
総務局防災管理課　☎03-5388-2453　http://www.bousai.metro.tokyo.jp/お問い合わせ

一人一人の取り組みがみんなの命を守ります
9月1日は｢防災の日｣

災害はいつ起こるかわかりません。被害を最小限に抑えるためには、日ごろの備えが大切です。
｢防災の日｣をきっかけに、防災訓練に参加するなど、家族や友人、地域の方々と一緒に、できることから始めましょう。

　ゲリラ豪雨･集中豪雨は
突然やってきます。すぐに
安全な場所へ避難し、丈
夫な建物の中で身を守りま
しょう。低地帯･河川･山間
部は特に注意が必要です。

・洪水ハザードマップで危険箇所･避難する場  
　所を確認
・気象情報･自治体避難情報などの情報を確認
・豪雨(大雨)になる前の早めの避難

命を守るための３つの心得

水害被害を
防ぐために！

防サイくん

防サイくん

　地震発生直後は、余震や火災の発生、建物の倒壊など二
次災害に巻き込まれる可能性があります。むやみに帰宅した
り移動を開始せず、安全な場所にとどまりましょう。また、家
族との安否確認手段を決め、日頃から備えておきましょう。

災害時は落ち着いて
行動しましょう ・災害用伝言

　ダイヤル(171) 

安否確認手段

・災害用伝言板
　(携帯電話各社)
・Twitterや
　Facebookなど

毎月1日と
15日に体験が

できます。

｢日常備蓄｣で
災害に備える！

　｢日常備蓄｣とは、自宅で生活す
るうえで必要な食料品や生活必需
品を確認して、少し多めに購入し、
古いものから順に消費し、減った
分を補充していくことです。普段
使っているものを常に少し多めに
備えておきましょう。

　｢東京防災｣には、知識をつける
だけではなく、今すぐできる具体的
な｢災害の備え｣を多く掲載してい
ます。｢今やろう｣マークが付いて
いるページはすぐに確認し、必ず実
践しておきましょう。

活用してますか？
｢東京防災｣

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

平成29年
（2017年）
9月1日発行
長月 ながつき　

第865号

690万1,759世帯　人口1,372万9,858人（男：676万4,492人　女：696万5,366人）
＊参考：外国人数50万4,804人

29年7月1日
現在の推計

チャレスポ! TOKYO
障害のある人も
ない人も一緒に
楽しめる
イベントです

10月1日は｢都民の日｣
施設の無料公開等を行います。ぜひお出かけ下さい
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5 東京芸術祭2017
国際色豊かな演目や、皆さんが参加できる
プログラムも実施します

7

ラグビーワールドカップ2019TM

大会2年前イベントを開催2
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スポーツ

大会2年前ライトアップ
　9月17日 〜22日 、都庁舎（23日 まで）、駒沢公園オリ
ンピック記念塔、味の素スタジアム（18日 から）で。時間等
詳細は で。

　東京の選手が、1人でも多くパラリンピック競技大会等に出場できるよう、今年
度も「東京都 パラリンピック選手発掘プログラム」を実施しています。日頃から運
動習慣のある方向けの実践プログラムやどなたでも参加できる体験プログラムな
ど、競技経験に応じたプログラムを用意しています。あなたも未来のパラリンピア
ンを目指して挑戦してみませんか。

　ラグビーワールド
カップ2019™は、31
年9月20日から11月2
日まで、全国12会場で
開催され、東京では、
開会式･開幕戦が行わ
れます。
　開幕2年前を記念し、
大会を盛り上げるイベ
ントを行います。皆さ
んぜひご来場下さい。

パラアスリートを目指して開催

大会を盛り上げる開催

　参加体験型スポーツイベ
ント｢チャレスポ！TOKYO｣
は、障害のある人もない人も
一緒に楽しめるプログラム
が満載です。ゲストと一緒に
障害者スポーツを楽しみま
しょう！皆さんのご来場を
お待ちしています。

ラグビーワールドカップ2019™
大会2年前イベントを開催！

東京都
パラリンピック選手
発掘プログラム

同事務局　☎03-6705-6152（10時〜17時、 除く）
オリンピック･パラリンピック準備局障害者スポーツ課　☎03-5320-7829
http://www.para-athlete.tokyo/

オリンピック･パラリンピック準備局スポーツ推進部
☎03-5320-7841
http://tokyorugby.metro.tokyo.jp/

対象者 　�都内在住･在勤･在学で、29年度末で小学5年〜59歳の実施する競技に該
当する障害のある方。

実施内容

申　込 　�各回締切日までに所定の様式（ で入手可）を郵送で、「東京都�パラリ
ンピック選手発掘プログラム」事務局（〒100-8141千代田区永田町
2-10-3（株）三菱総合研究所内）へ。

日　時 　�9月18日 13時〜17時
場　所 　�東京国際フォーラム地上広場

◦�ラグビー強豪国の伝統音楽の演奏･民族舞踊の実演･�
飲食コーナー
◦�ラグビー選手などによるトークショー
◦�キッズ向けラグビー体験コーナー
◦�ラグビー競技や2019年大会出場国の文化を紹介
する展示

日　時 　9月18日 10時〜17時
会　場 　東京国際フォーラム�ロビーギャラリー･ホールE
ゲスト 　�山本篤（パラ陸上競技）、吉田沙保里（レスリング）、

ふなっしー、テツandトモ　ほか

◦�車いすバスケットボール･ボッチャ･ウィルチェアーラグビーな
どのパラリンピック競技を含む障害者スポーツの体験･展示
◦�体力測定やニュースポーツを体験できるスポーツ発掘ゾーン
◦�トークショーや競技エキシビションなどのステージイベント　
ほか

お問い合わせ

お問い合わせ
お問い合わせ

同運営事務局　☎03-3222-2932（11時〜18時、 除く）
オリンピック･パラリンピック準備局障害者スポーツ課　☎03-5320-7729
http://tsad-portal.com/challespo2017/　

