
　東京都は、この夏、快適通勤ムーブメント｢時差
Biz｣を実施します。この期間、多くの人に快適な通
勤を実感してもらうため、テレワーク(※)や時差出勤
の推進などの取り組みを一斉に進めるよう、企業に
協力を呼びかけています。
　鉄道事業者による混雑状況の見える化、時差通
勤者への特典などの取り組みも行います。詳細は
ホームページをご覧下さい。
　皆さん、ぜひ｢時差Biz｣に参加し、快適な通勤を
実現しましょう。

※�テレワーク：情報通信技術を活用し、在宅勤務などの場所や時間に
とらわれない柔軟な働き方。

あなたの朝、変えませんか？

時差Biz、はじまります!

お問い合わせ

7月11日　 〜25日期間 火火

時差Bizの効果　

　通勤ラッシュの緩和
　通勤時間帯の有効活用

 満員電車のストレスから解放

　朝･夕の時間を自由活用

自己啓発や趣味、家族との時間の増加

働く意欲の向上

効率的な働き方による企業の生産性向上

都市整備局交通企画課　☎03-5388-3284　https://jisa-biz.tokyo/

　｢朝が変われば毎日が変わる｣とのキャッチフレー
ズの下、時差Bizの取り組みを始めることにしまし
た。私が環境大臣の際に始めたクールビズも一斉
に始めたからこそ、定着しました。東京の満員電車
の問題も、企業や鉄道事業者、鉄道を利用する皆
様と一斉に取り組むことが重要です。都民の皆様に
も今回の取り組みへのご参加をお願いします。

快適に仕事に励める
環境づくりを

小池都知事
からの

メッセージ

世帯と人口東京都生活文化局広報広聴部広報課
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1　電話 03-5388-3093　Fax 03-5388-1329

東京都のホームページ▶http://www.metro.tokyo.jp/　　都庁の代表電話▶☎03-5321-1111
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689万1,624世帯　人口1,371万6,974人（男：675万9,484人　女：695万7,490人）
＊参考：外国人数50万3,369人

29年5月1日
現在の推計

東京2020
オリンピック･パラリンピック
フラッグツアーフェスティバルを開催

夏の「都民半額観劇会」 お得な料金で観劇できる機会を提供します

2

6 東京の島に行ってみよう！
夏休みのプランに“東京の島”を加えてみませんか7

11

白熱電球とLED電球を
交換します
LED電球で省エネ効果を
実感しましょう

3
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　 往復はがきなどで申し込む場合は、催しなどの名称、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話（返信はがきにも郵便番号、住所、氏名）をお忘れなく。※あて先で郵便番号だけのものは住所不要です。そのままお書き下さい。

スポーツ

支　援

主なプログラム

◦カヌー体験 
◦ボッチャ体験
★釜本邦茂サッカー教室（7日）
★ジョギング教室（7日） 
★大人が楽しむ運動会（8日） 
★小学生限定野球教室（8日）　など

◦トランポリン体験 
◦ラグビー体験 
◦ボルダリング体験 
★親子野球教室 
◦ブラインドサッカー体験（8日）
◦空手体験（8日）　など

7月10日〜9月11日（消印）に かはがき、ファクスで。応募
多数の場合抽選。当日参加枠有。

★印：要事前申込

　誰もが楽しめるスポーツイベン
トを、今年も2会場で開催します。
　オリンピアン･パラリンピアンな
ど多彩なゲストとともに、皆さんを
お待ちしています！

　 昨 年10月 に ス タ ー ト し た 東 京
2020オリンピック･パラリンピック 
フラッグツアーが都内全62区市町村
を一巡したことを記念し、今後、全国
各地でのフラッグツアーを本格的に
スタートさせるキックオフイベント
を開催します。併せて開催都市東京
や大会の魅力を発信するプロジェク
ションマッピングを実施します。

誰もが楽しめるイベント開催

　渋谷に続く2カ所目の分室として開設した丸の内
サテライトセンターでは、テレビ電話を通じ、東京開
業ワンストップセンターの各申請窓口へ無料で相談
できます。日本企業、外国企業を問わず、ご利用いた
だけます。アイデア段階から事業化までワンストッ
プで支援するTOKYO創業ステーションとともに、
創業希望者を支援します。

※ 東京開業ワンストップセンター：開業にあたって必要
な定款認証、登記、税務、年金･社会保険、入国管理につ
いての行政手続を一元的に支援する施設。

東京2020オリンピック･パラリンピック 
フラッグツアーフェスティバル
〜みんなのTokyo 2020 3 Years to Go!〜

同事務局　☎03-6272-4151（10時〜17時、 除く）
オリンピック･パラリンピック準備局事業推進課　☎03-5320-7727
http://www.sports-expo.jp/

オリンピック･パラリンピック準備局総合調整部　☎03-5320-7769
http://flagtour.jp/

10月7日 ･8日  
10時〜17時
駒沢オリンピック公園･ 
井の頭恩賜公園西園

7月24日 19時30分〜21時
都庁都民広場
プロジェクションマッピング、フラッグツアーアンバサダーによる
トークショーなど
オリンピアン･パラリンピアン（フラッグツアーアンバサダー）、 
TOKIO（スペシャルアンバサダー）

7月25日 〜29日  
19時30分〜21時

都庁都民広場

※ 内容等詳細はホームページを
ご覧下さい。

千代田区丸の内2-1-1 
明治安田生命ビル内 
TOKYO創業ステーション2階
03-6259-1882
9時30分〜17時30分 

（12時〜13時除く）
･ ･ ･年末年始

日  程 場  所
7月24日 埼玉県･千葉県

7月26日 北海道

7月30日 静岡県

9月  3日 神奈川県

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ
政策企画局調整部　☎03-5388-2865　

東京開業
ワンストップセンター 
丸の内サテライトセンター
を 7 月 1 日に開設

日　時

日　時

日　時

所在地

会　場

場　所

場　所

電話
開業時間

休業日

内　容

出演者

申　込

丸の内サテライトセンター

てえしお

　射撃はライフルまたはピストルで規定の弾数を撃ち、その得点を競い合う競技です。パラリンピッ
クでは1976年のトロント大会から正式競技として採用されました。
　撃ち方には、立って撃つ「立

りっしゃ

射」､うつ伏せで撃つ「伏
ふくしゃ

射」､片膝を立てて撃つ「膝
しっ

射
しゃ

」があります｡車椅
子の選手は､立射を車椅子に座った状態で、伏射をテーブルに両肘をついた状態で、膝射はテーブル
に片肘をついた状態で撃ちます。
　一発の満点は10.9点で、射距離10メートルのエアライフルでは、的の中心にある直径わずか0.5
ミリメートルの範囲に命中させなければなりません。中心からのわずかなずれで順位が大きく入れ
替わるため、ひとつのミスが勝敗を分けます。中心への命中率を高めるためには卓越した技術はも
ちろん、極めて高い集中力が必要です。
　予選の上位8人で行われる決勝で、メダルを決める最後の1発は観客の拍手と歓声の中で放たれ
ます。鍛え抜かれた選手たちの心が織りなす緊張感と劇的な試合展開が最大の見どころです。

　東京都出身の大滝健太郎選手は、東京2020大会への
意気込みについて、「射撃は老若男女、そしてもちろん、障
害がある方でも分け隔てなく楽しめる安全なスポーツで
す。東京2020大会に向けて、広く競技
の魅力を知って頂けるように誠心誠意、
競技活動に取り組んでいければと思いま
す」と語っています。
　大きな活躍が期待される日本代表選
手を、皆さんぜひ注目して下さい。

射撃の魅力を広めるために、誠心誠意、競技に取り組む

オリンピック・パラリンピック準備局総合調整部　☎03-5320-7480お問い合わせ

今回は、パラリンピックの射撃を紹介します。

36

写真提供 日本障害者スポーツ射撃連盟

パ ラ リ ン ピ ツ クオリンピック・オリンピック・

申込方法･内容等の詳細はホームページをご覧下さい。

プロジェクションマッピング 競技開催都市のフラッグツアー日程

井の頭恩賜公園西園駒沢オリンピック公園

昨年の「大人が楽しむ運動会」大玉競技の様子
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※電話番号を間違えないようにお願いします※問＝問い合わせ先、申＝申し込み先、HP ＝ホームページ、FAX＝ファクス、 ＝フリーダイヤル

は 「WEB広報東京都」からアクセス!　広報東京都　　　http://www.koho.metro.tokyo.jp/検索
※バックナンバーもあります

募　集

環　境　省エネ

教　育

都　政

① 都内に本社か主たる事業所を置き､以下の分野の企業･団体
で女性の活躍推進に功績のあったもの

　◦産業分野 ◦医療･福祉分野 ◦教育分野 ◦地域分野
② 都内在住･在勤で､女性の活躍推進について功績を上げた個

人で区市町村等の推薦を受けた方
8月31日（必着）　
◦ 受賞者の取り組みを都のホームページや新聞、就職情報サ

イト等のメディアで紹介します。
◦ 都の公共工事等(総合評価方式)において、受賞実績が加点

評価される場合があります。

　情報公開を推進し、都政の透明性を一層高めるため、下記のとおり内容
を改正します。

都内在住で18歳以上の方 
（1人1回まで）
LED省エネムーブメント参加協
力店

1   開示請求のあった公文書の閲
覧手数料を廃止し､写しの交
付手数料を改定します。

2   都政情報の提供を行う際に
は、情報通信技術を積極的に
活用します（※）。

3   都民のニーズが高い都政情報をホームページ等で積極的に公表し
ます。

お問い合わせ 生活文化局情報公開課　☎03-5388-3134　

7月から東京都情報公開条例を
改正します

対象者

交換場所

対　象

締　切

受賞の特典

　家庭での省エネを進めるため､地域の家電
店で白熱電球2個以上とLED電球1個を交換
するとともに､省エネアドバイスを行う事業
を開始します｡電球交換を機会に、更なる省
エネに取り組みましょう！

