

　①カザフスタン共和国②イルクーツク
州・ブリヤート共和国③ハバロフスク地方・
ユダヤ自治州④中国東北地方（旧満州地
区全域）⑤インドネシア⑥東部ニューギニ
ア⑦北ボルネオ⑧ビスマーク諸島⑨トラッ
ク諸島⑩ミャンマー⑪フィリピン⑫硫黄
島。対象／都内在住で当該地域の戦没者
の配偶者、父母、子、兄弟姉妹とその配
偶者、孫、おい・めい。巡拝予定地等は
変更になる場合有。
・ 福祉保健局生活福祉部☎03-5320-�
4076

インターネット都政モニター�

　都政の課題等に関するアンケートの回
答（年7回程度）。資格／都内在住の18
歳以上（応募時点）の方で、 閲覧とメー
ルの送受信を日本語でできる方。公務員
を除く。人数／500人（応募多数の場合
選考）。任期／依頼日〜4年3月31日。謝
礼／1回500円の図書カード。申込／4月
9日9時〜5月6日17時に で。
生活文化局都民の声課☎03-5388-

3139

東京都公園審議会委員�

　都の公園および霊園の整備計画や運
営等について審議。資格／都内在住の
20歳以上の都立公園か霊園の利用者で、
年4回程度の会議に出席できる方（都の附

属機関の委員・公務員を除く）。人数／2
人。選考／作文・面接。任期／7月から2
年間。申込／4月18日（消印）までに か
郵送で、作文「だれもが居心地良く過ご
すことができる都立公園とするための提
案」（A4判・800字程度）と別紙に住所・
氏
ふりがな

名・生年月日・性別・職業・電話を書き、
〒163-8001東京都建設局公園緑地部☎
03-5320-5369へ。

都営交通モニター�

　都営交通のサービスについて、イン
ターネットでの調査回答やグループイン
タビュー等。資格／4月1日現在、都内在
住・在勤・在学の16歳以上の都営交通
利用者で、メールの送受信を日本語でで
きる方。人数／450人（応募多数の場合
選考）。任期／依頼日〜4年3月31日。謝
礼／1回1,000円の図書カード等。申込／
4月13日〜26日に で。
都営交通お客様センター☎03-3816-

5700（9時〜20時、年中無休）

「夢のみち2021」
道路愛護ポスターコンクール�
　テーマ／「人

ひと

・街
まち

・未
み

来
らい

」つながる「みち」
づくり。対象／都内在住・在学の小・中
学生。規格／「みち」に関する標語を必ず
入れること。四つ切り画用紙。1人1作品
まで。応募／6月4日（消印）までに郵送で、
所定の応募票（ で入手）を作品裏面に貼
り、「夢のみち2021」事務局（〒223-0053
横浜市港北区綱島西2-7-6-3階）☎045-
633-1960へ。
東京都道路整備保全公社☎03-5381-

3368

身に付け、交通事故を防止しましょう。
運動の重点項目
◦�子供と高齢者を始めとする歩行者の安
全の確保
◦自転車の安全利用の推進
◦�歩行者等の保護を始めとする安全運転
意識の向上
◦二輪車の交通事故防止
都民安全推進本部交通安全課☎03-

5388-3125

固定資産税における
土地・家屋の価格が縦覧できます�
　4月1日〜6月30日。対象／23区内に
土地・家屋を所有する納税者の方。縦覧
方法等詳細は、土地・家屋が所在する区
の都税事務所へ。
主税局相談広報班☎03-5388-2925

都立小中高一貫教育校
説明会・個別相談�
　立川国際中等教育学校に附属する小
学校（4年4月開校）の学校説明会等。5月
8日 ・23日 ・6月27日 ・7月10日
、たましんRISURUホール（立川市）で。
6月5日 、都庁大会議場で。内容／教育
内容、入学者決定方法等。適性検査問題
例の解説有。申込／4月8日から で。
同校開設準備室☎042-519-3151

