
〈オリンピック〉オリンピック･パラリンピック準備局総合調整部　☎03-5320-7769、〈パラリンピック〉パラリンピック部　☎03-5388-2496お問い合わせ

東京2020パラリンピック1000日前イベント
開催日 11月29日水 

東京2020オリンピック･パラリンピック競技大会
開幕1000日前イベント

を開催します！1000 Days to Go!

東京2020オリンピックカウントダウンイベント
｢みんなのTokyo 2020 1000 Days to Go!｣
日 時  10月28日土  14時30分〜16時
場 所  日本橋中央通り
内 容
・オリンピアンによるトークショーなどのステージイベント　
・1000日前を記念したカウントダウン･デーカウンターのお披露目
・東京2020オリンピック競技大会新種目のスポーツ体験
・大会スポンサーの出展ブース

イベント情報等詳細はホームページをご覧下さい。　https://tokyo2020.jp/jp/special/1000daystogo/

東京2020オリンピック3年前イベントの様子

都庁舎をライトアップします
日 時  10月25日水〜11月10日金  17時〜23時

10月25日〜31日 オリンピックシンボルカラー
11月1日〜10日   パラリンピックシンボルカラー

　10月28日のオリンピック1000日前から、
11月29日のパラリンピック1000日前までの
期間を｢1000 Days to Go!月間｣として、都
内各地でさまざまなイベントを開催します。東
京2020大会に向けて、皆さん、一緒に盛り上
げていきましょう。

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）
10月1日発行
神無月 かんなづき

第866号

690万6,320世帯　人口1,373万5,582人（男：676万7,195人　女：696万8,387人）
＊参考：外国人数50万8,765人

29年8月1日
現在の推計

東京ラグビーファンゾーン
2017 in 日比谷を開催
ラグビーを一日
楽しめる内容が
いっぱい！　

秋の｢都民半額観劇会｣ お得な料金で観劇の機会を提供します

2

3 10月1日は都民の日 4人の方々に｢名誉都民｣の称号を贈ります

5

豊洲市場への早期移転に向けて、
さまざまな取り組みを進めます2
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

　 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

働　く取り組み

　ラグビーワールドカップ2019™開催に向けて、ラ
グビーの魅力を紹介するため、横浜で行われるラグ
ビーテストマッチ「日本代表対オーストラリア代表
戦」に合わせ、イベントを開催します。
　ゲストによるわかりやすい解説を交えたテスト
マッチのパブリックビューイングやミニラグビー体
験など、ラグビーを一日楽しめる内容がいっぱいで
す。ぜひ家族や友人と一緒にお越し下さい。

東京ラグビーファンゾーン
2017 in 日比谷を開催!

日　時 　11月4日 12時〜17時
会　場 　日比谷公園（日比谷公会堂前）
内　容 　�テストマッチのパブリックビューイ

ング、ラグビー体験コーナー、オース
トラリアの料理などを楽しめる飲食
コーナー、トークショー等のステー
ジイベント　など

お問い合わせ
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/

  豊洲市場見学会を開催します
　①10月16日 ②28日 、10時･11時･13時･14時。抽選で各回30人。申込／①10月8日②
19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。

6月24日東京ラグビーファンゾーン2017の様子

詳細はホームページをご覧下さい。

　マザーズハローワークなどと連携し、再び働く
にあたっての悩み解消や、仕事と子育ての両立を
テーマとしたセミナーなどを行うイベントを開催
します。男性も参加できます。ぜひお越し下さい。

　今後、年度内に同テーマのイベントを2回実施。

　豊洲市場用地は、土壌汚染対策法に基づく対策が的確に講じられ、また、さまざまな調査結果か
らも、法的･科学的な安全性が確保されていることが「豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専
門家会議」で確認されています。今後、さらなる安全性の向上に向けて、次の取り組みを行います。

①�豊洲市場の地下ピット（※）の床面にコンクリートを敷設するとともに、ピット内に換気設備を
設置することで、豊洲市場で事業を行う上での安全･安心を確保します。
②�地下水管理システムの機能を強化して、敷地内の地下水を適切に管理します。
※�地下ピットとは、設備の配管の設置や維持管理を行うための建物下スペースのこと。

◦�豊洲市場の見学会を毎月実施するなど、多くの人に豊洲市場をご覧頂く機会を設けていきます。
◦�大気や地下水の水質の測定結果など、客観的なデータに基づく正確な情報発信を徹底します。
（29年都議会第2回臨時会で、上記の取り組みに必要な予算を含む中央卸売市場会計補正予算が成立しました）

小池都知事からのメッセージ
　豊洲市場の食の安全･安心の確保に向
けて、専門家会議の提言に基づく追加対
策工事を着実に実施するとともに、都民
の方々に正確な情報を分かりやすく発
信していくなど、皆様の理解と安心を得
る努力を重ねてまいります。

子育てママが再び働くための
応援イベント

「レディ GO! Project」
を開催します!

豊洲市場への早期移転に向けて、
さまざまな取り組みを進めます

日時･会場 　
�

内　容 　

両会場
共通

◦トークショー
　テーマ：�「仕事をするということ〜自分

の心の磨き方」
　ゲスト：�IKKO（美容家）
◦就職に役立つセミナー、ワークショップ
◦キャリアカウンセリング
◦ニャンちゅうミニステージショー
◦託児サービス（要予約）、キッズスペース

秋葉原
会場

◦�仕事と子育ての両立に協力的な企業との
合同就職面接会。参加企業約20社

新宿
会場

◦�育児休業後に職場へ復帰する際の不安を
解消する特別セミナー

◦子育て女性向けエクササイズ

産業労働局就業推進課　
☎03-5320-4708
http://readygo.tokyo.jp/中央卸売市場総務課　☎03-5320-5720  

お問い合わせ

お問い合わせ

豊洲市場の安全性をさらに高めるために

豊洲市場をより知って頂くために

　現在のテニス競技の原型は、8世紀頃にフランスで誕生し、フランス貴族の遊戯として定着したと
言われています。オリンピック競技としては、1896年アテネ大会から行われていましたが、テニス
競技のプロフェッショナル化により一時期オリンピック競技から除外されていました。その後、プロ
選手の参加が認められるようになり、1988年ソウル大会から正式種目として復活しました。なお、
日本オリンピック史上初のメダルは、1920年アントワープ大会における熊

