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東京2020大会ボランティア
シンポジウムを開催

2

東京都英語村の
最新情報をSNSで発信 !

ボランティアの本質的な役割について考えます

英語を通してさまざまな活動をする
体験型の学習施設です

3
4
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

障害者の自立と社会参加のために、
都民の皆さんの理解と協力をお願いします

5

世帯と人口

Fax 03-5388-1329

東京都のホームページ▶http://www.metro.tokyo.jp/

み ん な で 築 こう

12月3日～9日は
障害者週間

お正月の催し

都立庭園や動物園などでさまざまなイベントを開催

29年10月1日 691万1,569世帯 人口1,374万2,906人（男：676万9,931人 女：697万2,975人）
現在の推計
＊参考：外国人数51万2,817人

都庁の代表電話▶☎03-5321-1111

人権の世紀

考えよう 相手の気持ち
未来へつなげよう 違いを認め合う心

誰もがいきいきと生活できる、
活躍できる都市･東京をつくりましょう！
私たちは皆、自分の存在や尊厳が守られ、自由
に幸せを追い求める権利｢人権｣を持っています。
同時に、私たちは他者との関わり合いの中で生き
ており、多様な個性を認め合い、共に社会を支えて
いくということが、求められています。
現在、法制度の整備をはじめ、さまざまな取り
組みも行われていますが、いじめや虐待、インター
ひ

ぼう

ネットでの誹 謗 ･中傷、差別的な表現など、他者の
人権を考えないような問題も起きています。
昭和23(1948)年12月10日、第3回国連総会
で初めて人権の保障を国際的にうたった｢世界人
権宣言｣が採択されたことを記念し、12月10日は
｢人権デー｣と定められており、日本では、毎年12
月4日〜10日を｢人権週間｣としています。
この人権週間を機会に、人権を尊重することの
大切さを考え、互いに助け合いながら、誰もがいき
いきと生活･活躍できるまち東京をつくりましょう。

6-7面に関連記事掲載→

12月10日〜16日は
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
18年6月に｢拉致問題その他北朝鮮当局による人
権侵害問題への対処に関する法律｣が施行され、国お
よび地方公共団体の責務等が定められるとともに、
毎年12月10日から16日までを｢北朝鮮人権侵害問
題啓発週間｣とすることとされています。
3面に関連記事掲載→
お問い合わせ

総務局人権部

☎03-5388-2588

FAX

03-5388-1266

じんけんのとびら
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スポーツ

東 京2020大 会 に 向 け た
ボランティアシンポジウム

〜ボランティアの本質を探る〜を開催

東京2020大会のボランティア募集が、いよいよ30年夏から始まります。
（32年）に世界中のお客様を迎えるボランティアの本質的な役割について、オリンピアン、パラリンピアンや、さまざまなボラン
シンポジウムでは、2020年
ティア経験者たちとともに、ご来場の皆さんと考えます。
日 時

1月21日 14時

場 所

ベルサール秋葉原

定 員

600人。応募多数の場合抽選。

出演者

寺川綾
（スポーツキャスター）
、根木慎志
（シドニーパラリンピック車
いすバスケットボール日本代表）
、ルー大柴（俳優） ほか

申 込

12月22日
（消印）までに か往復はがき、ファクスに催し名･住所･
氏名･年齢･性別･職業･電話･ファクス･車いす席と手話通訳希望の有
無･託児
（1歳〜就学前）希望の有無と子どもの氏名･年齢を書き、ボラ
ンティアシンポジウム事務局
（〒105-0003港区西新橋2-23-1-9階）
FAX 03-5425-1845へ。
ふりがな

ふりがな

お問い合わせ

寺川綾

根木慎志

ルー大柴

同シンポジウム事務局 ☎03-5860-1040 オリンピック･パラリンピック準備局総合調整部 ☎03-5388-2266
http://www.city-volunteer.metro.tokyo.jp

し え て

お

オ リ ン ピ
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41

ク ・パラリンピック

今回は、
オリンピックのバスケットボールを
紹介します。
1チーム5人で対戦するバスケットボールは、相手チームのリング
にボールを通過させることで得点を競う球技です。
試合は10分を1ピリオドとし、第1ピリオドから第4ピリオドまでの
計40分間で行われます。得点には3種類あり、相手チームが反則した