◦1等300万円スクラッチ(200円)　� 1日
◦1等500万円スクラッチ(300円)　��1日
◦1等1,000万円くじ(100円)��　　���1日
◦1等100万円スクラッチ(200円)　��1日
◦春の開運宝くじ(200円)　�　　　��7日
　(1等前後賞合わせて1億円)
◦1等30万円スクラッチ(200円)　　�7日
◦1等200万円スクラッチ(200円)���21日
◦1等1,500万円くじ(100円)　　���21日
財務局公債課☎03-5388-2685

3月10日実施
東京都平和の日記念式典について�
　東京都平和の日記念式典において、当
日の中継開始が遅れたことをおわびしま
す。式典の様子は｢東京動画｣で視聴でき
ます。
生活文化局広報課

☎03-5388-3087

万引きをしてしまう方など向け
「犯罪お悩みなんでも相談」�
相談ダイヤル☎050-3138-2009
　4年3月31日までの ・ （ ・年末年
始除く）9時〜17時。万引きなどの犯罪行
為をしてしまう人やその家族などを対象と
した電話相談。内容に応じて、社会福祉
士や精神保健福祉士が適切な支援機関
等を紹介。
都民安全推進本部都民安全推進課☎

03-5388-2265

特別児童扶養手当の申請は
お住まいの区市町村手当窓口へ�
　対象／次のいずれかに該当する20歳
未満の児童を監護している父母または養
育者（所得や施設入所等により支給制限
有）。①身体に重度、中度の障害や長期
安静を必要とする病状があり、日常生活
に著しい制限を受ける②精神の発達が遅
延しているか、精神に障害があり、日常生
活に著しい制限を受ける状態にある。
区市町村か東京都心身障害者福祉セ

ンター☎03-3235-2949、 03-3235-
2968

春の全国交通安全運動　世界一の
交通安全都市TOKYOを目指して�
　4月6日 〜15日 。「交通ルールの遵

じゅん

守
しゅ

」と「正しい交通マナーの実践」の習慣を

4月から固定資産の現所有者
申告制度を開始（23区内）�
　土地や家屋の所有者が亡くなった場合、
相続人など新たな所有者（現所有者）と
なった方は、3カ月以内に現所有者である
ことを申告してください。申告方法等詳細
は か土地・家屋が所在する区の都税事
務所へ。
主税局所有者調査班☎03-5388-2980

国民生活基礎調査�

　無作為に抽出した都内の7,500世帯を
対象に、生活の基礎的な事項を調査しま
す。6月15日までに調査員が伺いますの
で、ご協力をお願いします。
福祉保健局総務課☎03-5320-4033

4月の宝くじ発売開始予定日�

◦1等50万円スクラッチ(200円)　　�1日

最優秀賞受賞作品
 

　元年11月、歴史ある港区芝の増上
寺の夜に、高精度の測位システムと
LED、スピーカーを内蔵した風船型
装置を持ったたくさんの来場者が、
光と音の祝祭空間に包まれました。
2,436件の公募企画の中から選ばれた�
｢Tokyo�Tokyo�FESTIVAL�スペシャル�
13｣ の 1つ、｢ L

ライト

ight� a
アンド

nd� S
サウンド

ound�
I

インスタレーション

nstallation�"C
コーデッド

oded�F
フィールド

ield"｣です。こ
のプロジェクトを手掛けたのが、設立
以来、人とテクノロジーの関係を探求
するアーティストや研究者らによるクリ
エイティブ集団ライゾマティクスです。
　世界的に活躍するアーティストで
あるビョーク、スクエアプッシャー、
Perfume、狂言師･野村萬斎らとのコラ
ボレーションや、多様なプロジェクトを
通して、技術と表現の新しい可能性を
追求してきました。斬新なインパクトを
持つその表現は、国際的に高い評価を
得ています。
　現在、東京都現代美術館で開催さ
れている彼らの美術館における初の大
規模個展では、既存作品に加え新作が
展示されています。データ、建築、デ