お店で提供されるLED電球

交換に必要なもの

7月10日から、白熱電球と
LED電球の交換を開始します！

　気温が高く､日差しが強い夏季は､光化学スモッグ注意報が多い季節で
す｡VOC（シンナーなどの有機溶剤やガソリンが揮発したもの）は､光化学
スモッグ発生の原因となるため､夏季は特に排出削減が必要となります｡
都民の皆さんのご協力をお願いします。

光化学スモッグのない
青空を目指して
〜夏季のVOC対策強化月間〜

　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さまざまな分野の企業や
団体､個人に対し､「東京都女性活躍推進大賞」を贈呈しています｡

　新たな時代要請に応えるため、工学分野の再編･統合、都市政策科学分
野の再構築や、都市教養学部を4学部に再編するなど、教育研究資源を集
約し、先端分野を強化します。

東京都女性活躍推進大賞を
募集します

30年4月に学部･学科構成を再編成します！

30年4月からの学部･学科構成
学　部 学　科

人文社会学部 人間社会学科、人文学科
法学部 法学科
経済経営学部 経済経営学科
理学部 数理科学科、物理学科、化学科、生命科学科

都市環境学部 地理環境学科、都市基盤環境学科、建築学科
環境応用化学科、観光科学科、都市政策科学科

システムデザイン学部
情報科学科、電子情報システム工学科
機械システム工学科、航空宇宙システム工学科
インダストリアルアート学科

健康福祉学部 看護学科、理学療法学科、作業療法学科、放射線学科

環境局化学物質対策課　☎03-5388-3457　

クール･ネット東京コールセンター　
☎0570-066-700 ☎03-6704-4299

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　

首都大学東京アドミッション･センター　☎042-677-1111　

お問い合わせ

お問い合わせ

  大学説明会
　新学部･学科等の説明、模擬授業、入試説明会など。
南大沢キャンパス　全学部 7月16日 ･8月19日
日野キャンパス　システムデザイン学部 7月29日
荒川キャンパス　健康福祉学部 8月8日

  VOC対策セミナー
7月14日 13時30分､都庁都民ホールで｡光化学スモッグに関する最
新の情報など。
　　　　　　7月10日までに で｡

◦�低VOC製品を使用しましょう（噴霧にガスを使わない
霧吹きスプレーなど）｡
◦�工場等で有機溶剤を取り扱う際は､容器のふた閉めを徹

底しましょう。

再編に伴い入試制度が一部変更になります。
学部･学科再編や入試情報等詳細はホームページをご覧下さい。

お近くの参加協力店は、ホームページか
ク—ル･ネット東京コールセンターへ

お問い合わせ下さい

申込等詳細はホームページをご覧下さい。

<写しの交付手数料>
白黒コピー（1枚）   20円→ 10円
カラーコピー（〃）100円→ 20円
CD（〃） 400円→100円
DVD（〃）       100円（新設） など

口金のサイズがE26、電球の形状がA型、電球40W相
当または60W相当

◦ ご家庭で使用中の白熱電球2個以上（36W以上で､
うち1つは口金サイズがE26）

◦ 本人確認書類（運転免許証や健康保険証など）
※LED電球は100万個配布予定です。

形状A型の電球

E26サイズの口金

申　込

※ 公文書開示制度とは別に､公文書情報の電子データを無料で提供するサービ
スなどを開始する予定です。

主
な
改
正
内
容

このポスターが協力店の目印です

LEDムーブメント 検索

東京都女性活躍推進大賞募集 検索



コンクールに挑戦しよう 自然にふれよう

体験してみよう学んでみよう

東京都の仕事が楽しく学べるキッズコーナーに遊びにきてね！

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/koho/kids/kids.html
東京都キッズコーナー 検索
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森林ふれあい教室
「森の昆虫観察会」� �
　7月22日 ・30日 10時、農林総合研
究センター試験林（日の出町）で。カブトム
シのお土産付き。小学生以上（小学生は保
護者同伴）、抽選で各日30人。500円（緑
の募金へ）。申込／7月9日（必着）までには
がきかファクスに催し名・希望日・全員の
住所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話を書き、農林水
産振興財団（〒190-0013立川市富士見町
3-8-1）☎042-528-0641、 042-528-
0619へ。

きて!みて!感じて!
水源林ツアー� �

　①「親子で学ぼう!水道水源林」8月1日
・5日 。②「丸太切り体験と水源林散

策」11日 。いずれも水源地ふれあいの
みち柳沢峠ゾーン。全行程バス（1日都庁
前、5日・11日JR青梅線河辺駅、8時集

合）。対象／都営水道使用の小学生以上
（小学生は保護者同伴）。抽選で各日40
人。申込／7月10日（消印）までに かは
がきに希望日・人数（4人まで）・代表者の
氏
ふ り が な

名・全員の住所・氏
ふ り が な

名・年齢・性別・
電話を書き、水源林ツアー受付センター

（〒105-0011港区芝公園1-2-16-2階）☎
03-5776-2818へ。

同センターか水道局水源管理事務所☎
0428-21-3543

"明日のTOKYO"
作文コンクール�

　テーマ／「私にできるボランティア〜は
じめの一歩を踏み出すために」。対象／都
内在住・在学の中学生。応募／9月7日（消
印）までに郵送で、手書き・日本語で400
字詰め原稿用紙4枚（1行目に「題」を記入）
にまとめ、別紙に住所・氏

ふ り が な

名・学校名・学
年・電話を書き、東京都人材支援事業団
作文コンクール担当（〒160-0021新宿区
歌舞伎町2-44-1東京都健康プラザハイ
ジア12階）☎03-5292-7018へ。

明るい選挙ポスター
コンクール作品� �

　内容／投票への参加呼びかけなど。規
格／四つ切りか八つ切り。対象／都内在
住・在学の小・中・高校生。応募／9月8
日（必着）までに作品（裏面右下に学校名・
学年・氏

ふ り が な

名を記入）を在学校かお住まいの

お肉の親子教室
「お肉がみんなに届くまで」���
　①「産地見学会」7月21日 8時、都庁
集合。バスで都内の畜産農家見学、お肉
の試食など。大人1,500円、子供500円。
②「市場見学とお肉の試食」8月4日 ・18 
日 10時。いずれも小・中学生と保護者、 
抽選で各日15組30人。申込／7月10日

（消印）までに往復はがきに催し名・希望日
（1日のみ）・代表者の住所・全員の氏

ふ り が な

名・
年齢・電話を書き、食肉市場（〒108-0075
港区港南2-7-19）☎03-5479-0693へ。

サマースクーリング
親子で見学会�

　7月22日〜8月17日（一部除く）、9時・
13時。東京テレポート駅集合。小・中学生 

（保護者同伴）、各回50人。中学生はグルー 
プでの参加可。環境学習、中央防波堤埋
立処分場内関連施設やスイソミル（7月26
日・8月10日）などを見学。申込／電話で
東京都環境公社☎03-3570-2230へ。

東京都環境科学研究所施設公開
「Let's�サイエンス」�� �
　7月22日 10時〜16時。①夏休みの
自由研究にも役立つ科学実験やワーク
ショップ。②「サイエンスショー」14時30
分。抽選で60人。申込／②7月14日まで
に かファクスに催し名・人数（6人まで）・
代表者の氏

ふ り が な

名・電話・メールを書き、東京
都環境科学研究所（☎03-3699-1333）

03-3699-1345へ。

夏休み自由研究おたすけ隊�
　「水道の歴史を学ぼう／水の実験をしよ
う」7月22日 ・23日 ・25日 10時30
分、水道歴史館で。対象／小学3・4年。
抽選で各日60人。申込／7月8日（消印）ま
でに往復はがきに催し名・希望日（第2希
望まで）・住所・氏

ふ り が な

名・学年・学校名・電
話・付添人数を書き、水道歴史館（〒113-
0033文 京 区 本 郷2-7-1）☎03-5802-
9040へ。

健康安全研究センター
夏休み子供セミナー� �

　「体験しよう!科学のふしぎな世界」7月
28日 10時・13時・15時15分。スタン
プ・シャボン玉作り。小学生と保護者、抽
選で各回12組（子供は1組2人まで）。申
込／7月12日（消印）までに往復はがきに
催し名・希望時間（第3希望まで）・代表者
の住所・電話・全員の氏

ふ り が な

名・学年を書き、
健康安全研究センター（〒169-0073新宿
区百人町3-24-1）☎03-5937-1089へ。

夏休み子供安全フェスタ�
　7月29日 13時30分、なかのZERO

東京都統計グラフコンクール�
　課題／自由。規格／B2判。対象／都
内在住・在勤・在学の小学生以上。応募／
9月5日 （必着）までに郵送か持参で、
〒163-0920東京都総務局統計部（☎03-
5388-2516）へ。応募方法など詳細は
で。7月21日 〜27日 に都庁南展望室
で昨年度の入賞作品展。

水道週間作品コンクール�
　テーマ／「くらしを支える水道水」。表題
自由。作品／ポスター・作文。対象／都
営水道を使用する地域に在住・在学の小・
中学生。応募／9月8日（消印）までに水道
週間作品コンクール応募作品受付事務局