学

ぶ

東 京都英語村の最 新情 報を
SNSで 発 信しています！
東京都英語村「TOKYO GLOBAL GATEWAY（TGG）」が、
30年9月、江東区青海の臨海エリアにオープンします。小･中･
高校生を対象にした、英語を通してさまざまな活動をする体験
型の学習施設です。海外の日常生活シーンや文化体験、国際貢
献活動などの多彩な内容を、英語漬けで体験できます。

場合などに与えられるフリースローは1点、スリーポイントラインの外
側からのシュートが3点、その他のシュートが2点となっています。
コートの中を10人の選手が素早く走り回り、一瞬の駆け引きで
攻守が入れ替わるスピーディーな展開が観客を楽しませます。息の
合ったチームプレーはもちろん、巧みなドリブルやパス、迫力ある華
麗なダンクシュート
（高く跳んでリングの真上からボールをたたき込
むようにするシュート）
などの個人技も見どころです。
オリンピックでは1936年のベルリン大会
（女子は1976年モント

TGGの最新情報を入手しよう！
TGGの最新情報やイベントの優待情報などをメールマガジンでお届けする
サービスなどを開始しました。小学生から高校生の保護者の方や教育関係者の
方、TGGに関心のある方など、ホームページからご登録下さい。
現在、学校からの予約申し込みを受け付けています。個人での申し込みは、来
年4月から受け付ける予定です。
お問い合わせ

リオール大会）
から正式競技として採用されました。

TGG 英語村

スリー バイ スリー

東京2020大会からは、1チーム3人で対戦する｢3×3｣も正式種目
となりました。

検索

イベント

FUKU FES 2017

東京オリンピックでの金メダル獲得を
目指し、
レベルアップを

〜ふくしま大交流フェスタ〜を開催 !

リオ2016大 会に出 場し、東 京 都 出身で
チームも同じ会社の吉田亜沙美選手と大﨑

福島県が主催する、首都圏最大級のイベント。県内約

佑圭選手は、次のように語っています。
「メダ

100団体が出展し、
「ふくしま」を、見て･触れて･味わう、さ

ル獲得を目標にしたリオデジャネイロオリン

まざまな催しで皆さまをおもてなしします。

ピックでしたが、あと一歩およばず悔しい思

日 時

いをしました。地元東京で開催される東京オ
で今度こそ金メダルを獲得できるようレベル
アップしていきます」
（吉田選手）

吉田選手

「身体の当たりの強さから『格闘技』とも評
されるバスケットボール。プレーのスピード
や華麗さとともに、激しさも魅力の一つです。
身体が大きな外国人選手に、日本が負けない

会 場

東京国際フォーラム

◦ご当地グルメや特産品の販売。中田英寿
（
（株）
JAPAN CRAFT SAKE 
COMPANY代表）プロデュースの日本酒Barが一日限定でオープン！
◦中田英寿と福島県知事のトークショー
と岩村明憲
（福島ホープス監督）
のトークショー
◦鈴木尚広（野球解説者）
や ない
（女優）
のスペシャルステージ
◦箭内夢菜（モデル）と安田早紀
◦伝統工芸体験 など

同時開催

ためには走り勝つことが鍵になります。日本
人の強みで世界一を目指します」
（大﨑選手）
大きな活躍が期待される日本代表選手を、

12月23日 11時〜17時

内 容

リンピックでは、応援して下さる皆さんの前

皆さんぜひ注目して下さい。

教育庁指導企画課 ☎03-5320-7772

大﨑選手

日 時

12月23日 14時〜17時

内 容

 内等に避難されている方々の交流会、専門家による個別相談
都
会、小物類・情報紙等の展示など

写真提供 日本バスケットボール協会

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

ふくしま避難者交流会

お問い合わせ

福島県地域振興課 ☎024-521-8023
総務局被災地支援課 ☎03-5388-2368

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。
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権