設立15周年を迎えるライゾマティクスの個展
ザイン、広告、エンターテイメントな
ど従来の枠にとどまらない領域横断
的な作品や、オンラインとオフライン
のハイブリッドで展開する新作を通じ
て、絶え間なく変化する世界とシンク
ロする彼らの卓越した試みを複合的(＝
m
マルティプレックス

ultiplex)に提示します。
　ポスト･コロナの社会では、世界がオ
ンライン化を求められ、コミュニケー
ションの在り方についても新しい可能
性が問われています。デジタルなネット
ワーク社会における新しい人間性の可
能性を追求し、多くのプロジェクトや技
術提案を実践しているライゾマティク
スの魅力を伝える本展。ぜひお楽しみ
ください。

21

お問い合わせ　生活文化局文化振興部　☎03-5320-4232
https://tokyotokyofestival.jp/

｢ライゾマティクス_マルティプレックス｣は、6月20日日まで東京都現代美術館で開催。
一般1,500円ほか。予約方法等詳細は同館ホームページで。

Twitter Facebook InstagramLINE都庁では により情報を発信しています！



催　し
ゴールデンウィーク･子供の日
特別企画展�
消防博物館☎03-3353-9119
｢め組の大吾　救国のオレンジ｣の複製原
画の展示、住宅防火対策に関するパネル
展示。4月29日〜5月5日。
池袋防災館☎03-3590-6565
パネル展示等。4月29日〜5月5日。
本所防災館☎03-3621-0119
パネル展示等。4月29日〜5月5日。
立川防災館☎042-521-1119
パネル展示等。4月25日〜5月5日。
展示内容等詳細は で。

働　く
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学　ぶ

東京都立大学オープンユニバーシティ
「博物館・美術館シリーズ」開講�
　日本の魅力的なミュージアムとそのコレ
クションについて、現地からオンライン講
座を配信。第1弾は国立民族学博物館（大
阪府）。4月24日 ・5月11日 （全2回）。
一般50人、高校生10人。5,000円（高校
生は無料）。テーマ／「知のフォーラムを
めざした博物館づくり」「地域文化と博物
館」。講座終了後も視聴可。申込等詳細は
パンフレット（電話・ で請求）で。
同大学オープンユニバーシティ事務室

☎03-3288-1050

聞こえに不自由している方の
ための読話講習会�
　6月14日〜4年2月21日18時30分（毎
・全30回）、東京手話通訳等派遣セン
ターで。都内在住で身体障害者手帳を持
つ18歳以上の中途失聴・難聴の方、20
人。申込／5月14日（消印）までに所定の
申込書（ で入手）を郵送で東京手話通訳
等派遣センター（〒160-0022新宿区新宿
2-15-27第3ヒカリビル5階）☎03-3352-
3359、 03-3354-6868へ。
同センターか福祉保健局障害者施策

推進部☎03-5320-4147、 03-5388-
1413

自然・公園

奥多摩都民の森（体験の森）�

　①「日帰り御前山歩き」5月20日 。②
「奥多摩山しごと体験�竹林整備」5月22
日 〜23日 。いずれも中学生以上、抽
選で①30人②20人。①1,400円（昼食持
参・交通費別）②9,600円（1泊4食付・交
通費別）。申込／①4月20日②22日（消印）
までに かはがき、ファクスに催し名・全
員の住所・氏

ふりがな

名・年齢・性別・電話を書き、
奥多摩都民の森（〒198-0222西多摩郡

奥多摩町境654）☎0428-83-3631、
0428-83-3633へ。

　｢都営交通アプリ｣では、都営地下鉄(浅草線･三田
線･新宿線･大江戸線)の列車走行位置や平日ダイヤ
で運行する列車の車両別混雑予測、駅設備の情報等
を確認することができます。
　あわせて、東京さくらトラム(都電荒川線)や日暮里･
舎人ライナー、都営バスの運行状況や時刻表などを
調べることもできます。都営交通だけでなく、東京メト
ロや相互直通運転を行っている各線への乗り換え･運
賃検索も可能で
す。ぜひご利用く
ださい。