く ま が い

谷一
い ち  や  

彌選手の男子シン
グルス、熊谷選手と柏

か し  お  

尾誠一郎選手の男子ダブルスでの銀メダルです。
　テニスの種目は、男子、女子ともにシングルス（1対1）とダブルス（2対2）、男女ペアで戦うミック
スダブルスがあります。2セット先取の3セットマッチで行われますが、男子シングルスの決勝のみ5
セットマッチとなります。
　テニスは、激しいラリーと高度な技の応酬が見どころです。また、メンタル面が強く影響する競技
でもあり、試合の流れが急に変わることがあるため、最後まで目が離せません。鋭いショットがライ
ン上ぎりぎりに決まったときの爽快感も魅力です。

　リオ2016大会に出場した日比野菜緒選手は、テニス競技の魅力につい
て、「コートには自分と相手の二人きりという孤独な舞台で、テクニック、
メンタル、フィジカル、全てをかけてネットの向こうの相手と戦います。対
戦競技ならではの駆け引きが見どころです」と語っています。また、東京
2020大会への意気込みについては、「自分が競技をしている間に自国で
のオリンピック開催はとても素晴らしい機会です。私たち選手にとっては
もちろん、お客さんにとっても素敵な思い出になるよう、テニス競技で東
京オリンピックを盛り上げたいです」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大会が選手やお客さんにとって素敵な思い出に

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、オリンピックのテニスを紹介します。

写真提供　日本テニス協会

てえしお

オ リ ン ピ ツ ク・パラリンピック・パラリンピック
39

新宿会場
（新宿エルタワー）
10月27日

10時〜15時30分

秋葉原会場
（ベルサール秋葉原）

10月20日
10時30分〜15時30分
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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　　　検索 ※バックナンバーもあります

人　権 支　援

表　彰

　「ダイバーシティ（多様性）」をメイ
ンテーマに、いろいろな“違い”を知
り、体験し、認め合うことの大切さを
感じられる人権啓発イベントを行い
ます。ぜひご来場下さい。

ヒューマンライツ･フェスタ
東京2017

日　時 　11月�4日 10時〜18時�
5日 11時〜17時

会　場 　東京国際フォーラム

養育家庭になるための主な要件

「名誉都民」の称号を贈ります。

　明治期の東京市は市制特例という法令により自治が制限されていましたが、明治31年にこの法令が廃止され、同年10月1日、一般の市と同じく市長を持つ東
京市が誕生しました｡この「10月1日」が、自治意識を高め東京の発展と都民の福祉向上を目指して「都民の日」と定められました。
　東京都は、この日、有馬朗人さんと猪谷千春さん、草間彌生さん、黒栁徹子さんに東京都名誉都民の称号をお贈りし、その功績をたたえます。また、都民の生活
と文化の向上に貢献された302人（内団体25）の方々を東京都功労者として表彰します。

10月1日は「都民の日」です

総務局人権施策推進課　☎03-5388-2588
https://www.hrf-tokyo-2017.com/

お問い合わせ

お問い合わせ

有
あ り  ま  

馬 朗
あ き  と  

人さん（87歳）
物理学者、元東京大学総長

　有馬さんは、長年にわたる物理学の研究で優れ
た業績を残すとともに、俳人としても活躍し、都
民･国民はもとより、世界の人々に日本人の感性
や文化の魅力を伝えている。
　また、東京大学総長や文部大臣として日本の教
育振興に貢献するなど、多方面で多大な功績を残
している。

草
く さ  ま  

間 彌
 や  よ い

生さん（88歳）
前衛芸術家

　草間さんは、水玉や網目模様などを用いた独創
的かつ個性的な作品を次々と発表し、世界中で大
規模な個展を開催するなど、前衛芸術家として長
年にわたり活躍している。
　現在も革新的な芸術表現を求め、時代の最先端
を走り続ける姿は、多くの人々を魅了している。

猪
い

谷
が や

 千
 ち  は る

春さん（86歳）
元スキー選手、国際オリンピック委員会名誉委員

　猪谷さんは、第7回オリンピック冬季競技大会
で銀メダルを獲得し、日本人初の冬季オリンピッ
クのメダリストとなり、日本のスキー界の発展に
尽力してきた。
　引退後は民間企業に勤める傍ら、長きにわた
り、国際オリンピック委員会委員としてスポーツ
振興に寄与している。

黒
くろやなぎ

栁�徹
て つ  こ  

子さん（84歳）
女優、ユニセフ親善大使

　黒栁さんは、テレビ草創期から第一線で活躍し、
人間的な魅力と類いまれな話術で幅広い世代に親
しまれ、愛されている。社会福祉法人トット基金
を設立、ユニセフ親善大使を務めるなど、社会貢献
活動にも精力的に取り組んでいる。
　長きにわたり、幅広い分野で活躍する姿は人々
に希望や活力を与えている。

  養育家庭の体験発表会を開催
　都内52会場で開催。養育家庭として子供を育てた方の体験
や、そこで生活していた里子の方の話を聞くことができます。
ぜひ、ご参加下さい。申込み等詳細は各児童相談所へ。

  今年は新宿駅でも開催!
　10月15日 11時〜17時30分、新宿駅西口広場で。村崎太郎トーク＆猿
回し･アイヌ民族舞踊･つば九郎･湯

�ゆ � が み

上輝彦（ギタリスト）のステージなど。

　親の病気や離婚、虐待などのさまざまな事情により、親と一緒に
暮らすことのできない子供たちを、家庭に代わり公的に育てる仕組
みが「社会的養護」です。社会的養護を必要とする子供たちは、乳児
院や児童養護施設等のほか、「里親」宅で生活しています。
　東京都では、里親の中でも養子縁組を目的とせずに子供を育てる
「養育家庭」の普及に取り組んでいます。この機会に養育家庭につい
て理解を深めてみませんか。