（〒113-0033文京区本郷1-19-6田中水
道橋ビル4階）へ。

同事務局☎03-3830-0738(応募期
間のみ)か水道局サービス推進課☎03-
5320-6327

区市町村選挙管理委員会へ。
各区市町村選挙管理委員会事務局

か東京都選挙管理委員会事務局☎03-
5320-6913

心のバリアフリー普及啓発
ポスターコンクール�

　テーマ／「すべての人を大切にできるま
ち〜心のバリアフリーがあふれる東京」。
テーマに合った「標語」を入れる。規格／
B3判程度（縦）。対象／都内在住・在学
の小学4年〜中学生。応募／9月11日（消
印）までに作品（裏面に住所・氏

ふ り が な

名・学校
名・学年・電話を記入）を折らずに〒163-
8001東京都福祉保健局地域福祉推進課

（☎03-5320-4047）へ。

未成年者喫煙防止ポスター
コンクール� �

　テーマ／「たばこを吸わない決意」「たば

こを吸わないでいようとの友達への呼び
かけ」「誘われてもたばこを断る勇気をも
つ大切さ」のいずれか。規格／B3判程度

（縦）。対象／都内在住・在学の小学4年
〜高校生。応募／9月13日（消印）までに
作品（裏面に住所・氏

ふ り が な

名・学校名・学年・
電話を記入）を折らずに〒163-8001東京
都福祉保健局健康推進課（☎03-5320-
4356）へ。

小学生下水道研究レポート
コンクール�

　テーマ／「下水道について学んだことや
気付いたこと」など。部門／①新聞②ポス
ター（B4判〜模造紙大）③標語（所定の応
募用紙で）。対象／都内在住・在学の小
学4年。締切／9月30日（消印）。応募方法
等詳細は で。

下水道局広報サービス課☎03-5320-
6515

で各40人。申込／7月10日（消印）までに
か往復はがきに催し名・希望時間（②の

み）・人数（4人まで）・全員の住所・氏
ふ り が な

名・
年齢・電話を書き、〒163-0720東京都
道路整備保全公社（☎03-5381-3380）
へ。

東京水辺ライン�
　「夏休みミニクルーズ・プラネタリウム

『星の王子様』と童話の朗読」7月26日
・27日 9時、両国待合所集合。各日

50人。3,900円（食事付）。申込／7月15日
（必着）までに往復はがきに催し名・希望
日・人数（大人・小学生の別）・代表者の
住所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話・ファクスを書き、
東京水辺ライン（〒130-0015墨田区横網
1-2-15）☎03-5608-8869へ。

東京の木育
「東京の木を知る体験ツアー」�
　7月28日 。森林・林業現場の見学や
木工体験など。小学生（保護者同伴）、抽
選で30人。500円。申込／７月11日（必
着）までに往復はがきに催し名・全員の住
所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話を書き、東京の木を
知る体験ツアー事務局（株）日本レクリエー
シヨンサービスセンター（〒179-0073練
馬区田柄2-21-25）☎03-3938-4441へ。

同ツアー事務局か産業労働局森林課
☎03-5320-4861

わくわくどきどき
夏休み工作スタジオ� �

　ものづくりの面白さや専門的な技術を
体験することができる小・中学生対象の
講座。都立工業系高校の先生や生徒が
丁寧に指導。期間／〈前期〉7月21日〜8
月6日。〈後期〉8月7日〜29日。実施校／
六郷工科・総合工科・田無工業高校な
ど19校。費用／1,000円〜2,500円。申
込／〈前期〉7月8日〈後期〉22日（消印）ま
でに往復はがきで〒177-8799日本郵便
石神井郵便局留「わくわくどきどき夏休み
工作スタジオ係」へ。応募多数の場合抽
選。講座内容・日程等詳細は で。

同工作スタジオ係☎03-3929-9122
か教育庁高等学校教育指導課☎03-
5320-6845

消防博物館「夏の特別展」��
　7月22日〜8月31日9時30分〜17時。

「そのとき!あなたは大丈夫？」をテーマに、
首都直下地震や異常気象に対する危険性
および家庭における注意点を展示。

同館☎03-3353-9119

「夢のみち」2017
親子体験ツアー�

　①「標識工場見学ツアー」7月25日 12
時。②「神田川・環状七号線地下調節池
の見学ツアー」8月1日 8時45分・13時
15分。③「道路お掃除隊ロードスイーパー

（路面清掃車）体験試乗」7日 12時20
分。いずれも小・中学生と保護者、抽選

で。宇宙戦隊キュウレンジャーショーやお
笑い芸人によるクイズ大会など楽しみな
がら学ぶことができる防犯イベント。都内
在住・在学の小学生以下と保護者（保護
者1人につき子供2人まで）、抽選で1,000
人。申込／7月10日（消印）までに か往復
はがきに催し名・人数（6人まで）・代表者
の住所・全員の氏

ふ り が な

名・年齢・性別・電話・
託児（未就学児）希望の場合子供の氏

ふ り が な

名・
年齢を書き、〒163-8001東京都青少年・
治安対策本部安全・安心まちづくり課（☎
03-5388-2281）へ。

計量検定所　夏のイベント�
　①「計量展示室の特別展示」8月1日〜
31日（ を除く）10時〜16時。計量
器の展示など。②「親子はかり教室」21日

・22日 ・23日 13時30分。小学生
と保護者、抽選で各日21組42人。申込／
②7月25日（消印）までに往復はがきに希
望日（第2希望まで）・代表者の住所・電
話・全員の氏

ふ り が な

名・学年を書き、計量検定所
（〒136-0075江東区新砂3-3-41）☎03-
5617-6643へ。

子供人権教室「芝の"ことばの
地図"をつくろう!」� �

　8月5日 10時（昼食持参）、東京都人
権プラザ。視覚障害者への理解促進をは
じめ、情報を伝えることの大切さ・難しさ
を学ぶワークショップ。小学4年以上、20
人。申込／7月21日までに か電話、ファ
クスに住所・氏

ふ り が な

名・学年・電話を書き、

東京都人権啓発センター（☎03-6722-
0085、 03-6722-0084）へ。

夏休み東京港親子社会科見学会�
　8月5日 9時45分、有明客船ターミナ
ル集合。水上バスで東京港を見学。小学
4年〜6年と保護者を含むグループ、抽選
で130人。申込／7月10日（消印）までに往
復はがきに催し名・人数（4人まで）・代表
者の住所・氏

ふ り が な

名・電話・全員の氏
ふ り が な

名・年齢
（学年）を書き、〒163-8001東京都港湾局
広報・国際担当（☎03-5320-5524）へ。

夏休み親子税金教室�
　8月10日 10時・15時、都庁で。小学
生と保護者（1人につき子供2人まで）、抽
選で各回10組。税金の種類や使い道を親
子で楽しく学ぶ。中・高学年向け。申込／
7月14日（必着）までにはがきに希望時間・
代表者の住所・全員の氏

ふ り が な

名・学年・電話
を書き、〒163-8001東京都主税局相談
広報班（☎03-5388-2924）へ。

親子で行く!東京港高潮対策
センター見学&運河クルーズ�

　8月14日 ・15日 ・16日 10時30
分・13時。田町防災船着場か第二高潮
対策センター（港区港南）集合。同センター
見学と水上タクシーで巡る運河見学。小・
中学生と保護者のグループ（5人まで）、申
込先着各回20人。申込／7月14日から
電話で東京都港湾振興協会☎03-6380-
7300へ。

神代植物公園
「夏休み親子自然教室」� �
　8月16日 12時30分。木の実遊びや
植物観察。小学3年〜6年と保護者、抽選
で20組。50円。申込／7月15日（消印）ま
でに往復はがきに催し名・全員の住所・
氏
ふ り が な

名・学年・電話を書き、神代植物公園
（〒182-0017調布市深大寺元町5-31-
10）☎042-483-2300へ。

高尾の森わくわくビレッジ
｢エンジョイファミリーキャンプ｣��

　9月23日 〜24日 。テントでの宿泊
や野外炊さんで楽しむ。小学生と保護者、
抽選で20組(1組5人まで)。5,940円(1泊

3食付)。申込／8月14日(消印)までに往
復はがきに催し名･住所･全員の氏

ふ り が な

名･年
齢(学年)･性別･電話を書き、高尾の森わ
くわくビレッジ(〒193-0821八王子市川
町55)☎042-652-0911へ。

夏休み　水のふるさと体験会�
　8月17日 〜18日 。矢木沢ダム見学
や自然観察会など。小学4年〜6年と保護
者、抽選で30組60人。１組14,000円（1
泊4食付、交通費含む）。申込／7月21日
までに か所定の申込書（ で入手可）を
ファクスで（株）H.I.S（☎03-5205-1865）

03-5205-1869へ。
都市整備局広域調整課☎03-5388-3289

小学生だけの夏休み1泊2日
「大江戸探検倶楽部」�
　ガイドと都内を巡り、東京の伝統文化・
産業を体験。〈Aコース〉8月5日 〜6日

。「上野を歩いて寛永寺にまつわる歴
史を学ぶ」・浮世絵刷り体験。〈Bコース〉
26日 〜27日 。「江戸城の今と昔、皇
居東御苑を歩き史跡を巡る」・あめ細工
体験。各コース落語体験教室有。小学4
年〜6年、抽選で各20人。費用／7,000
円（1泊4食・交通費等含む）。申込／7月
14日（必着）までに かはがき、ファクスに
催し名・コース名・住所・氏