北朝鮮による
拉致問題の解決に向けて
東京に関連する拉致被害者･特定失踪者も数多く存在します
北朝鮮が拉致を認めてから15年を越える歳月が過ぎ去りましたが、拉致問題は未解
決のままです。
日本政府が認定した17人の拉致被害者の他にも、拉致の可能性を排除できない特定失
踪者が多数存在します。この中には、都内に住んでいたり、都内で失踪した方々も数多く
含まれています。東京都関連では、拉致被害者4人を含む、約50人の消息がいまだにつか
めていません。

皆さんの声が大きな力になります
拉致問題の解決には、国民世論の結集が不可欠です。拉致問題を自分自身の問題とし
て考え、解決を願う皆さん一人一人の声が政府を後押しする大きな力となります。
東京都では、舞台劇上演や写真パネル展の開催、都庁舎のブルーリボンライトアップ
など、さまざまな啓発活動に取り組んでいます。
全ての拉致被害者･特定失踪者の早期帰国が実現するよう、拉致問題への関心を更に
高めていただきますようお願いします。

「拉致被害者救出運動」

写真パネル展
日 時

場 所

12月11日 〜15日 
9時30分〜17時30分
（15日は17時まで）
都庁都政ギャラリーほか
パネル展の様子

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
お問い合わせ

福

総務局人権部 ☎03-5388-2588

東京都 拉致問題

12月10日〜16日

検索

祉

防

1 2 月 3 日 〜 9日 は 障 害者週間です
障害者の自立と社会参加
を実現するためには、都民の
皆さんの理解と協力が大変
重要です。東京都は、障害者
の福祉について関心と理解

災

大掃除の機会に、
地震から命を守る
家具類の転倒･落下･移動
防止対策をしよう!
地震の際、危ないのは、家具の転倒や移動だけではありません。

を深めていただくため、障害
者週間にちなんで、ポスター

熊本地震において、地震により落下した食器類を片付ける際、割れ

による啓発や「ふれあいフェ

た破片等でけがをした人が多くいました。家具の転倒･移動防止に

スティバル」などのさまざま

加え、食器類やガラス扉の飛散防止対策を行いましょう。

な行事を行います。

高田踊琴さん
「陽だまり」
（第32回東京都障害者総合美術展優秀賞）

寄り添えば

心と心

あったかい

詳しくは、｢東京防災｣の96ページ〜103ページ、東京消防庁
ホームページで公開中の「家具類の転倒･落下･移動防止対策ハン
ドブック」をご覧ください。助成等を行っている区市町村もあり
ますので、お住まいの区市町村にお問い合わせ下さい。