プログラム内容等詳細は、ホームページをご覧下さい。

TM ⓒ RWCL 2015

対　象 運動習慣のある
知的障害者

視覚障害者･肢体不
自由者･知的障害者
（競技経験不問）

一定の競技経験のある�
視覚障害者･肢体不自由者

実施日 11月12日 12月16日 11月12日 2月3日

会　場 東京都多摩障害者
スポーツセンター

台東リバーサイド
スポーツセンター

東京都多摩障害者
スポーツセンター

小平市民
総合体育館

実施競技 水泳、卓球 アーチェリー、陸上
競技など12競技

水泳、トライアス
ロンなど8競技

自転車競技、
ボートなど8競技

定　員 70人程度 200人程度 40人程度 40人程度

申込締切 10月2日（消印） 11月6日（消印） 10月2日（消印） 12月22日（消印）

てえしお

　アーチェリーは、的を狙って矢を放ち、その得点を競い合う競技です。その歴史は、狩りや闘
いの道具として弓矢が使用されていた時代にさかのぼりますが、スポーツとして本格的に行わ
れるようになったのは1600年頃と言われています。その後、第二次世界大戦で負傷した患者
のリハビリテーションとして行われるようになったのをきっかけに、障害者スポーツにも取り
入れられるようになりました。
　パラリンピックのアーチェリーのルールは一般の競技規則に準じていますが、障害の種類や
程度に応じて一部ルールを変更したり、用具を工夫したりすることが認められています。使用
する弓は2種類あり、一つは、オリンピック競技でも使用される一般的な「リカーブ」です。もう
一つは、弦を引く力が弱くても矢を放てるように先端に滑車がついた「コンパウンド」です。的
までの距離は、リカーブ部門では70ｍ、コンパウンド部門では50ｍとなっています。
　極限まで集中力を高めた中で矢が放たれる独特の緊張感とともに、矢の当たった場所に
よって得られる得点で勝負が決まるという明快さが魅力です。また、主に屋外で行われるため、
選手たちが風や雨などの条件を緻密に計算し、状況の変化にいかに柔軟に対応していくかも
見どころです。

　リオ2016大会に出場した上
うえやま

山友
ともひろ

裕選手は、東京2020大会
への意気込みについて、「2020年はパラリンピックを国内に浸
透させる最大のチャンスです。そしてパラアーチェリーの会場
を満員にする使命が私にはあります。オリンピックが終われば
パラリンピック。全力で盛り上げたいです」と語っています。ま
た、競技の魅力については、「さまざまな障害を持った選手が同
じ舞台で戦い、また、オリンピックとパラリンピックの両方に出
場する選手もおり、障害の有無に関わらず同じ舞台で戦えるところが魅力です。1試合が
短時間で終わるため、集中して見られるところも魅力です」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。

東京2020大会でパラアーチェリーの会場を満員にする

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、パラリンピックのアーチェリーを紹介します。

パ ラ リ ン ピ ツ クオリンピック・オリンピック・

写真提供 上山選手

主なプログラム

主
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
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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
※バックナンバーもあります

相　談

イベント

被害防止

検　診

東京都自殺相談ダイヤル〜こころといのちのほっとライン〜
メンタルケア協議会　
9月12日 〜16日 （24時間） ☎0570-087478
東京自殺防止センター
9月2日 0時〜4日 6時 0120-58-9090
日本いのちの電話連盟
9月10日 8時〜11日 8時（24時間） 0120-783-556
有終支援いのちの山彦電話
9月1日〜30日12時〜20時（ は22時） ☎03-3842-5311

ひとりで悩まないで電話して下さい

グリーフケア・サポートプラザ
9月5日 〜8日 10時〜22時 ☎03-3796-5453
全国自死遺族総合支援センター
9月18日 〜20日 11時〜19時 ☎03-3261-4350

自死遺族のための電話相談

東京都労働相談情報センター
9月12日 ･13日 9時〜17時 ☎0570-00-6110

東京都ろうどう110番

9月11日 ･12日 ･13日 9時〜17時
◦高齢者の消費者被害のご相談は
　高齢者被害110番　☎03-3235-3366
◦�ご家族･ホームヘルパーなどからのお問合わせは
　高齢消費者見守りホットライン　☎03-3235-1334

悪質商法

振り込め詐欺

高齢者被害特別相談

　東京都では、都民の皆さんに自殺の防止に関する理解を深めていただくため、
9月を自殺対策強化月間として定め、「自殺防止！東京キャンペーン」を展開して
います。期間中は特別電話相談や講演会の実施など、区市町村や関係機関と連
携してさまざまな取り組みを行います。みんなで見守り 悪質商法をSTOP!

　悪質商法被害から高齢者の方を守るためには、周りの方々や地
域の皆さんの見守りや声かけが大切です｡高齢者の方も「おかしい
な？」と思ったら､身近な人に相談しましょう。

9月は東京都自殺対策強化月間です9月は高齢者悪質商法
被害防止キャンペーン
月間です

福祉保健局保健政策課　☎03-5320-4310  お問い合わせ

お問い合わせ

◦複数人で立場を演じ分けて投資などを勧誘
　➡�怪しい勧誘はきっぱり断る！
◦「無料」「特別」の誘い文句　
　➡�その場で判断しない！すぐ相談!

◦�息子や孫などを装って「会社のお金を無くした」「このままだとク
ビになる」と電話があったら
　➡�まず疑って､本人の電話番号にかけて事実の確認！

　�相談内容に応じて窓口をご案内
　　警視庁総合相談センター＃9110か
　　☎03-3501-0110（8時30分〜17時15分、 除く）

　お近くの消費生活相談窓口をご案内
　　消費者ホットライン　☎188

  こころといのちの講演会「若者の自殺予防を考える」
　9月30日 14時、東京福祉大学池袋キャンパスで。約150人。講演「生きて
いく力とは？−若者の居場所、生きがい−」。東京福祉大学の学生によるパネ
ルディスカッションなど。申込／9月22日締切。詳細はホームページで。

　新鮮な東京産食材を味わっていただくため、都内各地でイベントを開催しま
す。皆さんぜひお出かけ下さい。

　大腸がんは早い時期に発見して治療すれば、ほとんどが治ると
いわれています。自覚症状がなくても、40歳になったら年1回の大
腸がん検診を受けましょう。検診の方法は、簡単な便潜血検査（便
中の微量の血液を調べる検査）です。
　また、毎日60分程度のウオーキングなど定期的な運動の継続が、
大腸がんの予防に効果があるといわれています。

東京産農林水産物
「東京 食めぐり」キャンペーン

大腸がん検診のこと、
知っていますか？

開催日 　12月3日
スタート 　�10時（12km）�

11時（6km）

参加費 　�500円�
（小学生以下は無料）

定　員 　2,000人
集　合 　小

�あ��ず�さわ
豆沢野球場（板橋区）

ゲスト 　�荻原次晴（スポーツキャスター）、勅使川原郁恵（元
ショートトラックスピードスケート日本代表）

申　込 　�9月1日10時から か電話で申込窓口（スポーツエ
ントリー☎0570-550-846）へ。

　大腸がんに関するクイズラリーを楽しみながらウオーキン
グします。また、40歳以上の参加者は無料で大腸がん検診を受
診できます（要事前申込）。この機会に大腸がん検診について考
えてみませんか。