11月4日

★シンポジウム「多様性を認め合う社会」
小池都知事挨拶、金澤翔子（書家）の揮

�き�ごう

毫、パネルディスカッション
大学対抗の多文化共生プレゼンコンテスト

★企業セミナー（AIG、ソニー。障害者雇用、性的少数者に関する取り組み）
★「心のバリアフリー」動画コンテスト
★映画「彼らが本気で編むときは、」上映

11月5日
★坂田おさむ･めぐみファミリーコンサート
★NHK�Eテレ「ストレッチマン」スペシャルステージ
★映画「聲

こえ

の形」上映

両日開催

車椅子レースを体験できる車椅子型VRレーサー、
車椅子等のバリアフリー体験
障害者スポーツ体験会
（ボッチャ、ブラインドサッカー、車椅子バスケットボール）
クライミング体験（6mと2.5mの壁にみんなでチャレンジ！）

★は10月20日までに要事前申込。申込等詳細は で。

10月、11月は
「里親月間」です

◆�児童の養育についての理解や熱意、児童に対する豊かな愛情
を有すること
◆養子縁組を目的としないこと
◆�主たる養育者が25歳以上65歳未満の夫婦であること（配偶
者がいない場合は、児童の養育経験等があり、20歳以上の子
か父母等が同居していること）
◆居室（台所･居間を除く）が2室10畳以上あること　など

福祉保健局育成支援課　☎03-5320-4135
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp

お問い合わせ

生活文化局文化事業課　☎03-5388-3141 政策企画局秘書課　☎03-5388-2064  名誉都民について 東京都功労者について

※子供の養育中は、東京都から養育費が支払われます。

※�「ほっとファミリー」は養育家庭の愛称です。
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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。

労働相談情報センターの
街頭労働相談� �

　解雇・雇止め・賃金不払い・雇用保険
などの労働問題全般。日時・場所／①10 
月19日 11時〜15時、渋谷駅ハチ公前
広場②20日 12時〜17時、都営浅草線
五反田駅地下。③20日 11時30分〜15 
時30分、昭島駅北口・モリタウン光の
広場④20日 11時30分〜15時30分、
調布駅前広場⑤21日 12時〜16時、板
橋区民まつり⑥27日 ･28日 10時〜
17時・29日 10時〜15時、葛飾区産業
フェア⑦31日 12時〜17時、新宿駅西
口広場。

労働相談情報センター☎03-3265-
6110

29年度後期技能検定� �

　職種／特級（25職種）、1・2級（41職種）、
3級（19職種）、単一等級（5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（短縮有）。3級は実務経験を有す
ること（年数不問）。申込／10月2日 〜
13日 に受検申請書等を東京都職業能

力開発協会（☎03-5211-2353）へ持参。
同協会か産業労働局能力開発課☎03-

5320-4717

東京商店街グランプリ�

　11月9日 13時、秋葉原ダイビルで。
200人。基調講演やパネルディスカッショ
ン「商店街が活性化する秘訣」、表彰式な
ど。申込／10月20日までに か申込書

（ で入手可）をファクスで産業労働局地
域産業振興課（☎03-5320-4787） 03-
5388-1461へ。

職業訓練指導員試験� �

　科目／理容科、美容科、指導方法（実技
と関連学科試験免除の方対象）。資格／実
務経験のみの場合8年以上（短縮有）。試
験／30年1月13日 ・16日 。申込／10 
月31日 ・11月1日 ・2日 10時〜12
時、13時30分〜16時30分（2日は12時ま
で）に都庁第二庁舎１階臨時窓口へ持参。

産業労働局能力開発課☎03-5320-
4717

委員会☎03-3267-5788、 03-3267-
5787へ。

同実行委員会か消費生活総合センター
☎03-3235-4167

10月1日〜31日
九都県市3R普及促進キャンペーン�

　家庭から出るごみの重量の約60％を
占める生ごみ（食品廃棄物）と容器包装ご
みの削減を図るため、九都県市で連携し、

自然公園ボランティア�

　募集団体／①御岳自然教室②高尾パー
ク③奥多摩自然教室④奥多摩美化清掃。
内容／①〜③自然教室の企画運営④都
内登山道の清掃。申込／10月31日（消
印）までに往復はがきに希望団体・住所・
氏
ふ り が な

名・年齢・電話を書き、多摩環境事務

所ボランティア受付（〒190-0022立川市
錦町4-6-3）☎042-521-2947へ。

ドリーム夜さ来い祭り
外国人観光客対応専門ボランティア�

　11月4日 ・5日 、臨海副都心など
で。抽選で30人。対象／英語等の外国
語で対応できる大学生以上。内容／会場
案内・司会補助。申込／10月10日まで
に所定の申込書（ で入手可）を かファ
クスで同祭りグローバル振興財団（☎03-
5796-2550） 03-5796-2551へ。

港湾局誘致促進課☎03-5320-5580

八ッ場ダム建設現場見学会�

　11月18日 8時、都庁集合。抽選で
40人。20歳未満は親権者の同意、15歳
未満は保護者の同伴が必要。申込／10
月20日（消印）までに かはがきに人数（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、〒163-
8001東京都都市整備局広域調整課（☎
03-5388-3289）へ。当選者のみ通知。

東京都消費者月間
くらしフェスタ東京2017�� �

　〈交流フェスタ〉10月20日 ･21日
10時〜17時、新宿駅西口広場で。くら 
し・環境・食・安全対策等生活に役立つ
情報の紹介など。〈シンポジウム〉｢国谷
裕子さんに聞く 新しいものさしSDGｓ〜
地球を維持するためにできること」11月
1日 13時30分、東京ウィメンズプラザ
で。申込／ か電話、ファクスで同実行

羽田空港の機能強化について
の説明会�
　新飛行経路案等について、国土交通
省が説明会を開催します(1月以降も開催
有)。【11月】京急蒲田駅／1日 、北とぴ
あ（北区）／19日 、タワーホール船堀／
23日 、大崎ニュー・シティ／29日 。
【12月】品川インターシティ／6日 、な
かのZERO西館／16日 、恵比寿社会
教育館／20日 。時間／ 〜 :14時〜
19時、 :11時〜16時。

都市整備局都市基盤部☎03-5388-
3288か国土交通省☎0570-001-160

都議会提供テレビ番組� �

　「トウキョウもっと!2 元気計画研究所」
10月28日 19時〜20時(再放送29日
14時)、TOKYO MXで。司会／いとうせ
いこう。｢もっと東京の水辺空間に親しむ
ために！｣をテーマに有識者と都議会議員
が討論。