ふ り が な

名・学年・性
別・電話・メールを書き、BumB東京ス
ポーツ文化館（〒136-0081江東区夢の島
2-1-3）☎03-3521-7323、 03-3521-
3506へ。

東京文化会館「夏休み子ども音楽会
2017〜上野の森文化探検」� �

　8月6日 13時。指 揮とお話／角田
鋼亮、管弦楽／東京都交響楽団。ビゼー

「アルルの女」第2組曲ほか。小・中学生
1,000円、大人S席3,000円ほか。申込／
同館チケットサービス☎03-5685-0650
ほか。当日引き換えの「上野1dayパス」で
上野動物園や東京都美術館等が無料・割
引入場可。

同館☎03-3828-2111

東京国際フォーラム
丸の内キッズジャンボリー2017�

　8月15日 ・16日 ・17日 10時〜

17時。子供たちの夢を育む参加体験型イ
ベント。たくさんの不思議や感動・発見と
出会える多彩なプログラムが満載。

東京国際フォーラム（同事務局）☎03-
5221-9630（平日10時〜17時）

東京スーパーエコタウン
親子見学会� ��

　8月18日 9時、東京テレポート駅集
合。小・中学生（保護者同伴）、50人。リ
サイクル施設見学など。申込／前日まで
に電話で東京都環境公社☎03-3570-
2230へ。

「夏のボランティア」
キャンペーン2017�� �

　7月〜9月、ボランティア活動に参加する
きっかけがみつからないという方に、親子
で一緒に参加できる活動をはじめ、さまざ
まなボランティア活動を紹介。活動内容・
申し込み等詳細は で。

東京ボランティア・市民活動センター
☎03-3235-1171

高齢者の方と過ごすボランティアの様子
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◦東京都庁（☎03-5321-3077）
所在地     新宿区西新宿2-8-1 

第一庁舎1階
営業時間     9時30分〜18時30分

◦バスタ新宿（☎03-6274-8192）
所在地     渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 3階

営業時間     6時30分〜23時
◦羽田空港 （☎03-6428-0653）

所在地     大田区羽田空港2-6-5 
国際線旅客ターミナル2階

営業時間     24時間営業
◦京成上野（☎03-3836-3471）

所在地     台東区上野公園1-60京成上野
駅改札口前

営業時間     9時30分〜18時30分
◦多摩（エキュート立川）（☎042-527-8611）

所在地     立川市柴崎町3-1-1 3階
営業時間     10時〜21時30分（ 21時まで）

都心で島気分を味わえる！

東京の観光情報を提供
東京観光情報センター

三原山でトレッキング！ 野生のイルカと一緒に
泳ごう！

絶海の孤島で
満天の星がお出迎え

新東京百景の「南ヶ山園地」 亜熱帯地区で温泉めぐり！？

美しい白浜と青い海 世界自然遺産の島で感動体験神秘的で美しい 

海と温泉の癒し島 伝統の大祭と最新アクティビティ

東京の島に 行ってみよう！
　伊豆諸島の9島（大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、
御蔵島、八丈島、青ヶ島）、小笠原諸島の2島（父島、母島）の 
計11島が"東京の島"として知られています。
　溢れんばかりの自然の恵み、多様性のある文化や名産品、
ゆったりと流れる時間、そのどれもが島の魅力です。
　夏休みのプランに、"東京の島"を加えてみませんか？

　伊豆諸島･小笠原諸島のアンテナ
ショップとして人気の「東京愛らん
ど」は、東京の島への玄関口である竹
芝客船ターミナル内にあります。
　店内には、島から直送された食品が
ずらりと並び、なかでも各島独自の風
味をもつ島焼酎は、常時20種以上が
販売されています。島の特産物を使っ
た食品も根強い人気。店内で取り扱っ
ている商品は、ホームページからもお
買い求めいただけます。

　東京島めぐりPASSPORT
（しまぽ）は、東京諸島を巡る
スタンプラリーへの参加と、
加盟施設での提示で特典や
サービスが受けられます。
※ しまぽは各島の指定発行所

(観光協会等)で発行中。

港区海岸1-12-2 
竹芝客船ターミナル内
9時〜22時30分

☎03-5472-6559

　大島のほぼ中央にある標高
758mの三原山は、古くから「御

ご

神
じ ん

火
か

」として島民にあがめられて
きました。山頂を一周するお鉢巡
りでは、今も噴煙の上がる火口を
間近で体験することができます。
都心から日帰りで行ける大島で
雄大な自然に出会えます。

　御蔵島の周りの海域には、ミナ
ミバンドウイルカが年間を通し
て棲みついており、都内で野生の
イルカと泳げる島として全国的
に有名です。シュノーケリングで
一緒に泳ぐ、ドルフィンスイムは
特別な感動が味わえます。

　日本一人口が少ない村として有名な
青ヶ島。外輪山の内側には「ひんぎゃ」と
呼ばれる地熱蒸気の噴出孔がいたると
ころにあり、その熱を料理や製塩、サウ
ナなどに利用しています。「尾山展望公
園」からは満天の星空ウォッチングがで
きます。

　島の約80％が椿の木に覆われ、
「椿油」の日本有数の生産地、利
島。島の南側には、新島から御蔵
島までの伊豆諸島が一望できる

「南ヶ山園地」があります。新東京
百景にも選ばれたこの名所は、星
空の観賞ポイントとしてもおす
すめです。

　羽田空港からわずか55分。ウ
ミガメとの遭遇率が高い八丈ブ
ルーの透き通る青い海、島ずしを
はじめとする郷土料理、伝統芸能
の八丈太鼓など歴史文化あふれ
る八丈島。なかでも島に7つある
温泉は、心も体も癒してくれるこ
と請け合いです。

　新島には、心動かされる真っ白
な砂浜と青い海があります。東
海岸の羽

は ぶ し

伏浦
う ら

海岸はサーフィン
やボディボードの名所としても
名高く、マリンスポーツが盛んで
す。ゆったりと時間が流れる新島
は、訪れる人の心を和ませてくれ
ます。

　「世界自然遺産」に登録された小笠原諸島は、海、陸ともに大自然の宝庫
です。小笠原の海は、深い青色が特徴で「ボニンブルー」と呼ばれ、その透
明度の高さから、ダイビングやシュノーケリングなどを楽しめるほか、イ
ルカやウミガメなどさまざまな生きものを近くで見ることもできます。
また、陸では沢山の小笠原固有の動植物が観察でき、独特な生態系を肌で
感じることができます。
　さらに、パッションフルーツや島
レモンなど南国の果物の他、戦前か
ら飲まれていた島ラム酒など食の
楽しみもいっぱいです。
　快適な船旅を楽しめる「新おが
さわら丸」でお越し下さい。

　神津島は、伊豆諸島の神々が各島
に水を配る会議のため集まったとい
う伝説の島です。その中央に位置す
る標高572mの「天上山」の頂上部は、
砂漠や池をもち変化に富んでいま
す。また「花の百名山」としても知ら
れ、夏はサクユリやシマキンレイカ
などが白や黄色の花を咲かせます。

　美しいリアス式海岸の入り江
に囲まれた式根島は、その風光明
媚な景観から「式根松島」と呼ば
れています。波穏やかな海水浴場
で魚たちと戯れ 、夜は満天の星を
見上げながら海中温泉に浸かる、
癒しのひとときを提供します。

　釣り、ダイビング、バードウォッ
チングなど自然を満喫できるアク
ティビティはもちろん、国内最大規
模のボルダリング施設も完備。また
今年は、迫力の神輿が島内を6日間
かけて巡る、2年に1度の「富

と が

賀神社
夏大祭」が開催されます。熱い三宅
島が皆さんをお待ちしています。

※人口は28年1月1日現在

面 積／90.76㎢ 面 積／20.54㎢

面 積／5.96㎢

面 積／4.12㎢ 面 積／72.23㎢（八丈小島を含む）

面 積／22.97㎢

面 積／104.35㎢

面 積／18.58㎢

面 積／3.67㎢ 面 積／55.26㎢

人 口／8,164人 人 口／314人

人 口／166人

人 口／314人 人 口／7,834人

人 口／2,282人

人 口／2,587人

人 口／1,927人

人 口／536人
人 口／2,619人

所在地

営業時間

お問い合わせ お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ お問い合わせ

お問い合わせ お問い合わせ

お問い合わせ お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

観光産業課　☎04992-2-1446　 産業課　☎04994-8-2121　

総務課　☎04996-9-0111　

産業･観光課　☎04992-9-0011　 産業観光課　☎04996-2-1125　

産業観光課　☎04992-5-0284　 産業観光課　☎04992-8-0011　

産業観光課　☎04992-5-0284　 産業観光課　☎04998-2-3114　企画財政課　☎04994-5-0984　

逆さ三原山。運が良ければ見られるかも 癒しのイルカウォッチングは10月末頃まで

「尾山展望公園」から見た幻想的な星空

1周8kmの小さな島　ⓒ（公財）東京都島しょ振興公社 太平洋の大海原を見渡せる「みはらしの湯」

楽園と呼ぶにふさわしい美しい砂浜 東洋のガラパゴスと
称される豊かな自然

天上山の切り立った断崖

透明度の高いビーチ
水平線に沈む夕日にうっとり

「富賀神社夏大祭」は8月4日から9日まで

調布 竹芝

羽田
横浜

大島

利島
新島
式根島

神津島 三宅島

父島

母島
御蔵島

八丈島

青ヶ島

ジェット機
高速船／大型船／連絡船

小型機
ヘリコプター

40分

50分

55分

2時間

24時間

6時間30分

（高速船25分）

（高速船25分）

（高速船30分）

（高速船1時間45分）

2時間50分

3時間

45分

50分

20分

50分

50分

10分

20分

25分

20分

1時間20分

小
笠
原
諸
島

伊豆諸島

6時間

10分

25分

大島 御蔵島 青ヶ島

利島 八丈島

新島
小笠原
諸島

（父島・母島）
神津島

式根島 三宅島

東 京 愛 ら ん ど

島旅の必携アイテム 

"しまぽ"� �� �

東京愛らんどショップ 検索

お問い合わせ 　東京都島しょ振興公社　☎03-5472-6546　 　総務局行政部　☎03-5388-2407

東京諸島観光連携推進協議会
☎03-3436-6955
産業労働局観光部
☎03-5320-4767
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　 往復はがきなどで申し込む場合は、催しなどの名称、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話（返信はがきにも郵便番号、住所、氏名）をお忘れなく。※あて先で郵便番号だけのものは住所不要です。そのままお書き下さい。