お問い合わせ
都営交通お客様センター　☎03-3816-5700(9時〜20時、年中無休)　

出掛ける前に確認！
混雑具合が確認できる都営交通アプリ

Android iOS（iPhone/iPad）

東京都子育て支援員研修（第1期）
オンライン開催�
　対象／都内在住・在勤で保育や子育
て支援分野での従事を希望する方。コー
ス／地域保育。一部集合研修・実習有。
開催時期／7月から順次。定員／1,250
人。申込／4月23日〜5月13日（必着）。
申込等詳細は で。
福祉保健局少子社会対策部☎03 -

5320-4121

職業能力開発センター
キャリアアップ講習4月受付分�
　生産工程管理（初級）、Photoshopによ�
る画像編集（Windows）、介護支援専門
員実務研修受講受験対策等47コース。中
小企業に就業中で、都内在住・在勤の方。
授業料1,100円〜6,500円。教科書代別
途。申込／4月10日（必着）までに か往
復はがきに必要事項を書き、実施校へ。
産業労働局能力開発課☎03-5320-

4719

職業能力開発センター6月生�

　①住宅内外装仕上科（6カ月）②エンジ
ニア基礎養成科（4カ月）③電気制御基礎
養成科（4カ月）④ジョブセレクト科（2カ月）。

対象／①一般求職者、転職希望者②③
④原則30歳未満で、就業経験が無いか少
ない方。実施校／①②城東③多摩④城
東・多摩。定員／①②③各10人④5人。
選考／①②③5月14日 。④5月17日
申込／①②③4月6日 〜5月6日 に
住所地のハローワークか各職業能力開発
センター・校へ④4月14日 〜5月13日
に城東職業能力開発センター（☎03-
3605-6140）・多摩職業能力開発センター
（☎042-500-8700）へ。教科書代等は
自己負担。

3年度前期技能検定�

　職種／1・2級（42職種）、3級（16職種）、
単一等級（4職種）。資格／実務経験のみ
の場合、1級は7年以上、2級は2年以上、
単一等級は3年以上の実務経験者（職業
訓練受講歴や学歴等による短縮有）。3級
は実務経験を有すること（関連講習を受講
した場合除く）。申込／4月5日〜16日（必
着）に受検申請書等を郵送で、東京都職
業能力開発協会（〒101-8527千代田区
内神田1-1-5-5階）☎03-6631-6052へ。
申請方法等詳細は で。
同協会か産業労働局能力開発課☎03-

5320-4717

総務局グループ経営戦略課　☎03-5388-2339

監　査

報告書の全文は で。https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/

包括外部監査人から監査結果
報告書が提出されました
　包括外部監査は、公認会計士や弁護士など専門知識を有する外部の者
が、知事との契約に基づいて行う監査です。
　監査テーマは監査人が自らの判断で決定し、2年度は、「住宅政策本部
の事業に関する事務の執行および東京都住宅供給公社の経営管理につい
て」が選ばれ、監査を実施しました。
　監査の結果、都民の福祉の増進、最少の経費で最大の効果、組織･運営
の合理化といった視点から、7件の指摘、98件の意見を受けました。

お問い合わせ

Ⓒ曽田正人　講談社

職 員 採 用

日以降。申込／5月7日18時までに
か、10日（消印）までに郵送（簡易書留）
で東京都教育庁選考課（〒160-0023
東京都庁内郵便局留）へ。試験日等詳
細は要綱（ 、区市教育委員会、都庁
案内コーナー等で配布）で。