山野大輔さんによる標語
（一般公募）

つっぱり棒
（ポール） 扉開放防止器具

障害者理解促進特設サイト「ハートシティ東京」
障害別の困ったこと、サポート方法の事例など、
心のバリアフリーを広げる情報を発信しています。
ハートシティ東京

L型金具

ガラス飛散
防止フィルム

検索

障害者の電話相談（法律･年金･福祉）
障害のある方を対象に、弁護士等が電話相談
（ファクス･メールも可）
を行います。
日 時

12月3日 〜8日 10時〜17時
（4日 を除く、受付は16時まで）

東京都障害者社会参加推進センター

お問い合わせ

☎03-5261-0729 ☎03-3268-7184
☎03-5261-0807 FAX 03-3268-7228
info@tosinren.or.jp

福祉保健局障害施策推進部 ☎03-5320-4147

※ 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

家具類の
転倒･落下･移動防止等対策の例

粘着マットやベルトなどで
電子レンジを固定するとと
もに、台も壁に固定する。

お問い合わせ

総務局防災管理課 ☎03-5388-2457
東京消防庁震災対策課 ☎03-3212-2111 内線3968

※電話番号を間違えないようにお願いします
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いぬ

浜離宮恩賜庭園
☎︎03-3541-0200
催し ／1月2日

今年も残すところ1カ月となりました。年末年始の

ほう よう

・3日

清澄庭園
☎03-3641-5892
11時・14時
つばめ

、10時〜15時30分
「燕
「放 鷹 術の実 演」

予定はもう決まりましたか？

の御茶屋で記念撮影」
など。入園料／一般
300円・65歳以上150円。

1年の締めくくりと、新しい年の始まりを、都立施

催し／1月2日 ・3日

時
「お正月遊び」
。3日

9時30分〜16

ぽ」など。入園料／一般150円・65歳以

人）
「オリジナル絵馬作り
」
（各日先着200

上70円。

人）
「獅子舞」
」
など。入園料／一般600円・

5時30分 〜7時30分。抽 選

で600人
（当選はがき持参の方のみ）
。7時

ふりがな

人数
（4人まで）
・代表者の住所・氏名・電
話を書き、〒163-8001東京都財務局庁

線 名

1月1日 6時からつばさ浜に入場可能

三田線
新宿線

東京水辺ライン
①「初詣クルーズ!牛嶋神社で昇殿参

舎管理課へ。

拝・開運祈願」
1月2日 ・3日 10時。各
日90人。4,000円。②「水上バスで行く・

1月2日・3日

17時）

葛西海浜公園
☎︎03-5696-4741
1月1日

深川七福神めぐり」
11日

・12日

12

◆年末年始の運行ダイヤ
◦都営地下鉄各線および

◦都営バス

数
（大人・小学生の別）
・代表者の住所・

◆初日の出に合わせた直通列車
◦浅草線

15）
☎03-5608-8869へ。
お問い合わせ

増え、救急事故が増加します。飲酒や餅などによる窒息事
故に十分注意して、新しい年を迎えましょう。

■飲酒による事故をなくそう
昨年、急性アルコール中毒で救急搬送された方は16,138
人でした。特に20歳〜30歳代の若い世代に集中し、中には
死亡例もあります。自分の適量を知り、体調によっては飲ま
ない選択も必要です。

■餅などによる窒息事故に注意
年末年始は、高齢者が餅をのどに詰まらせて窒息する事
故が多発しています。
〈餅などによる事故を防ぐポイント〉

❶ 餅は小さく切って、食べやすい大きさにしましょう。

❷ 急いで飲み込まず、ゆっくりと噛んでから飲み込みましょう。

東京消防庁救急相談
センター
（♯7119）
を
ご利用下さい
急な病気やけがのときなど、
救急車の利用や医療機関の受
診で迷った場合には、東京消防
庁救急相談センターをご利用
下さい。

❹ いざという時に備え、応急手当の方法をよく理解しておき
ましょう。

入園料／一般400円・65歳以上200円。

☎03-3212-2111内線4448
☎03-3212-2111内線4206

催し／12月23日

10時・13時
「伝統

乗車体験、ミニコンサートなども行います。

〜28日 ・1月4日

〜7日

のTOKYO」作文コンクール表彰式を同時

休室）
。2階・3階展示室のみ2日は観覧無

「春の七草籠の展示」
など。三が日は隅

開催。都内在住・在勤・在学の小学生以

料、3日は2割引。上映と地下1階展示室

上、抽 選で1,500人。申 込 ／12月15日

は通常料金。

園
（無料開放）
。入園料／一般150円・65
歳以上70円。
※各庭園は12月29日 〜1月1日 は
休園。

9時30分
（開場8時）

（椅子席1,000席･立見席3,000席）

家庭の省エネアドバイザー
を派遣します！

地域の家電店にご家庭で使用中の白

それぞれのご家庭にあった省

熱電球2個以上を持参するとLED電球1

エネアドバイスを行います。詳

個と交換します。詳しくは、コールセン

しくはクール･ネット東京
（☎

ター
（☎0570-066-700か

03-5990-5065）へ

☎03-6704-4299）
へお問

お問い合わせ下さい。

い合わせ下さい。
東京消防庁総務課
☎︎03-3212-2111内線2555

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。

（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
ふりがな

先・学校名と所在地）
・氏名・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、東京都人材支援事

〈簡単にできる冬の省エネ〉

ご家庭で使用中の白熱電球を
LED電球に交換します！

お問い合わせ

年末年始の休館／12月29日〜1月1日。

中止。25日

◦暖房時の室温は20℃を目安に調整し、扇風機で室内の空気を循環
◦エアコンの頻繁なオンオフを行わない
◦厚手のカーテンを使用
◦窓ガラスに断熱シートを貼る、窓の隙間を隙間テープでふさぐ
◦冷蔵庫の設定温度を
「弱」
に設定
◦お風呂は追い焚きや自動保温をしないように、家族が続けて入る
◦白熱電球をLED電球に交換

当日自由席先着4,000人

19時、東京オペラシティで。

出演／永峰高志、鷲尾麻衣ほか。
「明日

冬の家庭の省エネに取り組みましょう！

また、屋内展示場では、消防資器材の展示、消防車両

定 員

1月17日

東京都写真美術館
☎03-3280-0099
1月2日 ・3日

11時開館
（図書室は

江戸東京たてもの園
☎042-388-3300
年末年始の休園／12月25日〜1月1日。

1月2日 ・3日

は入園無料。

業団
「都民コンサート公演窓口（〒150」

露します。

東京ビッグサイト

までに電話で同キャンプ場へ。

春の七草籠の制作」
。雨天

田川七福神
（福禄寿尊堂）
のエリアのみ開

料／一般150円・65歳以上70円。

※ホームページ ｢東京版救急受診
ガイド｣ もご活用下さい。

携帯電話

神津島往復交通費込）
。申込／12月22日

技能見学会

催し／1月3日 10時30分・13時
「カル

11時・14時「庭 園ガイド」など。入 園

つながらない場合は
[23区]☎03-3212-2323
[多摩地区]☎042-521-2323

スマートフォン

日
（消印）
までに往復はがきに人数
（2人ま

新春!ヴィヴァルディの「四季」を楽しむ
Ｎ響メンバーによる弦楽アンサンブル

向島百花園
☎03-3611-8705

殿ヶ谷戸庭園
☎042-324-7991
タ大会」
。各回当日先着20人。2日 ・3日

演奏演技、江戸消防記念会によるはしご乗りなどを披

場 所

。抽選で15人。大人19,000円、小

文化

分列行進、消防演技、音楽隊とカラーガーズ隊による

1月6日

14日

〜

学生以下11,000円
（2泊4食付・船中1泊。

ふりがな

新春恒例の東京消防出初式を開催します。消防車両

日 時

「1年間の無病息災を祈ろう・ほうそう
神様お参りと神津島散策」
1月12日

11時30

統正月飾り」
、11時・14時
「庭園ガイド」
。

東京消防出初式

多幸湾公園ファミリーキャンプ場
☎04992-8-0661

10時〜15時

催し／1月2日 ・3日 「生花展示」
「伝

#7119

東京消防庁救急医務課
☎03-3212-2111（内線4545）
（飲酒による事故について）
東京消防庁救急管理課
（窒息事故について）
東京消防庁防災安全課

で。

24時間･年中無休

子を見るなど注意を払うよう心がけましょう。

65歳以上150円。

9時30分、京王線長

催し／1月13日

1240へ。

沼駅集合。20人。50円。申込／12月25
で）
・全員の住所・氏 名・年齢・電話を書

旧岩崎邸庭園
☎03-3823-8340

（携帯電話･PHS･プッシュ回線）

❸ 乳幼児や高齢者と一緒に食事をする際は、適時食事の様

ば や し

般300円・65歳以上150円。

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

救急事故に気をつけよう !

ぬく い

長沼公園・平山城址公園
「新春の長沼・平山城址公園を歩こう」

分・13時
「江戸太神楽」
など。入園料／一

の路線で運行規制があります。運行状
況の詳細は

催し／1月2日 「神田囃子・寿獅子」
。

生200円。

0021多 摩 市 連 光 寺5-15）☎042-375-

き、桜ヶ丘公園サービスセンター
（〒206-

30分
「懐かしい正月遊び」
、3日

す。また初詣や駅伝開催のため、一部

駅まで直通列車(都営線内は各駅停車、

水辺ライン
（〒130-0015墨田区横網1-2-

ば や し

小石川後楽園
☎03-3811-3015

路線によって運行ダイヤが異なりま

浅草橋駅から京急線三崎口

料／一般500円・65歳以上250円・中学

30分・13時30分。入園料／一般300円・

催し／1月2日 ・3日

、新春コンサー

トや正月にちなんだ植物展示など。入園

。いずれも10時
3日 「獅子舞と貫井囃子」

以上70円。

催し／1月2日 ・3日

、12時・14時
「庭園ガイド」
など。
独楽広場」

六義園
☎03-3941-2222

11時・13時15

神代植物公園
☎042-483-2300

入園料／一般150円・65歳以上70円。

分
「初春三番叟」
、10時〜15時30分
「むか

12月29日は土曜ダイヤ、30日〜1

38分繰り下げます。

ま

し遊び」
など。入園料／一般150円・65歳

日暮里・舎人ライナー

待合所集合。申込／①②12月12日
（必着）

寒さが厳しくなるこの時季は、忘年会など飲酒の機会も

さん ば そう

12月30日〜1月3日は、土曜・休日

日暮里・舎人ライナーは、通常の土曜・

利用下さい）
。

お問い合わせ

催し／1月2日 ・3日

ダイヤで運転します。
初 詣は都営交通で
!
◆大晦日の
◦東京さくらトラム(都電荒川線)
終車時刻繰り下げ運転

中のため、できるだけ公共交通機関をご

年末年始

停車、京王線内は急行)

本八幡駅から京王線高尾

月3日は、休日ダイヤで運転します。

氏名・年齢・電話・ファクスを書き、東京

（葛西臨海公園駐車場の一部が工事閉鎖

山口駅まで直通列車(都営線内は各駅

◦新宿線

休日ダイヤの終車を上り線35分、下り線

ふりがな

6時から西なぎさに入場可能

大江戸線

こ

旧芝離宮恩賜庭園
☎03-3434-4029

時。各日30人。2,900円。いずれも両国
までに往復はがきに催し名・希望日・人



運転間隔
おおむね30分
(京成線直通運転)
30分～60分
30分～40分
(京王線直通運転)
30分～40分

浅草線

（駐車場利用可）
。

※年末年始休室／12月29日〜31日、
同 課 ☎03-5320-7890（平日10時 〜

、10時〜16時
「羽根つきと
子舞とお囃子」

京急線内は特急)

都営地下鉄全線で終夜運転を行います。



30分〜17時は自由入室。申込／12月8日

（消印）
までに往復はがき
（1人1枚）
に希望

65歳以上300円・中学生200円。

11時・13時
「獅

はや し

◆大晦日の終夜運転

催し／1月2日 ・3日 「新春プレゼン

ト〜オリジナルおせんべい
（各日先着500

催し／1月2日 ・3日

1月1日

上野動物園
☎03-3828-5171

旧古河庭園
☎03-3910-0394

年末年始は都営交通で !

来年は戌年！
遊びに来てね！

9時30分
「庭さん

設などで過ごしてみるのはいかがでしょう。

城南島海浜公園
☎03-3799-6402

5

動物園
公園

庭園

〜年末年始のお知らせ〜

都庁展望室の開室

（第一庁舎）

Topics ／特集 お正月

※バックナンバーもあります

お正月を都立施設で

お正月の 催し

初日の出・初詣

第868号

お問い合わせ

※

環境局地域エネルギー課

0047渋谷区神山町5-5-5階）
☎03-3466
-7891へ。
同窓口か同事業団☎03-5292-7017

東京国際フォーラム
☎03-5221-9043
「J-CULTURE FEST／にっぽん・和心・
初詣」
1月2日 ・3日
料・申込等詳細は

。伝統芸能公演
（有
）
や
「正月テーマパー

ク」
（11時〜18時）
で日本文化の多彩な魅
力を楽しむイベント。

その他文化施設の年末年始
◦東京都美術館
☎03-3823-6921

12月31日・1月1日休館。
◦東京都庭園美術館
（ハローダイヤル）

☎03-5777-8600

12月27日〜1月4日休館。

◦東京都渋谷公園通りギャラリー
☎03-3463-0610

12月18日〜1月17日休館。
◦トーキョーアーツアンドスペース本郷
☎03-5689-5331

12月29日〜1月3日休館。
◦東京文化会館☎03-3828-2111

12月29日〜1月2日休館
（31日は公演有）
。

◦東京芸術劇場☎03-5391-2111

12月28日〜1月3日休館
（28日は公演有）
。

◦江戸東京博物館
☎03-3626-9974

改修工事のため休館中。

◦東京都現代美術館
☎︎03-5388-3533

＝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

（ハローダイヤル）

☎03-5777-8600
改修工事のため休館中。

☆お出かけは、環境にやさしい電車

バス

で☆

平成29年
（2017年）
12月1日
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7

ひとりで悩まず話してみませんか
もし自分や家族の人権が侵害されたら。その時は一人で悩まず、気軽にご相談下さ
い。あなたのために、あなたと一緒に考えます。

12月 4日 〜 1 0日は

人権一般
東京都人権プラザ
（法律相談〈面接〉
は要事前予約）

☎03-6722-0124

全国共通人権相談ダイヤル

☎0570-003-110

職場におけるトラブル･セクハラなど
青梅市立霞台小学校

東京都の人権施策 ： 東京都は、
「 東京都人権施策推進指針」に基づき、総合的に

奥多摩町立古里小学校

人権施策を推進しています。

労働相談情報センター

☎0570-00-6110
（東京都ろうどう110番）

配偶者暴力･セクハラなど
東京ウィメンズプラザ

女

性

都は、あらゆる場で女性の活躍が進む

同和問題
（部落問題）
同和問題は、日本社会の歴史的発展の

アイヌの人々

インターネットによる人権侵害

災害に伴う人権問題

路上生活者

アイヌの人々は、明治以降の同化政策

インターネット掲示板への個人情報の

23年3月11日に発生した東日本大震

景気や産業構造の変化といった社会的

よう、さまざまな施策を展開しています

過程で形づくられた身分制度や歴史的、

により、民族の文化の多くが失われ、同

掲載などによるプライバシーの侵害、特

災を契機として、避難所等でのプライバ

要因などを背景に路上生活を余儀なくさ

が、今なお、男女間の賃金格差や管理職

社会的に形成された人々の意識に起因す

時にさまざまな差別を受けてきました。

定の個人を対象とした誹 謗･中傷や差別

シーの確保や、女性や高齢者等への配慮

れる人々がいます。また、路上生活者に対

に占める女性割合の少なさなどの課題が

る差別が、さまざまなかたちで現れている

的な表現の書き込み、保護者や教員の知

が必要であることが、改めて認識されまし

する偏見や差別意識から暴力事件などが

あります。また、セクハラ、配偶者からの

わが国固有の重大な人権問題です。現在

◦アイヌの歴史や伝統、文化など、正しい

らない非公式サイト等でのいじめなど、イ

た。また、福島第一原子力発電所事故に

起きています。

暴力は重大な人権侵害です。

もなお、同和地区
（被差別部落）
の出身と

ンターネット上での人権を侵害するよう

より避難された人々に対する風評に基づ

◦職 場におけるトラブルなどの相談を受

いう理由でさまざまな差別を受けている

な行為が問題となっています。また、イン

く心ない嫌がらせ等も発生しました。

◦都は路上生活者の一時的な保護および

ターネットを通じて青少年が裸の画像をス

◦
「東京都地域防災計画」
において、防災

けるほか、企業等への啓発を行ってい
ます。
◦配偶者からの暴力について相談を受け
るとともに、一時保護や自立のための
支援などを行っています。

子

供

子供が安心して健やかに成長できる社
会をつくることは大人の責任です。
◦
「東京都子供･子育て支援総合計画」に
基づき、総合的な対策を進めています。
◦虐 待については、児童相談センターや
児童相談所で、相談を受けるとともに
一時保護も行っています。
◦いじめや体罰の相談にも応じています。
◦いじめ問題については、現在、東京都
教育委員会いじめ総合対策
（第2次）
に
基づき、その防止対策等に取り組んで
います。
◦体 罰については、現在、体罰根絶に向
けた総合的な対策を行っています。