議会局広報課☎03-5320-7124

東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会特別仕様ナンバープレートの交付�

　交付開始日／10月10日 。料金／東
京地区7,210円（寄付金は別途）。1,000円
以上の寄付で図柄入りナンバーを選択可。

国土交通省☎03-5253-8587かオリン
ピック・パラリンピック準備局連携推進課
☎03-5388-2867

ボランティア行動等に関する
実態調査� �

　都内在住の10歳以上の方から無作為
に抽出した5,000人を対象に調査を実施
します。10月1日〜31日に調査員が伺い
ますので、ご協力をお願いします。

生活文化局地域活動推進課☎03-
5388-3156

東京都福祉保健基礎調査� �

　無作為に抽出した子供を養育する都内
在住の6,000世帯を対象に調査を実施し
ます。10月11日〜11月10日に調査員が
伺いますので、ご協力をお願いします。

福祉保健局総務課☎03-5320-4011

東京都行政書士会の
無料相談会�

　10月19日 ・20日 10時〜16時、都
庁第二庁舎1階臨時窓口で。官公署への
提出書類・権利義務および事実証明に関
する書類の作成等の相談。
［相談内容］行政書士会☎03-5489-

2411（12時30分〜16時30分）、［その他］
総務局振興企画課☎03-5388-2418

都立高等学校等合同説明会��

　①10月29日 、新宿高校②11月5日
、立川高校③12日 、晴海総合高校

で。いずれも10時〜16時（受付15時40
分まで）。対象／小・中学生と保護者。個
別面談方式。予約不要。①は上履き持参。
託児希望は各開催日の3営業日前までに
㈱明日香☎03-6912-0015へ。

教育庁高等学校教育課☎03-5320-
6742

11月の第一土曜日は
｢東京都教育の日｣� �

　次代を担う子供たちの教育について、
都民全体で考える日。記念行事／11月
4日 13時、都庁大会議場で。｢オリン
ピック・パラリンピック教育の推進〜異
文化の尊重と豊かな国際感覚の醸成｣を
テーマに小・中・高・特別支援学校の児
童生徒などによる発表、宮崎緑（東京都教
育委員）による講演。申込等詳細は で。

教育庁地域教育支援部☎03-5320-
6858

自動車税の減免更新申立書の
提出をお忘れなく！　� �

　自動車税の減免を受けている方に｢自
動車税減免の更新手続きについて｣をお
送りしています。30年度も減免を必要と
する方は、同封の｢減免更新申立書」に必
要事項を記入の上、10月31日 までに提
出して下さい。

自動車税コールセンター☎03-3525-
4066（平日9時〜17時）

10月2日 から多摩難病相談･
支援室を開設します�

　開設先／都立神経病院（府中市武蔵台
2-6-1）。10時〜17時 除く。電話相
談（受付は16時まで）か来所相談（要予約）
☎042-323-5880。

福祉保健局疾病対策課☎03-5320-
4477

「食べきりげんまんプロジェクト」などの
キャンペーンを実施します。

環境局資源循環推進部☎03-5388-
3577

10月22日〜31日
駅前放置自転車クリーンキャンペーン�

　「放置ゼロ  キレイな街で  おもてなし」
　放置自転車減少に向けて、都内各地で
呼びかけを行います。

青少年・治安対策本部交通安全課☎
03-5388-3124

犯罪被害者支援キャンペーン
2017�

　10月21日 11時〜16時、池袋駅メト
ロポリタンプラザビルで。遺族手記等の
朗読、ハンドベルの演奏など。

警視庁犯罪被害者支援室☎03-3581-
4321内線21233

東京都への事業提案�

　行政にはない新たな発想を活用し､
都政の喫緊の課題を解決します｡皆さ
んから頂いたご提案は､30年度の予
算案に反映させていきます｡申込／11
月7日(消印)までに所定の様式( で
入手可)を か郵送､ファクスで〒163-
8001東 京 都 財 務 局財 政 課(☎03-
5388-2669) 03-5388-1277へ。

メリハリをつけた予算

メリーちゃん ハリーくん

図柄入りナンバー



特別支援教育理解啓発フェア

　都立特別支援学校や都立高校等の児
童・生徒による学習成果発表、障害者ス
ポーツ体験、生産品販売など。①「広がれ
絆!オープンフェスタ」10月7日 10時〜
16時、東京都教職員研修センターで。②

「中部フェスタ」14日 9時30分〜16時、
王子総合高校で。③「多摩地区都立学校
教育フェア西

に

風
し

」11月11日 11時〜16
時、東京学芸大学で。

教育庁特別支援教育課☎03-5320-
6753

食肉市場「肉料理講習会、
食肉処理のビデオ視聴」� �

　10月25日 10時。抽選で25人。500
円。申込／10月8日（消印）までに往復は
がき（1人1枚）に住所・氏

ふ り が な

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

産業サポートスクエア・TAMA
「ウェルカムデー」�� �
　多摩地域の総合的な産業支援拠点の施
設や活動紹介。10月27日 ・28日 ／
①「多摩テクノフェア」研究試験紹介、サイ
エンスショーなど。28日 ／②被災地復
興支援特産品等販売。③中小企業製品展
示・販売。④「多摩職業能力開発センター
技能祭」生徒作品展示、工作教室など。

①多摩テクノプラザ☎042-500-2300
②東京都商工会連合会☎042-500-1140
③東京都中小企業振興公社☎042-500-
3901④同センター☎042-500-8700

アクセシブル・ツーリズム
推進シンポジウム� �

　10月26日 13時30分、新宿NSビル
で。300人。障害者や高齢者にとって快
適な旅を考える。基調講演、リフト付観光
バス体験など。申込／10月20日までに

か所定の申込書（ で入手）をファクス
で、同事務局（☎0570-064-536） 03-
6730-3230へ。

産業労働局観光部☎03-5320-4881

東京ウィメンズプラザ
フォーラム� �

　10月27日 ・28日 ・29日 。①女
性の活躍推進、男女平等参画、DV防止
等をテーマに、民間34団体によるワーク
ショップや講演会を実施。②「おはなし会
〜アフリカやアジアのいろんな言葉で」28
日 11時・13時30分、29日 11時。③