同課☎03-5320-6787

東京都公立学校時間講師
候補者選考（随時選考）　�� ��
　資格／勤務する学校種・担当教科の
教員免許を有する方（取得見込含む）。
採用／3年4月以降。勤務先／都内の
公立学校（小・中・高・特別支援学校）。

教育庁職員課☎03-5320-6794

東京都公立学校臨時的任用教職員
候補者選考（産休育休代替）　
　内容／産休・育休を取得する公立学
校教職員の代替として勤務する常勤職
員。職種／教諭・養護教諭・事務・栄
養士。
申込／4月22日までに で。

教育庁職員課☎03-5320-6714

東京都公立学校教員採用
候補者選考（4年度採用）　　
　職種／教員（小・中・高・特別支援
学校、養護教諭）。資格／教員免許（取
得見込含む）を持ち、昭和57年4月2
日以降（特例選考は昭和37年4月2日
以降）に生まれた方。採用／4年4月1

詳細は必ず事前に などでご確認ください。
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※ ＝問い合わせ先、 ＝申し込み先、 ＝ホームページ、 ＝ファクス、 ＝フリーダイヤル、♦＝「ホストシティTokyoプロジェクト」事業

東京都公式動画チャンネル「東京動画」にアクセス！  　　　　　　　検索東京動画

文化・スポーツ

Tokyo�Tokyo�FESTIVALスペシャル13�♦
「TOKYO�REAL�UNDERGROUND」�
　4月1日〜8月15日。世界で注目を集�
める前衛的な身体表現様式「舞踏／
BUTOH」から影響を受けた作品を都内の
地下空間等で公演・展示。全ての公演と
一部の展示はオンラインで順次公開、8月
15日まで視聴可（要申込）。プログラム等
詳細は で。
同事務局☎03-3582-9273（11時〜18�

時）か生活文化局文化振興部☎03-5320-�
7736

アール・ブリュット2021特別展
「アンフレームド」�
　固定概念に捉われない独創的な作品を
都内4カ所で展示。①4月17日 〜28日
、なかのZERO。②5月15日 〜23日
、八丈町民ギャラリー。③6月22日

〜7月3日 、福生市プチギャラリー。④7
月17日 〜9月26日 、東京都渋谷公
園通りギャラリー。いずれも各館休館日
除く。
東京都渋谷公園通りギャラリー☎03-

5422-3151

SaLaDポップスコンサート
in�野音�
　5月2日 15時30分、日比谷公園大音
楽堂で。指揮／藤岡幸夫ほか、曲／ヴェ
ルディ:歌劇「アイーダ」より「凱旋行進曲」、
久石譲：映画「天空の城ラピュタ」より「君
をのせて」ほか。抽選で1,000人。4歳未
満不可。申込／4月18日までに で。
同事務局☎03-5330-3080か生活文

化局文化事業課☎03-5320-7703

トップアスリート発掘・育成事業♦
第13期生募集�
　優れた運動能力を有する中学生を選考
し、競技経験ゼロからオリンピック等国際
大会での活躍を目指す。対象競技／ボー
ト・ボクシング・レスリング・ウエイトリフ
ティング・自転車・カヌー・アーチェリー。
対象／日本国籍を有する都内在住・在学
の中学2年。競技体験・面接等の選考有。
申込／5月6日（必着）までに所定の申込書
（ で入手可）を郵送で。
東京都体育協会☎03-6804-8123か

オリンピック・パラリンピック準備局スポー
ツ推進部☎03-5320-7715

都民劇場 都民半額観劇会事務局　☎03-3572-4343　
東京芸術劇場　☎03-5391-2111　日本演劇興行協会　☎03-3561-3977　
生活文化局文化事業課　☎03-5388-3154　