青少年・治安対策本部青少年課☎03-
5388-2257

7月は「愛の血液助け合い運動」
実施月間　�

福祉保健局疾病対策課☎03-5320-
4506

7月・8月は政治家の寄附禁止
PR強化期間� �

　「有権者は求めない! 」「政治家は贈らな
い!」。有権者が、政治家に対し寄附を求
めることは、法律で禁止されています。

選挙管理委員会事務局選挙課☎03-
5320-6913

7月の宝くじ発売開始予定日�

◦1等5万円スクラッチ（200円）     12日
◦サマージャンボ宝くじ（300円）　 18日
   （1等前後賞合わせて7億円） 
◦サマージャンボミニ1億円（300円） 18日
   （1等1億円）
◦サマージャンボプチ100万円（300円） 18日
　（1等100万円）
◦1等100万円スクラッチ（200円） 26日

財務局公債課☎03-5388-2685

水道カレンダー
フォトコンテスト�

　テーマ／水道水源地域か東京の水道
施設の美しい四季。締切／8月31日（必
着）。応募方法等詳細は で。

水道局サービス推進課☎03-5320-
6326

土砂災害防止月間に関する
絵画・作文�

　絵画の部／描き方、大きさ自由。作文
の部／400字詰め原稿用紙で、小学校低
学年は2枚程度、高学年は4枚程度、中学
生は5枚程度。対象／都内在住・在学の
小・中学生。申込／9月15日（消印）まで
に〒163-8001東京都建設局指導調整課

（☎03-5320-5406）へ。

町会・自治会活動における課題解
決をプロボノワーカーが支援�

　企業等で培った経験・スキルを持つ方々
（プロボノワーカー）がボランティアとし
て、イベントの改善提案や、ホームペー

ジ作成などの支援を行う。対象／都内の
町会・自治会。申込／7月11日までに所
定の申込書（ で入手可）を、 かファク
スで生活文化局地域活動推進課（☎03-
5388-3185） 03-5388-1331へ。募
集多数の場合抽選。7月26日 か30日
の事前説明会に要参加。

親子でできる！水質調査
水道水質モニター�

　簡易測定キットを使った水質調査とアン
ケート回答。対象／都営水道の給水契約
者（家庭用）。受付／30年1月31日まで。
1,000人程度。謝礼／水道局オリジナル
グッズ。申込／ かはがきに住所・氏

ふりがな

名・
水道契約者名・電話・建物の種類（戸建・
集合住宅）・貯水槽の有無を書き、水道水
質モニター担当（〒105-0011港区芝公園
1-2-16-2階）へ。

同事務局☎03-5776-2818か水道局
企画調整課☎03-5320-6314

｢東京空襲犠牲者を追悼し平和を
祈念する碑｣の花壇デザイン画�

　花壇(幅18.4ｍ･奥行き8.5ｍ･扇型)に
植え込む草花のデザイン画(B4〜A3判)｡
資格／都内在住･在学の小･中･高校生｡
応募／9月29日(必着)までに所定の応募
用紙( で入手可)を添えて〒163-8001
東京都生活文化局文化事業課(☎03-
5388-3141)へ｡

医療券（気管支ぜん息）の更新を忘れ
ずに〜大気汚染医療費助成制度��

　都内に1年（3歳未満は6ヵ月）以上在住
の18歳未満で気管支ぜん息等に罹

り

患
かん

して
いるなど、要件を満たす方に対して、認定
疾病に係る医療費（保険適用後の自己負
担分）を助成しています。
　有効期間満了後も引き続き助成を受け
るためには更新手続きが必要です。有効
期間満了の1か月前を目安に区市町村の
窓口で手続きをして下さい。生年月日が
平成9年4月1日以前で有効期間内の医療
券をお持ちの方は、有効期間満了までに
更新手続きを行わない場合、資格喪失と
なり再度認定を受けられなくなります。

区市町村の窓口か福祉保健局環境保
健衛生課☎03-5320-4491

7月24日〜30日は肝臓週間　
肝炎ウイルス検診を受けましょう��

　肝炎ウイルスは、早期発見・早期治療
が大切です。お住まいの区市町村で無料
で検診を受けられます。

福祉保健局健康推進課☎03-5320-
4363

「若ナビαアルファ」�東京都若者総合相談
センターで来所相談を開始� �

　電話・メールで内容を聞き、必要に応
じて、来所での相談を7月3日から開始し
ます。対象／日々の生活や将来に不安や
悩みのある若者とその家族。電話相談／ 
☎03-3267-0808。受付時間／11時〜
20時（ 年末年始除く）。

お知らせ

    献血への
    ご協力を 
お願いします！

「けんけつちゃん」

◦減免期間：新築後新たに課税される年度から3年度分

◦�減免額：�住宅部分の全額減免
　　　　��(対象戸数は建て替え前後の家屋により異なる）

◦�申請期限:�新築した年の翌々年の2月末※1月1日新築の場合は翌年の2
�����������������月末

◦減免期間：改修工事完了日の翌年度分から一定期間

◦�減免額：�居住部分で1戸あたり120㎡の床面積相当部分までを耐震減
額制度の適用後に全額減免

◦申請期限：改修工事が完了した日から3ヶ月以内

　昭和57年1月1日以前から23区内に所在する家屋で､30年3月31日ま
でに耐震化のための建て替え･改修を行った住宅が対象です。

住宅が所在する区の都税事務所か
主税局資産税部　☎03-5388-3045　

お問い合わせ

建て替え

改　修

耐震化のための
建て替え･改修を行った住宅の
固定資産税･都市計画税を
減免します(23区内)

税の減免

＊申請方法等詳細はホームページをご覧下さい。

　住宅への雨風の侵入を防ぐための
金属板を、屋根や外壁に合わせ加工
し、取り付ける建築板金工の大月信雄
さん。
　親に弟子入りするも、それとは別に
学問として設計や金属のことを学ぶた
め、高校の機械科に通い、板金に生か
していった。
　新築やリフォームの仕事のほか、寺
社等で見られる屋根飾り制作で、半世
紀以上の経験を持つ。職人として1人
前になった昭和40年代は寺社の新築･
改修も多く、数々の経験を積んだ。
　大月さんは、古典技能と呼ばれる手
作業で屋根飾りを制作する。1枚の金
属板を金

かな

槌
づち

で打ち付けることで凹凸を
つけ、さまざまな形を作る。機械化も
進むが、壺のような形では金型から抜
き出すために切断･溶接をするため、
つなぎ目ができ、古くからある寺社な
どの復元工事には向かない。｢古典技
能は、つなぎ目が無い。そこに難しさ
があり、美しさがある。若い人が先輩
たちの築いてきた板金文化をつないで
いかないといけない｣と、名工たちから

学んだ伝統技術の重要性を訴える。
　そして、｢自分で考えて物を作る想
像力、経験から得る自分なりの理論。
それがその人の個性になって生きてく
る｣と後進へアドバイスを送り、作品
づくりを通して技術の継承に貢献して
いる。

■東京マイスター WEBサイト　http://www.meister-award.metro.tokyo.jp/

｢道具は手作り。自分で考えて道具を作る。道
具作りができないと、ものづくりはできない｣と
大月さん。

難しさの中に｢美｣が残る

一級建築板金技能士
大
おお

月
つき

　信
のぶ

雄
お

さん（平成10年度受賞）
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都庁では により情報を発信しています！

介護の職場体験・初任者研修（資
格取得支援）・トライアル雇用�

　①職場体験／30年2月28日までの3日
以内。都内介護事業所で。対象／介護業
務希望者。②初任者研修／介護業界就労
希望者の資格取得講座。対象／①の職場
体験を行った方。③トライアル雇用／30
年2月28日までの6か月以内。都内介護事
業所で働きながら初任者研修受講。継続
雇用も可。対象／介護資格を持たない方。
対象事業所・申込等詳細は か東京都福
祉人材センター☎03-5211-2910へ。