「女性が輝く地域づくりフォーラム　地域
で作る！新しい放課後のカタチ」29日
13時30分。申込等詳細は で。

① ②同プラザ ☎03-5467-1980③
生活文化局男女平等参画課☎03-5388-
3189

計量記念日行事� �

　①「都民計量のひろば」11月1日 10時
30分〜16時、新宿駅西口広場で。計量
器等の展示、ゲームや健康測定等の体験
など。②「計量展示室の特別展示」11月1
日〜30日9時〜16時（ を除く）、計
量検定所で。珍しいはかりの展示等。

計量検定所☎03-5617-6643

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
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都庁では により情報を発信しています！

職 員 採 用

東京都任期付職員（福祉）　
　職種／児童福祉司。資格／福祉に
関する職務経験が5年以上、かつ学歴
区分に応じた職務経験年数があり、
児童福祉司の資格を有する方。人数
／4人。任期／30年4月1日〜33年3
月31日。勤務先／児童相談所。選考
／〈1次〉書類、〈2次〉面接。申込／10
月27日（消印）までに郵送か31日
までに持参。受験資格等詳細は で。

福祉保健局職員課☎03-5320-
4023

東京都任期付職員　
　職種／事務。任期／30年4月1日 
〜32年9月30日か30年7月1日〜
32年9月30日。主な受験資格／8年
4月1日までに生まれた方。試験／
〈1次〉12月10日 。申込／10月2日
〜25日（消印）までに郵送で。受験
資格等詳細は で。
[試験]人事委員会事務局試験課

☎03-5320-6952〜4、[勤務条件等]
総務局人事課☎03-5388-2375

介護と仕事の
両立推進シンポジウム� �

　10月24日 13時30分、日経ホール（大
手町）で。500人。西久保浩二（山梨大学
教授）による基調講演、先進企業等によ
るパネルディスカッション、国の事業紹介、
相談会。申込等詳細は で。

同事務局☎03-6804-6583か産業労
働局労働環境課☎03-5320-4649

ポジティブメンタルヘルス
シンポジウム＆相談会�

　11月15日 13時30分、日経ホール（大
手町）で。600人。基調講演｢中小企業で
もできる!ポジティブメンタルヘルスの実
践事例｣など。申込等詳細は で。当日参 
加の相談コーナー有。

産業労働局労働環境課☎03-5320-
4652

交　通

東京バス協会シルバーパス専用
☎03-5308-6950（9時〜17時、 除く）
福祉保健局在宅支援課　☎03-5320-4177　

お問い合わせ

　70歳以上の都民で申し込まれた方に、都営交通･都内民営バスなどが
利用できる｢東京都シルバーパス｣を発行します。有効期限は平成30年9
月です。新規のパスは10月1日から購入できます。

東京都シルバーパス
新規購入のお知らせ

対象 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）

申込 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むことができます。

費用

❶29年度住民税課税の方 20,510円
（10月〜3月購入の場合）

❷29年度住民税非課税の方 1,000円

❸�29年度住民税課税の方で28年の合計所得
金額が125万円以下の方（経過措置） 1,000円

必要
書類

■全員／本人確認書類（保険証・運転免許証など）
■❷❸の方は次のア〜ウのいずれか1点
　ア�｢29年度介護保険料納入（決定）通知書｣
　　（所得段階区分が｢1｣〜｢6｣､合計所得金額欄が125万円以下）
　　※�所得段階区分：品川区・目黒区・世田谷区・武蔵野市・福生市・

あきる野市は｢7｣まで。八丈町は｢9｣まで。
　イ｢29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しています（原則有
料）。ウは生活扶助受給が確認できるものに限ります。

グリーンリース普及促進事業
（助成金）の募集説明会�
　10月30日 ・31日 14時、国立オリ
ンピック記念青少年総合センターで。ビル
オーナーとテナントが協働して取り組む省
エネ設備改修に対して支給される助成金
について。申込等詳細は で。

クール・ネット東京☎03-5990-5089

福祉の仕事
｢就職フォーラム�in�立川｣� �

　10月9日 12時30分〜16時、立川グ
ランドホテルで。多摩地域の福祉施設・
事業所が出展する合同就職説明会。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多摩支所☎
042-595-8422か福祉保健局地域福祉
推進課☎03-5320-4049

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。

　ふっくらとして愛らしい頬とつぶら
な瞳。目が合えば、その愛くるしさに
心をつかまれる。松崎光正さんが作る
人形は、多彩な表情をもち、贈る子供
に似た顔を探す人も多い。
　松崎さんの工房は、人形の胴体に
溝を彫り、そこに布地を埋め込んで衣
装を着せる｢江戸木目込人形｣と、仕立
てた衣装を胴体に着せて作る｢江戸衣

い

裳
しょう

着
ぎ

人形｣の両方を手がける。
　三代目として家業を継いだのは、日
本人形にとって逆風の時代だった。選
んだ道は、今までになかった表情豊か
な人形へと、現代に合った形に進化さ
せていくこと。その挑戦が突破口とな
り、新たな松崎人形が生まれた。
　心がけていることは｢妥協しないで
自分が信じた通りに作ること。気持ち
が入らない人形には力がない｣と松崎
さん。｢人形はものであってものでな
い。気持ちをやりとりするもの｣と熱い
まなざしで語る。孫の成長を願って、
上京する娘を案じてなど、人形を贈る
背景はさまざま。そんな贈り主の思い

「人形の表情は作り手の内面が出るので、
とことん考える」と松崎さん。

を人形に託して、持ち主の人生にそっ
と寄り添うものづくりを目指す。
　デザイナーと共同での新商品の開
発や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にお
ける海外企業とのビジネス交流など、
新しい分野にも積極的に挑戦してい
る。伝統工芸の新たな可能性を開拓し
続けながら、人と人とをつなぐ人形づ
くりへの情熱が、尽きることはない。