お問い合わせ

鑑　賞

4月8日(消印)までに、はがきに①希望公演番号(1枚1公演･同一番号の複数
申込不可)②人数(2人まで)③郵便番号･住所④氏

ふりがな

名⑤年齢⑥電話⑦メールを
書き、〒104-0061中央区銀座5-1-7-6階 都民劇場 ｢都民半額観劇会事務局｣
へ。抽選で5,100人。

当選者には、4月19日ごろ(公演番号1～4、26日ごろ(公演番号5～20)に当
選通知とコンビニエンスストア専用払込用紙をお送りします。当選通知に
記載の送金期限までにコンビニエンスストアからご送金ください。送金確
認後、入場券を郵送します。落選者には通知しませんのでご了承ください。

※申し込み内容(希望公演･人数)の変更はできません。 
※ 入場券代金のほかに取扱手数料500円(入場券1枚当たり)と送金手数料121円

および入場券郵送料84円が必要です。   
※入場券の発送予定日は、当選通知に記載しますので、必ずご確認ください。
※ 感染対策のため、国の機関等の要請により、個人情報の提供を行う場合があり

ます。

春の｢都民半額観劇会｣

劇場名・料金 演　　目 公演
番号 日　　時

日生劇場
S席：7,500円

(700席)

ミュージカル
「ブロードウェイと銃弾」
出演者未定＊

1 5月17日月 18時

2 5月19日水 18時

国立劇場
1等席：4,000円

(100席)

5月文楽公演
摂州合邦辻～合邦庵室の段～
契情倭荘子～蝶の道行～

3 5月20日木 17時30分

4 5月24日月 17時30分

新橋演舞場
1等席：6,250円

(100席)

熱海五郎一座
三宅裕司　紅ゆずる　
横山由依（AKB48）　ほか

5 6月1日火 16時

6 6月4日金 16時

帝国劇場
S席：�7,750円

(1,000席)

ミュージカル
「レ・ミゼラブル」
出演者未定＊

7 6月3日木 13時

8 6月4日金 18時

シアタークリエ
指定席：6,000円

(200席)

CLUB　SEVEN　ZEROⅢ
玉野和紀　吉野圭吾　ほか

9 6月14日月 18時

10 6月16日水 18時

明治座
S席：6,000円

(800席)

水森かおり公演
水森かおり　ほか

11 6月21日月 16時

12 6月23日水 16時

新橋演舞場
1等席：7,000円

(200席)

「おあきと春団治」
藤山直美　西川きよし　ほか

13 7月4日日 16時

14 7月7日水 16時

明治座
S席：7,250円

(800席)

ミュージカル
「エニシング・ゴーズ」
紅ゆずる　ほか

15 8月3日火 18時

16 8月11日水 18時

帝国劇場
S席：7,750円

(1,000席)

ミュージカル
「王家の紋章」
出演者未定＊

17 8月11日水 18時

18 8月16日月 18時

新橋演舞場
1等席：6,500円

(200席)

喜劇
「老後の資金がありません」
渡辺えり　高畑淳子　ほか

19 8月14日土 16時30分

20 8月16日月 16時30分

＊出演者は3月30日以降に同事務局のホームページか電話でご確認ください。
※料金はいずれも半額後の入場料金+取扱手数料500円(入場券1枚当たり)の金額。

申　込

入場券の送付

交　通

お問い合わせ 東京バス協会シルバーパス専用電話　☎03-5308-6950
9時〜17時（ を除く）
福祉保健局在宅支援課　☎03-5320-4275　

都内に住民登録している70歳以上の方
(寝たきりの方を除く)。

必要書類を用意し、最寄りのバス営業所･都営地下鉄定期券発売
所などの発行窓口へ。70歳になる月の初日から申し込み可能。

❶3年度住民税が｢課税｣の方 …………………… ……10,255円
　（4月～9月購入の場合に限る）
❷3年度住民税が｢非課税｣の方 ………………… ……1,000円
❸ 3年度住民税が｢課税｣で2年の合計所得金額※が
　135万円以下の方(経過措置) ………………………1,000円
※ 不動産売却に係る特別控除額(令和2年分)を控除します。