同センターか福祉保健局介護保険課☎
03-5320-4267

福祉の仕事「就職フォーラム」�

　7月17日 12時〜17時、東 京国際
フォーラムで。104法人が出展しての大規
模合同就職説明会。対象／福祉の仕事に
関心のある学生・転職希望者等。

東京都福祉人材センター☎03-5211-
2860か福祉保健局地域福祉推進課☎
03-5320-4049

職業能力開発センター
10月生�

　①普通課程:高卒程度／3DCAD・CAM
（1年）。高卒程度かつおおむね30歳以

下／精密加工（1年）。②短期課程:一般／
配管、溶接、ネットワーク施工、介護サー
ビス等27科目（6カ月）。25歳未満／若年
者就業支援（2コース・1年）。エンジニア
基礎養成（4カ月）。高年齢者（おおむね50
歳以上）／ビル管理、ホテル・レストラン
サービス等6科目（6カ月）。クリーンスタッ
フ養成、生活支援サービス、マンション維
持管理、施設警備（3カ月）。選考／8月22
日 か23日 。申込／7月28日 までに
住所地のハローワークか各センター・校

へ。費用／①授業料・入校選考料が必要。
いずれも教科書代等は自己負担。

産業労働局能力開発課☎03-5320-
4716

保育士試験　�

　試験／筆記：10月21日 ・22日 、
実技：12月10日 。受験料／12,950円 

（全部免除基準に該当する場合は、2,650
円。送料含む）。締切／7月26日（消印）。
受験手引きの請求／「手引き請求」と朱書
きした封筒に返信用封筒（角2、切手貼付
不要）を同封し、〒171-8536保育士試験
事務センター（ 0120-4194-82）へ。
でも請求可。

福祉保健局保育支援課☎03-5320-
4130

東京都子育て支援員研修
（第2期）受講者募集�
　対象／都内在住・在勤（保育や子育て
支援分野）で、保育や子育て支援分野に
就職を希望する方。コース／①地域保育
②地域子育て支援③放課後児童④社会
的養護。開催時期／10月16日から順次。
場所／新宿ほか。定員／各回80人。申
込／7月28日（消印）まで。申込等詳細は

で。申込書の配布は7月10日から区市
町村の窓口・東京都福祉保健財団 で。

同財団☎03-3344-8533か福祉保健
局少子社会対策部☎03-5320-4121

「正社員就職サポート事業」
参加者・派遣先企業の募集�

　研修と派遣就労をセットにしたプログ
ラムにより、正社員就職を支援。44歳以 
下、200人。申込／同事業運営事務局
0120-977-506（参加者）、☎03-5439 
-9952（企業）へ。条件等詳細は で。

　監査委員は、都の行財政が正しく無駄なく運営されているか監査し、問
題点を指摘して各局に改善を求めています。
　今回は130件の指摘等が改善され、これにより、措置の対象となる監査
の指摘等538件のうち504件（約94%）が改善済みとなりました。

監査事務局総務課　☎03-5320-7017
http://www.kansa.metro.tokyo.jp/

お問い合わせ

★�生活文化局では私立学校を運営する学校法人に補助金を交付してい
ますが、交付した補助金が過大となっていました。
　　　　　　　　

　学校法人から補助金の過大交付分約861万円が返還されました。

★�上野恩賜公園、日比谷公園、宇喜田公園の案内板に、車椅子での利用
が可能な園路や施設が表示されていませんでした。
　　　　　　　

　車椅子対応の園路や水飲み場等を案内板に追記。また、建設局は
マニュアルを作成し、公園管理者に対して利用者の視点に立った
案内、掲示方法を徹底しました。

監査により事務が改善されました
監　査

【主な改善事例】

産業労働局就業推進課☎03-5320-
4708

商店街起業促進サポートセミナー
商店街での開業を目指す方募集��

　10月5日 〜30年3月8日（ 全11回）18
時、東京都中小企業振興公社で。抽選で
15人程度。申込／8月31日までに で。

同公社☎03-5822-7237か産業労働
局地域産業振興課☎03-5320-4787

中小企業従業員生活資金融資制度
（さわやか、すくすく・ささえ）�
　利率／さわやか（個人融資）年利1.8％、
すくすく・ささえ（子育て・介護支援融資）
年利1.5％。限度額／さわやか70万円（特
例100万円）、すくすく・ささえ100万円。
申込／中央労働金庫（都内本支店）か都内

信用組合（すくすく・ささえのみの取扱い）
産業労働局労働環境課☎03-5320-

4653、中 央 労 働 金 庫 0120-86-
6956、東京都信用組合協会☎03-3567-
6211

中小企業のための
障害者雇用支援フェア�

　7月28日 10時〜16時30分、新宿NS
ビルで。①基調講演「中小企業における
障害者雇用の進め方」②パネルディスカッ
ション「中小企業における障害者雇用の取
組」（①②は要事前申込）。支援機関の紹
介や特別支援学校生徒によるカフェサー
ビスの実演なども有。申込方法等詳細は

で。
産業労働局就業推進課☎03-5320-

4663 

◎弾道ミサイルは、発射から極めて短時間で着弾します。
◎�ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、Jアラート（全国瞬時警
報システム）を活用し、防災行政無線で特別なサイレン音とメッセージ
を流すほか、緊急速報メール等を発信します。

総務局防災管理課　☎03-5388-2587　http://www.bousai.metro.tokyo.jp/
国民保護ポータルサイト　http://www.kokuminhogo.go.jp/

お問い合わせ

◦�できる限り頑丈な建物や地下に避難
する。

◦�近くに建物がない場合は、物陰に身を
隠すか地面に伏せて頭部を守る。

◦�窓から離れ、できれば窓のない部屋
に移動する。

　｢東京防災｣の164
ページ以降にも、身を
守るための記載があ
りますので、対応につ
いてご確認下さい。

弾道ミサイル落下時の行動について
注　意

東京都職員Ⅰ類B（保健師）�
　資格／免許取得者か取得見込みで30
年4月1日現在22歳以上40歳未満の方。
人員／7人。勤務先／多摩・島しょ地域
の保健所など。採用／30年4月1日。試験
（1次）／9月10日 。締切／郵送は8月
23日（消印）、持参は8月25日 まで。
福祉保健局職員課☎03-5320-4023

東京都職員Ⅱ類（福祉）�
　資格／保育士等の有資格者（取得見込
み含む）で、30年4月1日現在20歳以上
36歳未満の方。人員／20人。勤務先／

職 員 採 用

詳細は必ず事前に などで
ご確認下さい。

児童自立支援施設・児童相談所一時保
護所等。採用／30年4月1日。選考（1
次）／9月10日 。締切／郵送は8月18
日（消印）、持参は8月23日 まで。
福祉保健局職員課☎03-5320-4023

東京都地域医療支援ドクター
（常勤）　�　� �
　資格／30年4月1日現在60歳未満で、
地域医療に従事する意思のある医歴5
年以上の医師。診療科／周産期医療（産
科・新生児科）、小児医療、へき地医療
（総合・内科・外科等）、救急医療（内科・
外科等）のいずれか。人員／若干名。採
用／30年4月1日。締切／7月31日。
福祉保健局医療人材課☎03-5320-

4552

働　く

メッセージが流れたら、
直ちに以下の行動を

とって下さい。

　 　  にいる場合外屋

　 　  にいる場合内屋
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自然・公園

学　ぶ

催　し

舟運の活性化に向けた
社会実験� �

　「隅田川縦断」7月9日 、「東京港循環」
14日から毎 、「日本橋周遊」19日

。申込等詳細は か、水都創造パート
ナーズ☎03-6826-4802へ。

都市整備局交通企画課☎03-5388-
3392

海の灯まつりinお台場2017��

　7月16日 ・17日 18時30分〜22時
頃、お台場海浜公園で。砂浜をロウソク
の灯の地上絵で彩る光のイベント。13時
から地上絵作成参加者を募集。

東京港埠頭（株）☎03-3599-7305

打ち水日和〜江戸の知恵・東京
のおもてなし� �

　7月20日 16時〜18時、都庁都民広場
で。雨天中止。打ち水体験、小池知事、りゅ
うちぇるほかによるトークショーなど。

環境局環境都市づくり課☎03-5388-
3566　

食肉市場「お肉の情報館」
夏季臨時開館� �

　7月22日 ・8月19日 10時〜18時。
食肉流通の仕組みや食肉市場･と場への
差別や偏見の解消に向けた展示、お肉の
生産から食卓に届くまでのビデオ上映、
記念品プレゼントなど。

同市場☎03-5479-0651

人権問題都民講座
「音楽から人権を考える」� �
　7月15日・8月26日・9月23日いずれも

14時、東京都人権プラザで。テーマ／
瞽
ご

女
ぜ

唄、歌謡曲とジェンダー、黒人音楽。
各日80人。申込／7月8日までに か電
話、ファクスで東京都人権啓発センター☎
03-6722-0085、 03-6722-0084へ。

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室� �

　視覚障害／①「音楽教室」7月21日
13時〜15時30分。②「教養講座」23日
13時30分〜16時。聴覚障害／③「文章
教室」7月12日〜8月2日毎 18時30分
〜21時。④「コミュニケーション教室」7月
22日 13時30分〜16時。⑤「教養講座

（昼の部）」14日 13時30分〜16時。①
〜④東京都障害者福祉会館⑤都立多摩
図書館で。当日先着各50人。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、
03-5388-1734

働く女性全力応援プログラム
〜就業継続アシストセミナー��

　｢いま､働く女子がやっておくべき お金
のこと&わたしのこと｣8月27日 ､｢ママ
だからこそ！戦略的に仕事も家庭も楽し
む！」9月23日 ､｢働くママも子供もハッ
ピーになる、両立ライフを考える｣10月21 
日 ､｢不安を解消！管理職を目指すあな 
たに伝えたいこと｣12月2日 ｡講師／浜
田敬子など。いずれも13時30分､東京

山のふるさと村
（奥多摩湖畔公園）の催し�� �
　「ひんやり涼しい奥多摩夏の魚釣り」8月
17日 〜18日 。小学生以上、抽選で
20人。9,000円（1泊3食付）。申込／7月
27日（消印）までにはがきかファクスに催し
名・全員の住所・氏

ふりがな

名・性別・電話を書き、
山のふるさと村（〒198-0225奥多摩町川
野1740）☎0428-86-2556、 0428-
86-2553へ。

ビジターセンターの催し� �

　[申込]往復はがきに、催し名・全員の
住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話を書き、各センター
へ。応募多数の場合抽選。
　 御 岳 ☎0428-78-9363 （〒198-

4 〜 5 面にも夏休みの催しなどを
掲載しています。

水素情報館「東京スイソミル」
開館1周年スペシャルウィーク��

　7月25日 〜30日 9時〜16時30分。
分子模型作り（26日）、サイエンスショー

（29日・30日）、記念品プレゼントなど。
東京都環境公社☎03-6666-6761

東京都障害者総合美術展　��

　7月27日 〜31日 10時〜21時（31
日は16時まで）、西武池袋本店で。都内の
障害者の絵画・造形・書・写真の入選作
品を展示。

日本チャリティ協会☎03-3341-0803、
03-3359-7964か福祉保健局障害者

施策推進部☎03-5320-4147、 03-
5388-1413

羽田空港の機能強化について
の展示� �

　7月31日 〜8月4日 10時〜17時、
都庁第二庁舎1階臨時窓口で。飛行機の
映像や音を体験できる機器等で羽田空港
の機能強化について紹介。

都市整備局都市基盤部☎03-5388-
3288

都民クルーズ�客船「にっぽん丸」
「東京／名古屋クルーズ」　� �
　9月18日 〜19日 （1泊2日、朝・夕
食1回）を通常価格の10％引きで。①コン
フォートステート（29,700円〜49,140円）
10組。②スーペリアステート（42,300円
〜54,990円）5組。東京港発、名古屋港
着。最少催行人員2人。添乗員なし。応募
多数の場合抽選。申込／7月15日（消印）
までにはがきに催し名・希望客室タイプ・
人数（①は3人②は2人まで）・全員の住所・
氏
ふりがな

名・生年月日・電話を書き、クルーズの
ゆたか倶楽部（株）都民クルーズ係（〒101-
0044千代田区鍛冶町2-5-15ゆたか倶楽
部ビル）☎03-5294-6261へ。企画・実
施／商船三井客船（株）。

港湾局振興課☎03-5320-5529

ウィメンズプラザで｡各回抽選で35人｡
未就学児の託児有｡申込／8月16日まで
に か所定の申込書（各区市町村男女セ
ンター等で入手可）をファクスで働く女性
全力応援プログラム事務局(☎03-3824-
7239) 03-3824-7254へ。

東京ウィメンズプラザ☎03-5467-
1980

都立学校公開講座� �

　[申込]／ か往復はがきに講座名・住
所・氏

ふりがな

名・年齢・性別・電話を書き、各
校へ。応募多数の場合抽選。受講料等必
要。掲載校以外も有。
　東高校☎03-3644-7176（〒136-
0074江東区東砂7-19-24）「中学生のた
めのラグビー講座（初心者から経験者ま
で）」8月15日〜30年3月16日（平日夜間
全10回）。締切／7月14日（消印）。
　田無高校☎042-463-8511（〒188-
0013西東京市向台町5-4-34）「楽しく学
べる柔道講座」9月2日〜11月4日（
全5回）。締切／8月7日（消印）。

各校か教育庁生涯学習課☎03-5320-
6893

都立広尾病院都民公開講座��

　「暑い夏を乗り越える！正しい水分摂取 
の方法とは？」7月28日 19時。当日先着
100人。

同病院☎03-3444-1181

0175青梅市御岳山38-5）「昆虫教室・ど
こにいるかな夏の虫」7月30日 。40人

（小学生以下は保護者同伴）。100円。締
切／7月19日（消印）。
　高尾☎042-664-7872 （〒193-
0844八王子市高尾町2176）「夏だ!高
尾だ!水遊び!」7月23日 。小学生（保護
者同伴）40人。500円。締切／7月10日

（消印）。

向島百花園「大輪朝顔展」� �

　7月30日 〜8月6日 8時〜12時。
直径20cm前後の大輪朝顔約500鉢の
展示。

同園☎03-3611-8705

　｢東京動画」開局までの間､開局に向けた情報と､よりすぐ
りの動画を掲載します。

　メールアドレスを登録しておくと､
開局時にお知らせのメッセージをお
送りします｡

　東京都に関する動画をいつでも視聴できるポータルサイト、東京都公
式動画チャンネル｢東京動画」を､８月下旬に開局します｡それに先駆け、
特設サイトをオープンしました。

生活文化局広報課　☎03-5388-3087
https://tokyodouga.jp

お問い合わせ

特設サイト

メールで開局を
お知らせ！

東京都動画ポータルサイト｢東京動画｣
開局前に､特設サイトがオープン

サイトオープン

飼育担当の下重さんより一言
｢『走れメロス』より、メロスと
名付けました。その名のとお
り、よく走ります。地面に横
になりスヤスヤと寝ている姿
も見られます。現在は、群れ
に入るための練習を終え、仲
間と一緒に過ごしています｣

多摩動物公園☎042-591-1611

　4月10日に生まれたモウコノウマの「メロ
ス」が日々成長中。(写真は5月16日撮影)

HP

早く会いに来てね！ 

※ ＝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
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は 「WEB広報東京都」からアクセス!　広報東京都　　　http://www.koho.metro.tokyo.jp/検索

　 往復はがきなどで申し込む場合は、催しなどの名称、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話（返信はがきにも郵便番号、住所、氏名）をお忘れなく。※あて先で郵便番号だけのものは住所不要です。そのままお書き下さい。

※バックナンバーもあります

美術館・博物館
開館時間の夜間延長� �

　①江戸東京博物館②東京都美術館③
東京都写真美術館（21時まで）。7月20日 
〜8月25日の （③のみ）・ 。日程等詳細 
は か東京都歴史文化財団☎03-5610-
3503へ。

東京都美術館「障害のある方
のための特別鑑賞会」� �

　「ボストン美術館の至宝展−東西の名
品、珠玉のコレクション」8月28日 10時 
〜16時。身体障害者手帳等をお持ちの方、
抽選で各回350人。申込／7月24日（消
印）までに かはがきに希望受付時間（① 
10時〜12時30分②12時30分〜15時③
どちらでも可）・住所・氏

ふりがな

名・電話・介助者
（1人まで）の有無、貸出用車椅子・駐車
スペースの希望の有無を書き、東京都美
術館（〒110-0007台東区上野公園8-36）
☎03-3823-6921へ。

駒沢オリンピック公園屋内球技場･
第一球技場リニューアルイベント��

　7月8日 ･9日 10時〜17時。元全日
本女子バレーボール選手によるエキシビ
ジョンマッチ（8日）、ホッケー･ボルダリン
グ等の体験、東洋の魔女展、スタンプラ
リー、施設見学など。

同イベント事務局☎03-3595-0666か
オリンピック･パラリンピック準備局スポー
ツ推進部☎03-5320-7713

スポーツリーダーズセミナー��

 　「なわとび編」8月22日 。「ダブル
ダッチ編」31日 。いずれも13時、BumB
東京スポーツ文化館で。抽選で各日50
人。基礎と集団演技の作り方などの指
導法を学ぶ。対象／小中学校教員、体育
指導者、体育指導者を目指す方、子供に
教えたい保護者。申込／7月31日までに

で。
同館☎03-3521-7323

「チアリーディング日本選手権大会
観戦招待」と「サッカー観戦優待」��

　①「JAPAN CUP 2017 チアリーディ
ング日本選手権大会」  8月18日 、東
京体育館で。抽選で250組500人を招
待。②「日テレ・ベレーザVS浦和レッド
ダイヤモンズレディース」  19日 18
時、味の素フィールド西が丘で。抽選で
50組100人。1組1,500円。
　対象／小学生以上のペア（小学生は保

護者同伴）。申込／7月14日（必着）まで
に （①のみ）か往復はがきに大会名・代
表者の住所・電話・全員の氏

ふりがな

名・年齢を
書き、①〒163-8001東京都オリンピッ 
ク・パラリンピック準備局事業推進課②
東京ヴェルディ「東京都観戦事業担当」

（〒206-0812稲城市矢野口4015-1）☎
03-3512-1969へ。一大会一応募まで。

オリンピック・パラリンピック準備局事
業推進課☎03-5320-7714

障害者スポーツ　
ボッチャ教室� �

　7月28日〜30年3月23日（毎月第4 ）
13時〜15時、首都大学東京荒川キャンパ
スで。ボッチャチーム「王子ホールドスター
ズ」によるルール説明、競技指導など。50
人程度。申込／開催日の1週間前までに

か電話で同大学☎03-3819-7108へ。

東京都障害者スポーツ大会
「スポーツの集い」� �
　9月13日 10時、東京体育館で。知的
障害者（児）。種目／大玉ころがし・綱引
きほか。申込／7月20日（必着）までに所
定の申込書（ で入手可）を郵送かファク
スで東京都障害者スポーツ協会（〒162-
0823新宿区神楽河岸1-1セントラルプラ
ザ12階） 03-6265-6077へ。