内容等詳細はホームページをご覧下さい。

◦東京味わいフェスタ
◦�9月22日 ･23日 ･24日 11時〜20時（24日は18時）、シンボルプロム
ナード公園で。日本各地の郷土料理や世界各国の料理販売など。雨天決行。
◦�10月6日 ･7日 ･8日 11時〜17時（6日は21時、7日･8日は東京国際
フォーラムのみ19時）、丸の内仲通り、行幸通り、東京国際フォーラム、日比
谷公園（6日除く）で。東京産食材（江戸東京野菜含む）を使った料理販売、日
本各地の酒･ご当地おつまみや、震災被災県の特産品販売、伝統工芸品など
の展示･販売、屋外上映会の開催、東京産の花の展示･無料配布（8日）など。
雨天決行。

◦食の市
10月4日 ･5日 11時〜18時（4日は19時）、新宿駅西口広場で。都内産加工
食品等の即売など。
◦木と暮しのふれあい展
10月7日 ･8日 10時〜16時、木場公園で。木工教室や太鼓の実演など。
◦東京農林水産フェア
10月28日 、農林水産振興財団立川庁舎（10時〜15時）、青梅庁舎（9時30分
〜15時）で。研究紹介、農産物即売など。
◦東京都農業祭
11月2日 10時〜16時･3日 9時〜15時、明治神宮宝物殿前広場で。品評
会、展示販売など。

産業労働局食料安全課　☎03-5320-4882  

Tokyo健康ウオーク2017事務局（スポーツエントリー内）　 0120-711-951 
（10時〜17時30分、 除く）
福祉保健局健康推進課　☎03-5320-4363
http://www.tokyo-kenkowalk.jp/ お問い合わせ

お問い合わせ

消費生活総合センター　☎03-3235-1157  

青少年･治安対策本部治安対策課  ☎03-5388-2255  

キャンペーンについて

振り込め詐欺について

こころの悩み等についての電話相談
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東京しごとセンター�
　掲載以外も有。29歳以下／①「若者･中
小企業交流会DX」9月28日 10時。50
人。34歳以下／②「合同就職面接会」8日
13時。100人。30〜44歳／③「就活エ

クスプレス『面接突破コース』」11日 〜

15日 9時30分。25人。選考有。50歳
以上／④「50歳から考える!職業生活設
計」9日 11時。80人。
･ 同センター多摩①☎042-329-

4510、同センター②☎03-5211-2851③
☎03-3234-1433④☎03-5211-2335

企　業

　東京都は、世界から人材、情報、資本を集め、世界に開かれたグローバル
都市になることを目指し、外国企業誘致や国際的ビジネス環境の整備に取
り組んでいます。その取り組みの一環として、都が誘致した外資系企業が
プレゼンテーションを行うセミナーを開催し、あわせて、都内中小企業を
対象に、「外資系企業と都内企業とのマッチング商談会」を実施します。
　外資系企業との提携を検討している皆さんの積極的な参加をお待ちし
ています。

日　時 　９月25日 13時30分
会　場 　都庁大会議場
対　象 　�外資系企業とのビジネス提携に関心のある都内中小企業
定　員 　100人（1社2人まで）
申　込 　�8月17日〜9月15日にホームページで。応募多数の場合抽選

お問い合わせ 政策企画局渉外課　☎03-5388-2864　

外資系企業と都内企業との
マッチング商談会を開催します

河川整備計画（新規･変更）への
意見�

　対象計画案／①目黒川流域（新規）②新�
河岸川･白子川流域（変更）。計画の閲覧／�
9月1日〜29日。 か建設局河川部、管轄
の建設事務所、流域の各区市で。応募／
9月29日（消印）までに閲覧場所の意見箱、
か郵送、ファクスで〒163-8001東京都

建設局河川部（☎03-5320-5414） 03-
5388-1533へ。

記念プレート付き
「思い出ベンチ」�
　あなたの思い出がつづられた記念プレー
ト付きのベンチを都立公園などに寄付しま
せんか。募集数／公園30基、霊園10基、
動物園10基。価格／15万円･20万円。締

切／11月30日。申込等詳細は で。
〈23区〉東部公園緑地事務所☎03-

3821-7431〈多摩地区〉西部公園緑地事
務所☎0422-47-1210

東京都子供･子育て会議
都民委員�
　「東京都子供･子育て支援総合計画」な
どについて調査･審議。資格／29年4月1
日現在、都内在住の20歳以上で、18歳
未満の子供を養育し、3カ月に1回程度の
会議に出席できる方（公務員を除く）。人
数／2人。任期／委嘱の日から2年間。申
込／9月30日（消印）までに略歴書（ で入
手）と応募動機（400字〜800字）を郵送で
〒163-8001東京都福祉保健局少子社会
対策部（☎03-5320-4138）へ。

住まいの区市町村へ。
区市町村か福祉保健局医療助成課☎

03-5320-4282

9月は固定資産税･都市計画税
（23区内）第2期分の納期�
　6月に送付した納付書で、10月2日 ま
でにお納め下さい。
主税局相談広報班☎03-5388-2924

都立霊園からのお知らせ�

◦�霊園管理料を納めていない方は速やか
にお支払いください。滞納しますと、条
例により霊園の使用許可が取り消しと
なります。
◦住所を変更した方は届け出を忘れずに。
◦�お彼岸は周辺の道路が混雑し、近隣住
民の方にご迷惑となりますので、できる
だけ公共交通機関をご利用下さい。
東京都公園協会☎03-3232-3151

就業構造基本調査�

　無作為に抽出した都内約2万4,000世
帯の15歳以上の方を対象に行う、就業･
不就業等に関する調査（10月1日現在）で
す。9月下旬〜10月下旬に調査員が伺い
ますので、ご回答をお願いします。
総務局社会統計課☎03-5388-2509

消防に関する世論調査�

　無作為に抽出した3,000人を対象に調
査を実施します。9月上旬までに調査票を
送付しますので、ご協力をお願いします。
東京消防庁広報課☎03-3212-2111

内線2325

東京都高圧ガス防災訓練を
実施します�
　10月20日 12時30分〜16時30分、
立川市民運動場で。見学可（申込不要）。周
辺住民･施設利用者の方には、施設使用制
限、訓練時の発生音などでご迷惑をおか
けしますが、ご協力をお願いします。
環境局環境保安課☎03-5388-3542

身元不明相談所･行方不明者
相談所�
　9月1日〜30日9時〜16時、巣鴨とげぬ
き地蔵尊高岩寺会館。9時〜16時30分、
警視庁本部。
警視庁身元不明相談室☎03-3592-