該当する方は、必要書類が異なる場合があります。

■全員　本人確認書類(保険証または運転免許証等)
■❷❸の方は次のア～ウのいずれか1点。
ア ｢3年度介護保険料納入(決定)通知書｣の所得段階区分が指

定の範囲内のもの。
3年度は介護保険料が改定されます。対象となる所得段階区
分についてはお問い合わせください。
※ 2年度の書類代用の場合は「1」～「6」。品川区、目黒区、世田谷

区、武蔵野市、昭島市、福生市、あきる野市は「7」まで、八丈町
は「9」まで。

イ｢3年度住民税非課税/課税証明書｣
ウ｢生活保護受給証明書（生活扶助）｣

◦アは再発行できません。イは区市町村で発行(原則有料)。ア･
イは3年度の書類が発行されるまでの間は2年度の書類で代用で
きます。代用の場合、元年の合計所得金額が125万円以下の方が
対象です。ウは3年4月1日以降に発行され生活扶助受給が確認
できるものに限ります。

　70歳以上の都民の方は、都内民営バス･都営交通などが利用できる｢東
京都シルバーパス｣を購入できます。有効期限は3年9月30日です。

対　象

必要書類

申　込

費　用

東京都シルバーパス
4月〜9月の新規購入のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の影響により、記事の内容等が変更になる場
合があります。最新の内容等はホームページをご確認ください。
　外出時は最新の情報を確認した上で、マスク着用等の基本的な感染予防
策を徹底するなど、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。
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サイトオープン

主なコンテンツ

◦先輩たちのキャリアデザイン
　自らキャリアを選択してきた人生の先輩
に「仕事とは？」「なぜ働くのか？」「自分ら
しく生きるとは？」などを質問したインタ
ビュー動画や記事を掲載。看護師や建設業
界で働く女性、タレントなど、さまざまな
分野で活躍する10人の話を紹介。

※電話番号を間違えないようにお願いします

都 民 の 声  ご あ ん な い

テレビ

東京サイト（テレビ朝日） 月曜〜金曜 13:45〜13:49

東京GOOD!（テレビ東京） 月曜 21:54〜22:00

東京交差点（テレビ東京） 火曜 21:54〜22:00

東京インフォメーション（TOKYO MX） 月曜〜金曜 7:15〜7:20

放送後に東京都公式動画チャンネル「東京動画」からご覧になれます。

ラジオ 都民ニュース
（TBSラジオ［954kHz］、［90.5MHz］） 月曜〜金曜 8:47〜8:52　

生活文化局都民の声課（都庁第一庁舎3階北側）

手紙･はがきで 〒163-8001 東京都庁「都民の声総合窓口」へ
ファクスで FAX 03-5388-1233へ
インターネットで 東京都ホームページへ https://www.metro.tokyo.lg.jp/

Foreign Residents' Advisory Center ☎03-5320-7744 Mon〜Fri
  9:30〜12:00
13:00〜17:00☎03-5320-7766 星期二･五

  ☎03-5320-7700   

都政一般相談 ☎03-5320-7725 
交通事故相談 ☎03-5320-7733 月曜〜金曜   9:00〜17:00
オウム脱会者等社会復帰相談 ☎03-5320-7720

「知事への提言」
「都の仕事や職員の
対応への要望」

各種相談

外国人相談
（英語･中国語･韓国語）

都提供のテレビ・ラジオ番組

★�「広報東京都」は新聞折り込みでのお届けのほか、区市町村の窓口・図書館や都の施設・都営地下鉄等にも
置いています。
★点字版・音声版もありますので、お知り合いで希望する方がいらっしゃいましたら☎03-5388-3093へ。
※本紙に記載の会社名・製品名は、一般に各社の商標・登録商標です。