同協会☎03-6265-6001かオリンピッ
ク・パラリンピック準備局障害者スポー
ツ 課 ☎03-5388-2883、 03-5388-
1229

シニア健康
スポーツフェスティバルTOKYO��

　10月1日〜11月23日、都内各会場で。
対象／昭和34年4月1日以前に生まれた
方。種目／ラージボール卓球･テニス･ゲー
トボール･マラソン･剣道・サッカーなど全
10種目。1人1種目につき1,000円。申
込／7月31日(消印)までに申込書(区市町
村、社会福祉協議会、都庁案内コーナー、
東京都体育協会ほかで配布)を郵送。

同協会☎03-6804-8122かオリンピッ
ク･パラリンピック準備局事業推進課☎
03-5320-7727

文化・スポーツ

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　☎03-5388-3141

お問い合わせ

鑑　賞

7月8日（消印）までに､はがきに①希望公演番号（1枚1公演･同一番号の重
複申込不可）②人数（2人まで）③郵便番号･住所④氏

ふり
名
がな
⑤年齢⑥電話を書

き、〒104-0061中央区銀座5-1-7　数寄屋橋ビル6階�都民劇場｢都民半額
観劇会事務局｣へ｡抽選で9,000人。

当選者には､7月18日ごろ当選通知とゆうちょ銀行専用払込用紙をお送り
します。7月26日までにゆうちょ銀行窓口またはATMからご送金下さい｡
送金確認後､入場券を郵送いたします。落選者には通知しませんのでご了
承下さい。
※�入場券代金のほかに取扱手数料500円（入場券1枚当たり）と入場券郵送料82
円が必要です。�

※�送金手数料は､当選者の負担となります。� �
※�申し込み内容（希望公演･枚数）の変更はできません。�

夏の｢都民半額観劇会｣

劇場名・料金 演　　目 公演
番号 日　　時

新橋演舞場
1等席�：7,000円
（900席）

ミュージカル「にんじん」
大竹しのぶ､中山優馬　ほか

1 8月8日 16時30分

2 8月10日 16時30分

帝国劇場
S席�：7,000円
（1,250席）

ミュージカル
「ビューティフル」
平原綾香､中川晃教　ほか

3 8月16日 18時30分

4 8月17日 18時30分

明治座
S席�：7,000円
（1,000席）

歌手生活30周年�
藤あや子�特別公演　
第一部：「明治一代女」　
第二部：�｢艶やかな歌つづ

り｣
三山ひろし､松村雄基　ほか

5 9月4日 16時

6 9月22日 16時

歌舞伎座
一等席�：9,500円
（800席）

秀山祭九月大歌舞伎
中村吉右衛門　ほか

7 9月7日 16時30分

8 9月11日 11時

新橋演舞場
一等席�：6,500円
（1,100席）

松竹新喜劇�爆笑新秋公演
夜：�「鼓

つづみ
」

������｢お染風邪久松留守｣
昼：�「新･親バカ子バカ」
������「帰ってきた男」
渋谷天外､藤山扇治郎､
久本雅美　ほか

9 9月7日 16時30分

10 9月18日 11時30分

国立劇場
1等Ａ席�：5,400円
（1,000席）

10月歌舞伎公演
通し狂言
�「霊験亀山鉾-亀山の仇討-」
片岡仁左衛門　ほか

11 10月6日 12時30分

12 10月13日 16時

明治座
S席�：6,500円
（1,000席）

「おんなの家」
高島礼子､熊谷真実､
藤田朋子　ほか

13 10月8日 16時30分

14 10月16日 16時30分

帝国劇場
S席�：7,250円
（1,000席）

ミュージカル「レディ･ベス」
平野綾､山崎育三郎（10日）／
加藤和樹（12日）　ほか

15 10月10日 18時

16 10月12日 18時

シアタークリエ
指定席�：6,400円
（550席）

「土佐堀川�近代ニッポン-
女性を花咲かせた女�広岡
浅子の生涯」
高畑淳子　ほか

17 10月20日 12時

18 10月24日 17時

東京芸術劇場
S席�：4,750円
（200席）

「リチャード三世」
(シルヴィウ・プルカルーテ
演出）
佐々木蔵之介　ほか

19 10月21日 18時30分

20 10月24日 18時30分

東京芸術劇場
S席�：3,500円
（200席）

「オセロー｣
(イヴォ･ヴァン･ホーヴェ
演出）
トネル･グループ･アムステ
ルダム

21 11月4日 13時

22 11月5日 13時

※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

大田区大森の巌
ごん

正
しょう

寺
じ

で、雨を止める
ために祈願したことから生じた伝統
行事。約700年の歴史を持ち、願い
が成就した感謝の気持ちを獅子舞で
表している。毎年7月14日に開催。 (26年7月14日水止の獅子舞奉納、大田区巌正寺で)

水
み ず ど め の ま い

止 舞



体　験

※電話番号を間違えないようにお願いします
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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 14:00〜14:04
東京クラッソ！ NEO（TOKYO MX） 日曜 21:30〜22:00
東京JOBS（TOKYO MX） 水曜 21:55〜22:00
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YouTube東京都チャンネルや番組ホームページからもご覧になれます。

ラジオ

都民ニュース
（TBSラジオ［954kHz］）

月曜〜土曜 8:47〜8:52　
日曜 16:45〜16:50

TOKYO City Information
（Inter FM［89.7MHz］）

土曜・日曜 9:56〜9:59
※日曜は再放送

生活文化局都民の声課（都庁第一庁舎3階南側）

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 http://www.metro.tokyo.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、郵便
局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階北側）では、都政刊行物の閲覧・販売等をしています。

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。

Nature Tokyo Experience
多摩·島しょの自然を活用した新たな体験型
エンターテイメント創出事業が始まります！
　東京都は、多摩･島しょの豊かな自然を活用し、東京の注目度や集客力を高める取
り組みを支援しています。この度、モデルプロジェクトを3件選定しました。新しい
余暇の過ごし方を体験してみませんか。

①�奥多摩に誕生する魅惑的な�
アウトドアフィールド
　グランピング（※）イベントを展開して
きた「CIRCUS OUTDOOR」が、奥多
摩湖を眺望できる場所に初の常設グ
ランピング場を設置。
開始予定   30年3月　
代表事業者名   （株）NOX Intervillage

②�多摩と島をつなぐ�
ガストロノミー（※）ツーリズム
　調布飛行場に到着する朝採れ食材を用いた島料理
体験や生産者等によるトークセッション（調布地域）
と、新島･神津島での現地体験などができるプログラ
ムを実施。
開始予定   29年7月　
代表事業者名   （株）USPジャパン　

③�八丈島グランピング＆�
コンシェルジュ
　八丈島の穴場スポットなどを紹介する"島
コンシェルジュサービス"とリゾートホテル
の庭で行う海風を感じるグランピング。
開始予定   29年8月　
代表事業者名   （株）ASOBIBA

※ グランピング=「グラマラス（glamorous）×キャンピング（camping）」：豪華なテン
トにベッドなどの家具が備え付けられており、食事も提供されるキャンプ。 

※ ガストロノミー：食を通じて地域の自然、歴史、文化な
どを知り、楽しむ観光形態。 

政策企画局渉外課　☎03-5388-2176　http://www.naturetokyoexperience.com
お問い合わせ

プロジェクトの詳細は、ホームページをご覧下さい。

　名水百選（環境省選定）のひとつである「お鷹の道･真
ま

姿
すがた

の池湧水群」は
国分寺駅と西国分寺駅の中ほど、市街地の中にひっそりと佇んでいる。
お鷹の道の脇の小川には、清らかな湧水が流れる。その水は、木々の中
を悠々と流れ、真姿の池へと私たちを導いてくれる。
　平安時代、重い病で醜くなった絶世の美女･玉

たま

造
つくり

小
こ

町
まち

が池の水で身を
清めたところ、病気が治癒し美しい姿に戻ったという伝承から真姿の池
と呼ばれるようになったという。川底まで鮮明に見える澄み切った水の
音に癒されながら、涼やかな気持ちで散策ができる。
　心地よい風に誘われて、しばらく歩くと、まぶしい緑に囲まれた武蔵国
分寺公園に出る。開放感のある広い芝生や、藤棚のつくる木陰は憩い
の時間を運んでくれる。公園を抜けると「森の中の本の森」をコンセプト
に作られた都立多摩図書館がある。「東京マガジンバンク」として雑誌約
17,000誌を所蔵し、公立最大級の規模を誇る。児童書や青少年資料も
充実している。
　豊かな緑がつくる穏や
かな光に包まれながら、
読書に浸る贅沢なひとと
き。自然と文化が共鳴す
る街で、あなたは何に出
会うだろう。

透明度の高い真姿の池

ゆったりくつろげる読書スペース（都立多摩図書館）

国分寺散策（国分寺市）

国分寺市観光協会☎042-325-0111。都立武蔵国分寺公園☎042-323-8123。
都立多摩図書館☎042-359-4020。「西国分寺」駅から徒歩7分。10時〜21時（
は17時30分）。第1木曜日他休館。

JR中央線、西武国分寺線･多摩湖線「国分寺」駅、JR中央線･武蔵野線「西国分
寺」駅下車。「お鷹の道･真姿の池湧水群」へは、駅から徒歩約15分。

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

涼を求めて辿る、癒しの風景

=パソコン用壁紙

〈次号（8月1日発行）は、7月31日・8月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

モデルプロジェクト

ⓒ（公財）東京都島しょ振興公社