2440か生活安全対策第2係☎03-3592�
-1640

出張少年相談所の開設�

　9月22日 ･23日 ･24日 10時〜17
時、東武百貨店池袋店7階1番地特設会
場で。子供の相談全般。直接会場へ。
警視庁ヤング･テレホン･コーナー☎

03-3580-4970

進路相談会�

　不登校や高校を中途退学した方などに、
進路の情報提供や個別の相談を行います。
①10月6日 17時〜20時②21日 10
時〜17時、東京都教育相談センターで。
対象／中･高校生相当年齢の方と保護者。
申込／①10月4日②17日までに電話で同
センター☎03-3360-4192へ。

不妊検査費等の
助成事業を開始�
　不妊検査および薬物療法や人工授精
等の一般不妊治療に対する費用の一部
を助成します。助成内容／上限5万円（夫
婦1組につき1回）。対象／29年4月1日
以降に検査を受診し、検査開始日の妻の
年齢が35歳未満の夫婦（夫婦ともに検査
を受けていること等の要件有）。受付開始
日／10月2日。検査開始日から1年以内�
に申請。申請方法／申請書（ より入手）･�
医療機関が作成する証明書･戸籍謄本･
住民票の写しを郵送で〒163-8001東京
都福祉保健局家庭支援課（☎03-5320-
4366）へ。

10月は乳 子医療証の
更新月です�
　対象／乳医療証:義務教育就学前の乳
幼児。子医療証:義務教育就学期の児童。
区市町村により所得制限等有。詳細はお

　江戸が発祥の東京染小紋（江戸小
紋）は繊細な柄、単彩で落ち着いた色
合いが特徴だ。
　東京染小紋の職人として二代目の
五月女利光さんは、大学卒業後、京都
で2年間修業を積み、家業を継いだ。
　およそ12ｍの反物に、30㎝ほどの
型紙を置いた上にのりを塗って「型付
け」をし、もち米にぬかや染料を混ぜた
色のりで「色付け」をする。さらに「蒸し」
と「洗い」を繰り返すと、のりで型付けし
た部分が白く染め抜かれ、細密な小紋
柄がふわりと浮かび上がる。江戸時代
から続くこれらの工程を、全て手作業
で行っている。
　「出来上がりのイメージを頭に描き
ながら、どの作業も常に緊張感をもっ
て臨んでいる。近年は小紋柄のバッグ
などの商品も多く出ているが、自分は
着物で頑張りたい」と強い信念をにじ
ませる。
　毎年発表する新作には流行を取り
入れ、ファッション誌に目を通す粋さも。
「色の組み合わせ等の参考にしてい
る。常にアンテナを張り、人間観察を
している」。そうして毎日頭と手を使っ
ているから「若くいられるのかも」と目
を細めて笑う。

型紙を使って繊細な模様を型付けする。緊張
が続く作業

　今は、11月に東京都で開催される
伝統的工芸品月間国民会議全国大会
で職人の取りまとめ役を買って出るな
ど、伝統工芸品産業を盛り上げるため
に、忙しい毎日を過ごしている。
　職人になって44年。五月女さんの
技術は三代目となる長男へ受け継が
れている。「創造する気持ちを忘れず、
感性を磨き続けて欲しい」。五月女さ
んの工房では、今日も伝統を守る手仕
事が続いている。

伝統を守る、
確固たる信念

東京都伝統工芸士（東京染小紋）
五

さ お と め

月女　利
とし

光
みつ

さん（平成16年度受賞）

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



催　し

※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

Information／暮らしの情報 5
平成29年（2017年）9月1日　第865号

都庁では により情報を発信しています！

の氏
ふり

名
がな

･年齢･性別を書き、〒163-8001中
央卸売市場総務課（☎03-5320-5720）へ。

食肉市場「肉料理講習会、
食肉処理のビデオ視聴」�
　9月29日 10時。抽選で25人。500
円。申込／9月10日（消印）までに往復は
がきに催し名･住所･氏

ふり

名
がな

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

10月は乳がん月間
ピンクリボン�in�東京2017�
　40歳になったら2年に1回の乳がん検
診の受診とともに、定期的な自己触診の
習慣をつけましょう。イベント／①10月2
日 10時〜14時、文京シビックセンター
で。②10日 10時30分、府中市市民活
動センタープラッツで。医師等によるトー
クショー、地元患者会等によるブース出展
など。②のみ要事前申込。詳細は で。
福祉保健局健康推進課☎03-5320-

4363

防災展2017�秋�in�昭島�

　10月1日 10時〜17時、モリパークア�
ウトドアヴィレッジ（JR昭島駅北口）で。防
災を楽しく学び、自助･共助の理解を深
める。内容／防災グッズプレゼント（先着
順）、子ども向けワークショップ、起震車体
験、防災アトラクションなど。
総務局防災管理課☎03-5388-2549

新東京丸で行く！
東京港土曜見学会� �
　10月･11月の毎 10時45分･13時45
分、竹芝小型船ターミナル集合。15歳以上
（中学生除く）、抽選で各便60人。船で東
京港内見学。申込／9月13日（10月分）・
10月13日（11月分）（消印）までに か往復
はがきに希望日時･人数（4人まで）･代表者
の住所･氏

ふりがな

名･電話を書き、東京都港湾振
興協会（〒135-0064江東区青海2-4-24-
20階）☎03-5500-2585へ。

お問い合わせ 東京芸術祭組織委員会事務局　☎03-6388-0119　アーツカウンシル東京　☎03-6256-8431　http://tokyo-festival.jp

ものづくり技術や科学の体感イベント
イノベスタ2017�ビジネスデー�
　9月8日 10時〜17時、産業技術研究
センターで。最新の取り組み紹介のほか、
試験機器や設備の見学･実演など。
同センター☎03-5530-2521

「水道キャラバン（大人向け出前
講座）」を開催�
　9月20日 14時〜15時、水道歴史館
で。当日先着40人。安全でおいしい水道
水を届ける取り組み等をわかりやすく説
明。参加者に防災グッズ等をプレゼント。
終了後に水道水の水質検査を体験する
コーナーも有。
水道局サービス推進課☎03-5320-

6326

動物愛護週間中央行事
どうぶつ愛護フェスティバル�
　①9月23日 11時〜16時、上野恩賜
公園･上野動物園で。パネル展示、ふれあ�
い方教室、犬のしつけ方教室など。②24
日 13時、東京国立博物館で。ペットの防�
災対策をテーマとしたパネルディスカッショ
ン。申込／②のみ22日12時までに電話で
日本動物福祉協会☎03-6455-7733へ。
福祉保健局環境保健衛生課☎03-

5320-4412

東京愛らんどフェア�

　9月29日 11時〜19時･30日 10時
〜17時、新宿駅西口広場で。伊豆諸島･�
小笠原諸島の特産品展示販売、観光PR
など。
島しょ振興公社☎03-5472-6546か