★都民情報ルーム(都庁第一庁舎3階南側)では、都政刊行物の閲覧･販売等をしています。

印刷物規格表第1類　
印刷番号（2）5

古紙パルプ配合率70%再生紙を使用しています。
石油系溶剤を含まないインキを使用しています。

令和3年
（2021年）
4月1日発行
卯月 うづき　

第908号

　板橋区では、自然景観や名所･旧跡、イベントなどを「板橋十景」として
選定している。今回はそのうち3カ所を紹介したい。
　東武東上線の成増駅北口から15分ほど歩くと、けやきの古木が並
んだ参道の先に赤塚氷川神社が見える。厳かな空気が感じられる神社
を抜けると、一つ目の十景「赤塚溜池公園」に到着する。道中には散策
コースの標識が設置されているが、駅前の地域センターで「まちあるき
マップ」を入手することもできる。
　梅の名所としても有名な公園には、豊かな自然環境と調和するように
郷土史料館と美術館が隣接しており、歴史や文化、アートも楽しめる場所
になっている。中でも23区初の区立美術館として誕生した板橋区立美術
館は、大規模改修を経て、元年6月にリニューアルオープンしたばかり。
優しい光に包まれた安らぎの空間で、贅

ぜ い

沢
た く

な時間を過ごすことができる。
　美術館を出て東京大仏通りを南に200mほど向かうと、迫力満点の
大仏が現れる。二つ目の十景、乗蓮寺の「東京
大仏」だ。高さ13mの大仏に加え、「がまんの鬼」
などのユニークな石像も見逃せない。通りをさ
らに進むと、三つ目の十景「松月院」に着く。丁
寧に整えられた境内には、砲術家･高島秋

しゅう

帆
は ん

が
江戸末期に本陣を置き、日本初の洋式砲術訓練
を行ったことを記念する碑が建てられている。
　新鮮な喜びに出会える「板橋十景」は、街のか
けがえのない財産として、多くの人に愛されて
いる。

赤塚溜池公園周辺（板橋区）

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

板橋十景を訪ねて！

砲身と砲弾を模した高島秋帆紀功碑

板橋区立美術館

=パソコン用壁紙

生活文化局男女平等参画課　☎03-5388-3189　お問い合わせ

　これまでの価値観や暮らし方･働き方
が大きく転換する中、さまざまな人生の
選択を控える若者にとって、将来を主体
的に考え、未来を描く「キャリアデザイ
ン」が大切です。
　都では、主に就業前の若者を対象に、
キャリアデザインについて楽しみながら
知ることができるサイト「WILLキャリッジ」を開設しました。スマートフォンからも
利用可能です。ぜひご活用ください。

◦キャリアデザイン座談会
　就職を控えた大学生
が社会人の先輩に「働く
こと」について学生目線
で質問した座談会の様
子を掲載。考え方の違う
先輩3人の答えには役立
つヒントがたくさん。

◦myキャラ発見ゲーム
　簡単な質問に答えることで、あ
なたの性格や価値観などをキャ
ラクター別に診断します。理想の
キャリアや生きる上で大切にした
いことなどを考えるきっかけに。

キャリアデザインを知るサイトオープン！

　このほかにも、キャリアデザインの理解
につながる動画や専門家による解説等も
掲載しています。

[板橋区立美術館]☎03-3979-3251。9時30分〜17時（入館は16時30分まで）。月
（祝の場合は翌平日）休館。5月23日まで「さまよえる絵筆−東京･京都 戦時下の前
衛画家たち」を開催。一般650円ほか。
[板橋十景について]板橋区くらしと観光課　☎03-3579-2251　
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「キャリッジ」は、「キャリア」と「ジャッジ（判定）」「エンカレッジ（発達を促す）」の造語

選択結果によってキャラクターや
持ち物が変化！ 

料理研究家のインタビューも掲載

WILLキャリッジ 検索

〈次号（5月1日発行）は、4月30日・5月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉