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

人形に気持ちを乗せて

東京都伝統工芸士（江戸木目込人形）
松
まつ

崎
ざき

　光
みつ

正
まさ

さん（平成17年度受賞）
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

学　ぶ

自然・公園

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室� �
　視覚障害／①「音楽教室」10月20日
13時〜15時30分。②教養講座「国立天文
台で文化の秋を満喫」22日 13時30分
〜16時。聴覚障害／③「文章教室」10月
4日〜11月8日毎 13時30分〜16時。④
「コミュニケーション教室」10月28日 13
時30分〜16時。⑤教養講座「江戸東京た
てもの園での文化体験」26日 13時30	
分〜16時。⑥「教養講座」11月2日 19時
〜21時。各日50人。会場／①③④⑥東京
都障害者福祉会館。②国立天文台（三鷹
市）。⑤江戸東京たてもの園。申込／②10
月16日までに か電話で、⑤17日（必着）
までに かはがき、ファクスに住所・氏

ふりがな

名・
ファクス・手話・要約筆記希望の有無を
書き、〒163-8001東京都教育庁生涯学
習課☎03-5320-6857、 03-5388-
1734へ。①③④⑥事前申込不要。

いろんな言葉、広がる世界
TOKYOみみカレッジ� �
　11月19日 10時〜16時30分、首都大
学東京南大沢で。①ラジオ公開収録。ゲ
スト／大友花恋（タレント）。②大学生の
手話パフォーマンス。③ワークショップな
ど。申込／③のみ10月27日までに電話か

都立動物園アフリカフェア� �

　10月21日 ・22日 、多摩動物公園
で。アフリカ各国の文化や野生動物の紹
介、特産品の販売、コンサートなど。
同園☎042-591-1611

日比谷公園
ガーデニングショー2017� �
　10月21日 〜29日 10時〜16時（29
日は15時）。ガーデンコンテストの作品展
示、農大大根踊り、ツリークライミング体
験、キッチンカーの出店など。
東京都公園協会☎03-3232-3097

代々木公園開園50周年記念事業����
〜代々木公園の魅力を再発見��
　10月28日 ・29日 。オーケストラに
よるコンサートや熱気球教室など。
同園☎03-3469-6081

備蓄キャラバン� �
　①10月20日 、イオンモール多摩平の	
森で。②27日 、アリオ亀有で。いずれも
12時〜16時。家庭内日常備蓄品展示、
備蓄グッズ活用方法・レシピ紹介、ワーク
ショップ、防災グッズ配布など。
総務局防災管理課☎03-5388-2549

東京水辺ライン� �

　①「水上バスで行く築地魚河岸・魚市
場の歴史と江戸庶民」10月27日 9時55
分。50人。2,900円（食事付）。パールホテ
ル両国集合。②「墨田区吾妻橋発貸切水
上バスで行く！築地本願寺寄席」11月7日
9時15分。100人。6,000円。墨田区

役所集合。申込／①10月14日②17日（必
着）までに往復はがきに催し名・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。

道路見学ツアー
隅田川橋梁と復興記念館見学��
　11月2日 12時。水上バス乗船有。抽
選で40人。申込／10月10日（消印）まで
に か往復はがきに催し名・人数（2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。

山のふるさと村（奥多摩湖畔公園）
コスプレアートフェスタ� �
　11月3日 ・4日 11時〜15時。美し
い紅葉の中でコスプレ体験・撮影、書道
パフォーマンスやパントマイムなど。

同事務局☎03-3719-1080か環境局
緑環境課☎03-5388-3509

11月25日〜12月1日犯罪被害者週間
「犯罪被害者週間行事�in�大田」� �
　11月13日 14時、大田区民ホールア
プリコで。160人。講演／「性被害者を傷
つけない社会に」村木厚子（元厚生労働
省事務次官）、パネルディスカッション。申
込／10月27日（必着）までに かはがき、
ファクスに人数（2人まで）・代表者の電話・
全員の住所・氏

ふりがな

名・託児希望の人数と年
齢を書き、〒144-8621大田区総務部人
権・男女平等推進課（☎03-5744-1148）
03-5744-1556へ。手話通訳有。
総務局人権施策推進課☎03-5388-

2589

ガイドと歩く街路樹ツアー� �

　11月14日 ・24日 12時。丸の内界
隈に秋の街路樹を訪ねる。抽選で各日20
人。申込／10月10日（消印）までに か往
復はがきに催し名・希望日・人数（2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。

野鳥の巣箱コンクール
作品展・受賞作品展� �
　①作品展／11月3日 ・4日 ・5日
10時〜17時（5日は16時）、モリパークア
ウトドアヴィレッジ（昭島市）で。小・中学生
が作成した野鳥の巣箱の展示、工作教室
など。②受賞作品展／11月14日 〜26
日 9時30分〜17時（入園は16時まで）、
井の頭自然文化園で。
多摩環境事務所☎042-521-2948

ファクスで同事務局☎03-6804-2391、
03-6804-1348へ。応募多数の場合抽選。
同事務局か福祉保健局障害者施策推

進部☎03-5320-4147、 03-5388-
1413

大人のための環境見学会� �

　11月11日・25日 10時・13時。廃棄
物埋立管理事務所（江東区）集合。都内在
住・在勤の中学生以上、抽選で各回27
人。中央防波堤埋立処分場をバスで見学
し、環境問題を学ぶ。申込／開催日の15
日前までに、往復はがきに催し名・希望
日・時間（10時・13時・どちらでも可）・
人数（5人まで）・全員の住所・氏

ふりがな

名・年齢・
性別・勤務先・電話を書き、廃棄物埋立
管理事務所（〒135-0064江東区青海三
丁目地先）☎03-5531-3765へ。

都立学校公開講座� �

　都立高校では、健康・スポーツ、自然
科学、文学・語学などさまざまな分野の
公開講座を行っています。各校の講座内
容や申込等の詳細は、教育委員会か各校
の をご覧下さい。
教育庁生涯学習課☎03-5320-6893

子どものがんを考える〜より良い
長期フォローアップを目指して��
　11月5日 13時〜17時、新宿NSビル
で。当日先着150人。
都立小児総合医療センター☎042-312	

-8116

健康安全研究センター
施設公開� �
　11月18日 10時〜16時。研究室を見
学するラボツアー、展示など。申込／ラボ
ツアー（高校生以上対象）のみ10月31日ま
で。詳細は で。応募多数の場合抽選。
同センター☎03-5937-1089

殿ヶ谷戸庭園「秋の催し」� �

　①「秋の手のひら盆栽展」10月13日 ・
14日 ・15日 10時〜16時。②「おいし
い日本茶の入れ方教室」28日 10時30
分・13時・14時45分。各回当日先着20人。
同園☎042-324-7991

神代植物公園「秋のバラフェスタ」
約300種5,000株のバラが見頃��
　10月7日〜31日。ガイドツアー、コン
サート、講演会など。
同園☎042-483-2300

「催し」の続き
催　し

文化・スポーツ

東京都美術館「障害のある方の
ための特別鑑賞会」� �
　「ゴッホ展　巡りゆく日本の夢」12月11
日 10時〜16時。受付①10時〜12時	
30分②12時30分〜15時。身体障害者手	
帳等をお持ちの方、抽選で各回350人。
申込／10月30日（消印）までに かはが
きに、希望受付時間（①・②・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、駐車スペースの利用の有無を書
き、東京都美術館（〒110-0007台東区上
野公園8-36）☎03-3823-6921へ。

ショートショート�フィルムフェス
ティバル&アジア�秋の上映会��
　10月16日 〜22日 、アンダーズ東
京と東京都写真美術館で。世界の短編映

画を上映。上映時間・申込等詳細は で。
同事務局☎03-5474-8844か産業労

働局観光部☎03-5320-4786

明治安田生命J3リーグ「FC東京U-23�
VS�セレッソ大阪U-23」観戦優待� �
　12月3日 13時、駒沢オリンピック公
園総合運動場で。小学生以上（小学生は
保護者同伴）、抽選で100組200人。1組
1,000円。申込／11月13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、FC東京
「東京都観戦事業係」（〒182-0032調布
市西町376-3）☎042-488-6255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	

読めばもっと楽しめる！
｢東京2020大会ガイドブック｣
　東京都では、多くの皆さんに東京2020オリンピック･パラリンピック競技大会に
関する理解を深めていただくため、大会概要をまとめた冊子（日本語版・英語版）を
作成しました。
　競技、会場計画、復興を後
押しする取り組み、大会関連イ
ベント、ボランティアなどにつ
いて写真を使用し、幅広く紹介
しています。
　ホームページに掲載してい
ますので、ぜひご覧下さい。

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

※ ＝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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東京都公式動画チャンネル「東京動画」にアクセス！  　　　　　　　

　 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。

検索東京動画

東京国際映画祭� �

　10月25日 〜11月3日 。六本木ヒル
ズ、EXシアター六本木ほかで開催される
アジア最大規模の国際映画祭。
同事務局ハローダイヤル☎03-5777-

8600、☎050-5541-8600（8時〜22時）
か産業労働局観光部☎03-5320-4786

玉川上水ウオーキング
国指定史跡散策と水道施設見学��
　10月21日 9時、玉川上水駅に集合。
都営水道使用地域に在住の方（小学生以
下は保護者同伴）、抽選で100人。コー
ス／立川市から小金井市までの玉川上
水路沿い約9㎞。申込／10月10日（消印）
までに か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、〒163-
8001東京都水道局浄水部（☎03-5320-
6437）へ。

車椅子バスケ体験�in�みやこ祭��

　11月3日 10時〜16時、首都大学東
京南大沢で。車椅子バスケットボールのク
ラブチームによる競技指導、模擬試合な
ど。室内用運動靴持参。申込等詳細は
で。当日参加枠有。
同大学☎03-3819-7108	

コンサート
「日本の魅力再発見！」� �
　11月28日 19時、東京文化会館で。
出演／東儀秀樹（雅楽師）、須川展也（サク
ソフォン奏者）、東京交響楽団ほか。都内
在住・在勤・在学の小学生以上、抽選で

1,800人。申込／10月31日（必着）まで
に か往復はがきに人数（4人まで）・代
表者の住所（在勤・在学は勤務先・学校
名と所在地）・氏

ふりがな

名・電話・全員の年齢・
車椅子での来場人数・託児希望の人数と
年齢を書き、事業団コンサート公演窓口	
（〒150-0047渋谷区神山町5-5-5階）☎	
03-6271-8520へ。
同窓口か東京都人材支援事業団☎03-

5292-7017

BEYOND�AWARD�2017
「オーディエンス賞」の投票実施��
　パラスポーツを応援する人を増やすプ
ロジェクト「TEAM	BEYOND」で、パラス
ポーツを応援したくなる音楽・映像を公募
する「BEYOND	AWARD	2017」を実施。
皆さんの投票で「オーディエンス賞」を決定
します。投票期間／10月20日〜11月5日
に で。
オリンピック・パラリンピック準備局パ

ラリンピック部☎03-5388-2882

子供歌舞伎教室� �

　11月23日 9時、歌舞伎座で。歌舞
伎の解説と観賞。小・中・高校生と保護
者（子供1人につき1人まで）、抽選で600
人。申込／10月23日（消印）までにはがき
に代表者の住所・電話・全員の氏

ふりがな

名・年
齢・学校名・学年を書き、〒104-8077都
民劇場「子供歌舞伎教室係」へ。11月10
日頃に当選者のみ通知。
同劇場☎03-3572-4311か生活文化

局文化事業課☎03-5388-3141

（23年10月19日、日本橋本町で）

日本橋恵比寿講べったら市
商売繁盛等の守護神として知られ
る宝田恵比寿神社周辺で、毎年10
月19日、20日に開催される日本橋
の伝統行事。期間中は名物のべっ
たら漬をはじめ、食べ物や伝統工芸品の屋台など約500店舗の露店で賑わう。

東京都観光ボランティア事務局　☎03-5657-0651
産業労働局観光部　　　　　　  ☎03-5320-4800　
　

お問い合わせ

募　集

　

　東京を訪れる外国人旅行者に、外国語での観光案内を通じて「東京の魅
力」や「おもてなしの心」を伝える観光ボランティアを募集します。

観光ボランティアを募集します! 

活動内容 　�①街なか観光案内　�
②都庁･展望室ガイドサービス�
③派遣ボランティア　ほか

※�活動の際には貸与するユニフォームを着て活動していただきます。

活動開始 　30年4月以降
応募資格 　�一定以上の語学力を有し、30年3月31日時点で18歳以上の方。
※詳細はホームページをご覧下さい。

応募人数 　500人程度

申　　込 　�10月16日10時までにホームページで。��※応募多数の場合は、
���������������������書類選考有。

初年度は
①に参加

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

10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9,190人。

当選者には、10月17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。10月25日までにご送金下さい。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。
※ 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。  
※ お申込み内容（希望公演･枚数）の変更はできません。

都民の日記念/秋の「都民半額観劇会」

劇場名・料金 演　　目 公演
番号 日　　時

帝国劇場
S席�：7,250円

（470席）

ミュージカル
「レディ・ベス」
花總まり、加藤和樹　ほか

1 11月13日 13時

2 11月15日 18時

明治座
S席�：6,500円

（1,000席）

「京の螢火」
黒木瞳、筧利夫　ほか

3 11月14日 17時

4 11月24日 17時

国立劇場
一等A席�：5,400円

（1,000席）

11月歌舞伎公演
「坂崎出羽守」　
「沓掛時次郎」
中村梅玉、尾上松緑、中村魁春
ほか

5 11月17日 16時

6 11月24日 12時

シアタークリエ
指定席�：5,000円

（160席）

「誰か席に着いて」
田辺誠一、木村佳乃　ほか

7 11月28日 19時

8 11月30日 19時

新橋演舞場
一等席�：7,000円

（1,000席）

舟木一夫特別公演
昼：通し狂言「忠臣蔵」
　　前編 花の巻 ／
　　シアターコンサート
夜：通し狂言「忠臣蔵」
　　後編 雪の巻 ／
　　シアターコンサート
尾上松也、紺野美沙子（花の巻）、
里見浩太朗（雪の巻）　ほか

9 12月5日 11時

10 12月8日 16時

歌舞伎座
一等席�：8,000円

（600席）

十二月大歌舞伎
尾上松緑、片岡愛之助　ほか

11 12月20日 14時15分

12 12月22日 11時

日生劇場
S席�：�7,000円

（1,500席）

ミュージカル
「屋根の上のヴァイオリン弾き」
市村正親、鳳蘭　ほか

13 12月25日 18時

14 12月27日 18時

三越劇場
指定席�：5,000円

（760席）

初春新派公演
「家族はつらいよ」
水谷八重子、波乃久里子、
喜多村緑郎　ほか

15 1月4日 15時

16 1月10日 15時

浅草公会堂
一等席�：5,000円

（1,000席）

新春浅草歌舞伎
尾上松也　ほか

17 1月5日 15時

18 1月16日 15時

明治座
S席�：�6,500円

（1,000席）
コロッケ特別公演

19 1月7日 16時30分

20 1月11日 16時30分

新橋演舞場
一等席�：8,500円

（600席）

初春花形歌舞伎
市川海老蔵　ほか

21 1月9日 11時

22 1月10日 16時30分

東京芸術劇場
指定席�：3,750円

（100席）

「秘密の花園」
寺島しのぶ、柄本佑　ほか

23 1月18日 19時

24 1月19日 19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
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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］）

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。

�東京アイドル　 
Yo! それ、 
都にお願いしちゃいなよ!
�　知っていると役に立ついろいろな
行政サービスを、東京で活躍するアイ
ドルたちが紹介！

片桐仁の 
都政ギリギリ問答 
　各局の職員たちが、タレントの片桐
仁さんに都庁の施策を説明。都民代表
の片桐さんがギリギリの質問をぶつ
けながら、都政のことを学びます。

〈次号（11月1日発行）は、10月31日・11月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

東京の"いま"が分かる公式動画チャンネル
「東京動画」開局！ 

　東京都は、都政のさまざまな動画を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」を開局しました。
  都政情報や、東京都の魅力を伝える多くの動画を順次制作・発信し、都民の皆さん
に手軽にご覧いただき、暮らしに役立ち、楽しめる動画サイトです。

その他、都知事関連情報やラジオ体操動画、都政広報番組など盛りだくさんです。

生活文化局広報課　☎03-5388-3087お問い合わせ

　かつて世田谷には豊かな田園風景が広がっていた。急速な都市化と
ともに、農地は住宅地や商業用地などに姿を変えたが、その面影を残す
場所が世田谷区南西部に保存されている。小田急線の｢成城学園前｣駅
から徒歩15分。緑に囲まれた次大夫堀公園は、世田谷の農村風景と昔
ながらの小川を復元した公園だ。その中に昭和63年に開園した民家園
は、区内に残っていた茅

か や

葺
ぶ

き屋根の民家を移築し、江戸時代後期から明
治にかけての生活を学び、体験できる場となっている。
　園内に並ぶ民家は、名

 な  ぬ し

主であった旧安藤家の屋敷と内倉、半農半商
の旧城田家と農家の旧加藤家の民家。そして旧秋山家土蔵と旧谷岡家
住宅表門と実にさまざま。すべて区指定の文化財だ。家の造りも旧安藤
家は名主の役宅を兼ね備えた八

や つ  ま   ど  

間取り形式で、上客を迎えるために使
われた｢式台｣も設けられている。民家には自由に入ることができ、実際
に住んでいるかのように展示されている生活用具に触れることも可能。
また機織りやそば打ち、藍染めなど、訪れる人に郷愁を抱かせるさまざ
まな催しも開かれている。
　さらに農作業を体験できる行事も
あり、公園内の水田では地域の子ど
もたちが田植えや稲刈りに挑戦。毎
年1,000人以上が参加する一大イ
ベントとなっている。今年の稲刈り
は10月11日に行われる予定だ。

旧加藤家住宅主屋と水屋

2年前の稲刈りの様子　ⓒ世田谷区

次
じ

大
だ      ゆ     う

夫堀
ぼ り

公
こ う え ん

園（世田谷区）

[民家園]世田谷区立次大夫堀公園民家園　☎03-3417-8492
[公　園]砧公園管理事務所　☎03-3417-9575

小田急線「成城学園前」駅下車。南口から徒歩15分か二子玉川駅行きバス「次
大夫堀公園前」駅下車、徒歩2分。「民家園」の開園時間は9時30分〜16時30
分。月曜（祝日の場合は翌日）･年末年始休園（元旦は開園）。公園は常時開園。

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

心の「ふるさと」に思いをはせる

=パソコン用壁紙

知事の部屋

パンダの赤ちゃん特集 大森靖子さんが歌う「東京都歌」

みんなでラジオ体操

「東京動画」オリジナル動画

東京動画 検索
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