総務局振興企画課☎03-5388-2444

豊洲市場見学会�

　9月30日 10時･11時･13時･14時。抽�
選で各回30人。申込／9月21日（消印）ま�
でに か往復はがきに希望時間（複数可）･�
人数（2人まで）･代表者の住所･電話･全員�

  プレイベント
日　時  9月16日 16時～20時30分

　　　　  （荒天の場合は翌日に順延）
場　所  南池袋公園

来場者が間近で体感できるパフォー
マンスで､一足先に東京芸術祭の魅力
をお届けします！

イベント

東京芸術祭2017
　東京の多彩で奥深い芸術文化を通して世界とつながることを目指した、舞台芸術祭を
「池袋エリア（東京芸術劇場等）」で開催します。国際色豊かな演目､観客の皆さんが参加可
能なプログラムなど全28演目をお届けします。

※上演日程･申込等詳細はホームページをご覧下さい。

◦�としま国際アート・カルチャー 
都市発信プログラム
9月22日～10月22日

　区民参加の野外パフォーマンス「大田楽 いけぶくろ絵巻」や､フィン
ランドからの招

しょう

聘
へ い

ダンス公演「D
ダ ブ ル

ouble E
エ ク ス ポ ー ジ ャ ー

xposure」など

◦�フェスティバル/トーキョー17
9月30日～11月12日

　ピチェ･クランチェンによる野外ダンス「T
ト キ

oky T
ト キ

oki S
サ ル

aru」や、スン･
シャオシン演出の「恋の骨折り損 ―空愛①場―」など14演目

◦芸劇オータムセレクション
10月17日～11月19日

　シルヴィウ･プルカレーテ演出､佐々木蔵之介主演の「リチャード三
世」や野田秀樹脚本･演出の「表に出ろいっ! English version」など4演目

◦APAF-アジア舞台芸術人材育成部門
12月1日～4日 　7カ国の若い演劇人が共同制作した作品の上演　など

◦�シンガポール･日本共同制作 
「DRUMS」上演
12月2日･3日

　両国の演出家2人による「能」をテーマにした演目

看護職就職相談会
「ふれあいナースバンク」�
　①9月7日 ②15日 13時30分〜16
時、①ナースバンク立川②ナースバンク
東京で。対象／就業を希望する看護職（保
健師･助産師･看護師･准看護師）の方。
東京都ナースプラザ☎03-3359-3388�

か福祉保健局医療人材課☎03-5320-
4447

保育の仕事
「就職支援研修･相談会」�
　①9月24日 、立川グランドホテルで。�
②10月1日 、タワーホール船堀で。「就
職支援研修」10時。「就職相談会」14時
30分。対象／保育士有資格者（取得見込
者も可）。申込／所定の申込書（ で入手）
を郵送かファクスで（株）アイフィス（〒112‐
0005文京区水道2-10-13）☎03-5395-
1201、 03-5395-1206へ。当日参加
も可。
福祉保健局保育支援課☎03-5320-

4130

福祉業界合同採用試験�

　合格者は複数の都内福祉施設･事業所と�
の面接が可能。対象／30年3月卒業予定
者、転職希望者等。試験／10月1日 。申
込／9月19日 （消印）までにエントリーシー
ト（ で入手）を か郵送、持参で東京都
福祉人材センター（〒102-0072千代田区

飯田橋3-10-3東京しごとセンター7階）へ。
同センター☎03-5211-2860か福祉保

健局地域福祉推進課☎03-5320-4049

東京都民間委託訓練
11月生募集�
　①パソコン実践科（3カ月）45歳以上
の就職を希望する方。大原情報ビジネス
専門学校（池袋）、ヒートウェーブITアカ
デミー新宿校、中野スクールオブビジネス
（吉祥寺）で。各30人。②建設労働基礎･ 

機械運転科（16日間）18歳以上の就職を
希望する方。東京土建技術研修センター
（池袋）で。15人。申 込／①9月12日
②9月27日 まで。詳細は で。
産業労働局能力開発課☎03-5320-

4807

「職場内障害者サポーター事業」
養成講座�

　①10月3日･10日･17日 ②12日･19
日 ③23日･30日･11月6日 、パソナ
グループ本部（大手町）で。各回25人。障
害のある社員を職場内でサポートするた
めの知識･ノウハウを学ぶ。修了者がサ
ポーター登録し、職場の障害者を6か月
間支援し、フォローアップ研修を修了し
た場合、奨励金を支給。申込／前日まで
に で。
同事業運営事務局☎03-6734-1096

か東京しごと財団☎03-5211-2303

Toky�Toki�Saru

ダム建設のため、湖底に沈んだ小河
内村から他所に移り住んだ人たちに
よって伝承されている郷土芸能。毎
年9月第2日曜日、獅子舞や国の重要
無形民俗文化財に指定されている「小河内の鹿

か

島
しま

踊
おどり

｣等が奉納される。

(27年9月13日小河内神社で。鹿島踊は女装した青
年によるもの)

小
お ご う ち

河内神社例大祭
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広報 東京都　

学　ぶ

自然・公園

「外国人おもてなし語学ボランティ
ア」育成講座（10・11・12月分） 

　語学力に応じ、おもてなし講座と語学
講座（英語）のセットか、おもてなし講座の
みを受講。セットコース／15コース各36
人。おもてなしコース／15コース各60
人。応募多数の場合抽選。健康プラザハ
イジアほかで。申込等詳細は で。

同事務局☎03-6432-0098か生活文
化局地域活動推進課☎03-5388-3056

テーマ別環境学習講座「都会の
中の生物多様性に触れよう!」 

　9月26日 9時30分、東京都環境公
社で。講演と生物多様性に配慮したまち
づくり先進事例（大手町の森、おおはし里
の杜）を視察。抽選で50人。申込／9月
18日までに かファクスで同公社（☎03-
3644-8886） 03-3699-1409へ。

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室  

　視覚障害／①「音楽教室」9月15日 13
時〜15時30分。②「教養講座」24日 13
時30分〜16時。聴覚障害／③「文章教室」

（前期）13日 18時30分〜21時。（後期）

ンターで。都内公立学校の優れた教育実
践や特色ある教育活動を紹介。オリンピッ
ク・パラリンピック教育やグローバル社会
を生き抜く人材の育成に関連した実践発
表や特別講演など。申込等詳細は で。

同センター☎03-5802-0268

都立駒込病院市民公開講座
「知ってほしい!緩和ケア」  
　10月14日 14時。抽 選 で150人。申
込／9月22日（消印）までに か往復はが
きに講座名・代表者の住所・電話・全員
の氏

ふりがな

名を書き、〒113-8677都立駒込病院
（☎03-3823-2101）へ。

小石川後楽園
「江戸と水戸ウイーク」　　  
　9月30日〜10月9日。講演会／「水戸黄
門の人間像」30日 13時。100人。ワー
クショップ／｢襖絵タイムカプセル｣10月
7日 13時･14時40分。各回20人。ガイ
ドツアー／「樹木医が教える木々のヒミ
ツ」9日 10時･13時30分。各回20人。申
込／9月11日（消印）までに か往復はが
きに催し名・希望時間・人数（4人まで）・
代表者の住所・電話・全員の氏

ふりがな

名・年齢
を書き、小石川後楽園（〒112-0004文京
区後楽1-6-6）☎03-3811-3015へ。

体験の森の催し　　  

　①「奥多摩登山・笠取山」10月21日
〜22日 ②「森林ボランティア養成コー
ス・間伐材を使った歩道づくり」28日 〜
29日 ③「紅葉を楽しむ御前山登山」11
月3日 。いずれも中学生以上、抽選で①

13日〜10月4日毎 13時30分〜16時。
④「コミュニケーション教室」9月30日 13
時30分〜16時。⑤「教養講座（夜の部）」7
日 19時〜21時。⑥「教養講座（昼の部）」
15日 13時30分〜16時。いずれも東京
都障害者福祉会館で。当日先着各50人。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、
03-5388-1734

DV防止講演会　　  

　「配偶者暴力（DV）と子供〜知って、気
づいて、行動するために」10月14日 13
時30分、瑞穂町ふれあいセンターで。 
100人。託児有（15人）。申込／10月5日 

（消印）までに かはがき、ファクスに氏
ふり

 
名
がな

・性別・職業・電話・ファクス・メー
ル・託児希望者は子供の氏

ふりがな

名・年齢（1
歳〜就学前）を書き、東京ウィメンズプラザ

（〒150-0001渋谷区神宮前5-53-67）☎
03-5467-1980、 03-5467-1977へ。
落選者のみ通知。

東京都教育実践発表会　　  

　10月2日 10時、東京都教職員研修セ

都立学校公開講座　　  
　［申込］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。
　大泉桜高校☎03-3978-1180（〒178-
0062練馬区大泉町3-5-7）「初めて習う中
国語〜入門から初級へ」10月14日〜11月
18日（ 全5回）。締切／9月15日（消印）。
　千歳丘高校☎03-3429-7271（〒156-
0055世田谷区船橋3-18-1）「初心者向け
パソコン教室」10月22日〜11月19日（
全5回）。締切／9月29日（消印）。

②20人③30人。①②10,000円（1泊4食
付）③500円。申込／①9月21日②28日
③10月3日（消印）までにはがき、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奥多摩町境654）☎0428-83-3631、

0428-83-3633へ。

「高尾の森自然学校」〜自然を体感
しながら環境について学ぼう！  

　①「巣箱の中身大調査!」10月1日 ②「生
きものがすむ森づくり森林編」15日 。③

「自然素材のランプシェードづくり」22日 。
いずれも9時30分。小学生以上、抽選で各
日20人。①500円（中学生以下300円）②
200円③500円。申込／開催日の1週間前
までに かファクスに人数・代表者の住所・
電話・ファクス・全員の氏

ふり

名
がな

・性別・年齢
を書き、高尾の森自然学校（☎042-673-
3844） 042-673-3945へ。

環境局緑環境課☎03-5388-3556

広報誌「TR-mag.」50号記念
水上バスで隅田川橋梁を巡る 

　連載コラム「橋物語」著者と巡る。10月
14日 13時30分。抽選で30人。小学生
以上（小・中学生は保護者同伴）。申込／
9月11日（消印）までに か往復はがきに催
し名･人数（4人まで）･全員の住所･氏

ふり

名
がな

･年
齢･電話を書き、〒163-0720東京都道路
整備保全公社（☎03-5381-3390）へ。

東京水道のPR施設
3館スタンプラリー  

　12月27日 まで。「水道歴史館」「水の
科学館」「奥多摩 水と緑のふれあい館」を回
るスタンプラリー。2館達成、3館達成ごと
に記念品をプレゼント（なくなり次第終了）。

水道局サービス推進課☎03-5320-
6326

東京水辺ライン  

　①「水上バスで行く激動の幕末第三台
場･ペリー来航と江戸幕府」9月21日･28
日 9時40分。各日70人。3,300円（食
事付）。江戸東京博物館集合。②「水辺を
学ぶシリーズ･専門家とめぐる『橋の展覧
会場』隅田川の橋梁群」10月4日 9時。
60人。2,800円。パールホテル両国集

合。申込／①9月9日②19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

名
がな

･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。

全国育樹祭 記念プレイベント 

　①開催1年前キックオフフォーラム2017 
「国民参加の森

も

林
り

づくり」シンポジウム／
10月21日 13時30分、木材会館（江東
区）で。山田五郎（評論家）による基調講演
や有識者によるパネルディスカッションな
ど。200人。申込／9月11日（必着）までに

かはがき、 で。申込等詳細は か同
シンポジウム事務局☎03-5395-1203
または産業労働局森林課☎03-5320-
4897へ。
　②多摩の森

も

林
り

宿泊体験ツアー／10月28
日 〜29日 、奥多摩町で。森林ガイド
とウオーキング、林業現場の見学、木工
体験など。小学生と保護者、抽選で40人。
大人10,000円、小学生5,000円（1泊4食
付）。申込／9月22日（必着）までに か往
復はがきで。申込等詳細は か同ツアー
事務局☎042-521-5551または産業労
働局森林課☎03-5320-4898へ。

「催し」の続き
催　し 交通

東京バス協会シルバーパス専用　
☎03-6757-0077（9時〜17時、 を除く） 
福祉保健局在宅支援課　☎03-5320-4177　

お問い合わせ

　現在使用されている「東京都シルバーパス」の有効期限は9月30日で
す。8月下旬に東京バス協会から届けられた「更新手続きのご案内」を確
認し、更新を希望される方は9月中に手続きを行って下さい。

「東京都シルバーパス」の
更新手続きは9月中です！

詳しくは「更新手続きのご案内」をご確認下さい。

申込 必要書類を用意し､｢ 更新手続きのご案内 ｣同封の臨時更新窓口へ

費用

❶ 29 年度住民税課税で❸以外の方 20,510円

❷ 29 年度住民税非課税の方 1,000円

❸ 29 年度経過措置対象者
　A �29 年度住民税課税で ､28 年の合計所得金額が

125万円以下の方
　B �28 年度経過措置のうち､17 年度住民税が非課税

だったことにより､1,000円でパスの発行を継続し
て受けている方

1,000円

必要
書類

■全員 (次の 3点全て )
　◦シルバーパス更新申込書
　◦現在使用中のシルバーパス
　◦本人確認書類 (保険証か運転免許証等)
■❷､❸のAの方／所得確認書類も必要
■❸のBの方／｢更新申込書 ｣があれば､所得確認書類は不要

　5月4日に生まれたジェフロイク
モザルのあかちゃんが日々成長中。
(写真は6月4日撮影)

上野動物園☎03-3828-5171

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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※バックナンバーもあります

文化・スポーツ

東京都交響楽団
プレミアムコンサート東大和公演  

　11月18日 15時、東大和市民会館
で。指揮／梅田俊明、曲目／スメタナ：「モ
ルダウ」、J.シュトラウスⅡ：皇帝円舞曲ほ
か。【招待】4歳以上、抽選で700人。申
込／9月11日〜10月13日（消印）までに
か往復はがきに人数（3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

名を書き、
東大和公演事務局（〒103-0014中央区日
本橋蛎殻町2-13-9）☎03-3669-8551へ。

生活文化局文化事業課☎03-5320-
7703

明治安田生命J2リーグ「東京ヴェルディ 
VS FC町田ゼルビア」観戦優待  

　10月1日 15時、味の素スタジアムで。

檜原都民の森の催し　　  

　①自然教室「木の実と秋の野草ガイド」9
月30日 。100円。②木工教室「ラック」10
月8日 。2,100円。③特別イベント「ツリー
クライミング教室」1日 。200円。④数馬
地区との合同イベント「木の実の花炭作り
体験」8日 。1,800円。申込／開催日の2
週間前（必着）までに か往復はがきに催し
名・開催日・住所・氏

ふりがな

名・年齢・性別・電
話を書き、檜原都民の森（〒190-0221檜
原村7146）☎042-598-6006へ。

小学生以上（小学生は保護者同伴）、 抽選
で50組100人。1組1,500円。申込／9月
25日（必着）までに 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、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。重複申込
不可。

オリンピック・パラリンピック準備局事
業推進課☎03-5320-7714

六本木アートナイト2017
「未来ノマツリ」   
　9月30日 ・10月1日 、六本木ヒル
ズ、東京ミッドタウン、国立新美術館ほか
で。参加／蜷川実花（写真家）ほか。

生活文化局文化事業課☎03-5320-

　窓口で年齢の分かるものを提示して下さい。

福祉保健局在宅支援課　☎03-5320-4275　お問い合わせ

高齢者の方々に施設等の
無料公開と入場割引を行います

楽しむ

詳細は各施設かホームページで。

対象施設・公演 日程等 対象

無
料
公
開

上野動物園・井の頭自然文化園・浜離宮
恩賜庭園・旧芝離宮恩賜庭園・六義園・
小石川後楽園・旧岩崎邸庭園・向島百花
園・清澄庭園・旧古河庭園・殿ヶ谷戸庭園

9月15日 ～21日
60歳以上
※�介助が必要な
場合、付添者

　1人可多摩動物公園・葛西臨海水族園 9月15日 ～21日
（20日 休）

神代植物公園・夢の島熱帯植物館・東京
港野鳥公園

9月15日 ～21日
（19日 休）

東京都美術館（「杉戸洋　とんぼ�と　のりし
ろ」）・東京都写真美術館（「TOPコレクショ
ン」「エクスパンデッド・シネマ再考」「荒
木経惟�センチメンタルな旅�1971－2017
－」）・江戸東京博物館（常設展）・江戸東京
たてもの園

9月18日 敬老の日 65歳以上

東京都美術館（公募展）
※�期間中一部の公募展で無料公開・入場割引
を行っています。

9月15日 ～21日
（19日 休）

※�公募展によっ
て異なります

入
場
割
引

東京都交響楽団主催の演奏会
200席限定
（S席5,950円・A席5,250円・
���B席4,550円・C席3,850円）
申込／� か窓口購入、電話で都響ガイド
　　　☎0570-056057へ。
�※� は「シルバー割引」を選択、窓口・電話は
�「シルバー割引利用」と告げて下さい。

 第839回定期演奏会
9月10日 14時、東
京芸術劇場で。
 第840回定期演奏会
9月11日 19時、サ
ントリーホールで。
指揮／大野和士
ハイドン：オラトリオ
「天地創造」Hob.XXI:2

65歳以上

◦�八王子労政会館体育室（個人、1時間分）

　
◦���浜離宮恩賜庭園 ◦旧芝離宮恩賜庭園 ◦六義園 ◦小石川後楽園
◦旧岩崎邸庭園 ◦向島百花園 ◦清澄庭園 ◦旧古河庭園 
◦殿ヶ谷戸庭園

◦�上野動物園 ◦多摩動物公園 ◦葛西臨海水族園 
◦井の頭自然文化園
◦神代植物公園 ◦夢の島熱帯植物館 ◦東京港野鳥公園

◦�東京都美術館（「杉戸洋　とんぼ�と�のりしろ」）
◦�東京都写真美術館（「TOPコレクション」「エクスパンデッド・
シネマ再考」「長島有里枝」）
◦�江戸東京たてもの園

◦�夢の島熱帯植物館／夢の島音楽祭など
◦消防博物館／子ども向けバックヤードツアー
◦水道歴史館／江戸上水歴史講座と史跡めぐり
　　　　　　　（9月9日までに要事前申込）
◦�奥多摩水と緑のふれあい館／ビデオ上映
◦水の科学館／記念品配布
◦�虹の下水道館／記念品配布

入園・入館料等が無料

施設利用料が無料

記念行事

楽しむ

施設の無料公開や記念行事を行います。

10月1日は「都民の日」

生活文化局文化事業課　☎03-5388-3141　お問い合わせ

詳細は各施設かホームページで。

庭園

動物園・植物園

美術館・博物館等

初心者でも安心して参加できる
里山活動〜里山へGO!  

　①「東豊田緑地保全地域（日野市）」9月
16日 9時30分、JR豊田駅集合。②「七
国山緑地保全地域（町田市）」24日 9時
10分、JR町田駅集合。②は駅からの送
迎有。森の手入れ、クラフト体験など。締
切／①9月12日②19日。申込等詳細は
で。応募多数の場合抽選。

東京都環境公社☎042-595-7805

7703か ☎03-5777-8600（ハローダイ
ヤル）

伝承のたまてばこ〜多摩伝統
文化フェスティバル2017  

　9月9日 ・10日 10時〜17時、JR八
王子駅北口周辺で。街なかを舞台に、伝
統文化・芸能公演、八王子芸妓衆による
お練りや織物体験など。一部有料。

同事務局☎042-621-3005か生活文
化局文化事業課☎03-5320-7703

東京キャラバン in 八王子  

　9月9日 ・10日 、JR・京王八王子駅 
周辺で。野田秀樹（劇作家）、近藤良平 

（ダンサー）による参加型パフォーマンス。
7日まで で踊り手を募集。

アーツカウンシル東京☎03-6256-8435
（9時30分〜18時、 除く）か生活文
化局文化振興部☎03-5320-7736

親子の絆コンサート2017  

　①11月25日 、福生市民会館で。266
人。②1月21日 、練馬文化センターで。

588人。いずれも13時30分。育児中の方
（子供同伴可）・子育てに関心のある方。
申込／①10月20日②12月15日（消印）ま
でに往復はがきに催し名・希望日・人数・
代表者の住所・氏

ふりがな

名・電話・託児（未就学
児）希望の場合子供の氏

ふりがな

名と年齢を書き、
親子の絆コンサート事務局（〒170-0005
豊島区南大塚2-39-7-3階）☎03-3943-
5519へ。応募多数の場合抽選。

青少年・治安対策本部青少年課☎03-
5388-3064

三菱 全日本テニス選手権
観戦招待  

　10月27日 ・28日 ・29日 、有明
コロシアムで。小学生以上（小学生は保
護者同伴）のペア、各日150組300人。
申込／9月15日（必着）までに か往復は
がきに大会名・希望日（1枚1日・重複申
込不可）・代表者の住所・電話・全員の
氏
ふりがな

名・年齢を書き、〒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（☎03-5320-7714）へ。

東京体育館 スポーツドリーム
2017  

　10月9日 10時〜16時30分。アスリー
トやお笑い芸人と一緒に楽しむ大運動
会、パラパワーリフティング・バドミントン
等の体験など。一部要事前申込（9月7日
締切）。

同事務局☎03-3453-5501か東京都
スポーツ文化事業団☎03-5474-2165

八王子芸妓衆の踊り
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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。

TOKYOウオーク特別編
伊豆諸島ウオーク in 神津島 
　伊豆諸島の自然を楽しみながら健康的に歩くウオーキン
グ大会を、｢神々が集いし伝説の島｣神津島で開催します。
　コースは体力や経験に合わせて、約13km･約7kmの2種
類から選べます。島内には、｢東京の名湧水57選｣にも選ばれている多幸湧水、青く透き通
る海とダイナミックな飛び込みができる赤崎遊歩道、自然の岩場を利用した天然温泉など
があり、島ならではの魅力がいっぱいです。ウオーキング終了後には、神津島のおもてな
し満載の懇親会を実施します。皆さんの参加を心よりお待ちしています。

日　時 　11月25日 10時〜16時
コース 　
Aコース（約13km）、Bコース（約7km）
三浦漁港船客待合所〜天上山黒島口〜
桑沢〜おおり〜長浜〜名組ドンタクハ
ウス〜赤崎〜長浜〜めいし〜温泉保養
センター〜沢尻〜前浜船客待合所
※�Bコースは名組ドンタクハウスでゴール
後、前浜船客待合所まで送迎有。

大会事務局（神津島村役場）　☎04992-8-0011
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.kouzushima-walk.tokyo

お問い合わせ

　ゆりかもめ｢有明駅｣を降りると、ケヤキ並木と芝生の緑が一帯に
広がる東京臨海広域防災公園が見える。この公園には、首都圏で
の大規模な地震や災害発生時に、国や地方公共団体等の｢緊急災
害現地対策本部｣が置かれ、広域的な指令機能を持つ防災拠点と
して、現地における被災情報のとりまとめや災害応急対策の調整
等が行われる。
　平常時は、海風に吹かれながら、ゆったりくつろげる公園として
開放され、カフェやバーベキューなどを楽しめる。また、園内には、さ
まざまな観点から防災について学習できる施設｢そなエリア東京｣
があり、1階の「防災体験ゾーン」では、大地震発生から72時間を生
き延びる方法を学ぶ「東京直下72hT

ツ ア ー

OUR」が体験できる。ツアー
のうち、発災直後を想定したエリアでは、建物が崩れ落ちた様子な
どの町並みをリアルに表現したジオラマや映像の中を歩き、クイズ
に答えながら、災害時の心がまえを学ぶ。他にも、防災グッズの展
示や、発災時に国の拠点となるオペレーションルームの見学など、
大人も子供も防災を身近に感
じることができる。
　日頃から、非常時の備えに
ついて考える機会があまりな
いという人も、9月1日の｢防災
の日｣をきっかけに一度訪れて
みてはいかがだろうか。

｢そなエリア東京｣と公園 

東京直下72hTOUR

東京臨海広域防災公園（江東区）

東京臨海広域防災公園は6時〜20時開園｡年末年始等休園。「そなエリア東京」
の利用時間は9時30分〜17時(入場は16時30分まで。月曜･年末年始休館)｡

「東京直下72hTOUR」は団体のみ要予約。☎03-3529-2180。

ゆりかもめ「有明」駅下車。徒歩約2分。
りんかい線｢国際展示場｣駅下車。徒歩約4分。

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

防災拠点で災害への備えを学ぶ

=パソコン用壁紙

〈次号（10月1日発行）は、9月30日・10月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

多幸湾（三浦漁港）

定　員 　150人
参加費 　�大人6,000円、小学生5,000円�

（昼食費･懇親会費含む）
※交通費･宿泊費は別途負担

申　込 　�9月1日〜11月6日に か電話で
申込窓口（スポーツエントリー☎
0570-550-846）へ。

※�交通･宿泊に関するお問い合わせは、神津島観光
協会（☎04992-8-0321）まで。

お問い合わせ 財務局公債課　☎03-5388-2685　http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/

◦子育て推進交付金に�………約192億円
◦公園整備に�……………………約58億円
◦認証保育所事業に�……………約39億円

　その他、都立学校校舎改築、中小河川整備等、都民
の皆さんの生活を支える基盤の整備に役立てます。

〈29年度に東京都の公共事業等に使われる
予定の金額〉　約632億円

　皆さんの「夢」として愛されている「宝
くじ」の売上金は、皆さんの生活に役立
つよう使われています。
　なお、当せんした宝くじには1年間の
時効があります。この「宝くじの日」を機
会に、ぜひお手元の宝くじを確認して下
さい。
※�はずれ券を対象にした「宝くじの日お楽
しみ抽せん」は9月2日です。

ご存じですか？「宝くじ」の使いみち
〜9月2日は「宝くじの日」です〜

宝くじ
1枚の中身

  9月の宝くじ発売開始予定日�
◦1等100万円スクラッチ（200円）� 6日
◦1等777万円くじ（100円）� 13日
◦1等30万円スクラッチ（200円）� 20日
◦秋のビッグチャンスくじ（200円）�27日

　　��（1等前後賞合わせて8,000万円）

公
共
事
業
等
に
利
用

当せん金
47.0%

収益金
39.8%

経費・手数料
13.2%