高齢者
急速な高齢化が進み、認知症の人も増
える中、地域全体で高齢者を支える体制

封建時代において、えた、ひにん等と
呼ばれていた人々は、武具･馬具や多くの
生活用品に必要な皮革をつくる仕事や、
役人のもとで地域の警備を行うなど、生
活に欠かせない役目を担っていましたが、
住む場所、仕事、結婚、交際など、生活
の全ての面で厳しい制限を受け、差別さ
れていました。それらの人々が住まわされ
ていたところが「同和地区
（被差別部落）
」、
それらの人々に対する差別が「部落差別」
といわれています。
最近でも、差別的な身元調査に使われ
かねない戸籍謄本等の不正取得や、公共
施設などへの差別的な落書き、インター
ネットへの悪質な書き込み、不動産取引
の際の同和地区に関する問い合わせなど
の事例が都内で起こっています。また、イ
ンターネット上で、不当な差別的取り扱い
を助長･誘発する目的で特定の地域を同
和地区であると指摘するなどの事案も発
生しています。
このような中、28年12月に｢部落差別

ます。しかし、言語、宗教、生活習慣の違
いや無理解などから、賃貸住宅の入居拒
否や就労に関する不利益な扱いを受ける
ことがあります。また、特定の民族や国籍
の人々を排斥する差別的言動
（いわゆるヘ
イトスピーチ）
は、あってはならないことで
す。
◦東京2020オリンピック･パラリンピック
競技大会の開催に向けて、一人一人が
お互いの文化を尊重し、多様性に寛容
な多文化共生社会の実現を目指し、啓
発に努めています。

HIV／エイズやハンセン病などの感染
症は、その病気に対する正しい知識や理
解がないままに、患者や感染者、さらに回
復者や家族が差別されることがあります。
◦HIV／エイズやハンセン病などの感染

基づき、部落差別の解消を推進し、部落

総合的な施策を進めています。

差別のない社会の実現に向けて取り組ん

す。

障害のある方が、必要な支援を受けな

や、差別につながる調査をしない、させ

がら、尊厳をもって地域で生活できる社会

ないための啓発など、さまざまな取り組

とする必要があります。

みを行っています。

◦地 域で安心して暮らせる社会、当たり
えせ 同和行為

同和問題を口実として、

らす地域社会の実現のために、さまざ

何らかの利益を得るため、企業や行政

まな施策を推進しています。

機関などに不当な圧力をかけることで

◦障害者差別･虐待については、相談･通

す。不当な要求に対しては、はっきり断

報を受けるとともに、区市町村･関係機

ることが大切です。えせ同和行為を受

関と連携して、解決に向けた対応を図っ

けたときは、総務局人権部や東京法務

ています。

局などにご相談下さい。

生活者と近隣住民の双方の人権に配慮

◦インターネットの利用に当たっては、他

取り組みを進めています。

者の人権に配慮すること、適切な情報
ナーを守ること等について啓発していき
ます。
◦学校教育においては、インターネットの
適切な利用や、情報の収集･発信にお
ける個人の責任やモラルについて理解
させるとともに、有害情報から子供を守
るため学校非公式サイト等の監視等を

ラブルに対応するために、青少年やそ
の保護者等に向けた相談窓口の運営や
インターネットの利用に関する啓発を実
施していきます。

北朝鮮当局による拉致問題

どを生産していますが、ここで働いている

なっています。

というだけで、本人や家族に、結婚や就

「セクシュアル･ハラスメント」
「パワー･ハ
ラスメント」
「マタニティ･ハラスメント」など

職などで差別が起きています。

ハラスメントの種類は多様にあります。

◦食 肉市場･と場の仕事に対する正しい
報館」
を開設し、実物大の牛や豚、内臓

口を周知しています。
◦ハラスメントに対しては組織で取り組む

の模型等の展示や普及啓発用の映像

ことが大切であり、企業等に対し、職場

により理解を深めてもらうなど、差別や

での相談窓口の設置や研修を行うなど、

偏見の解消に努めています。

職場での取り組みを促していきます。

性自認
性自認とは、自分自身の性別を自分でど

より、住居の確保や就職が困難であると

のように認識しているかということです。

いう差別が起きています。
◦人 権問題としての理解と認識を深め、
偏見と差別をなくすため、普及啓発に
努めています。

個人情報の流出や
プライバシーの侵害

◦性自認や性的指向を理由とする偏見や

◦国や区市町村と連携を図りながら、解
決に努めています。
※このほか、親子関係･国籍や人身取引な

ター･東京と協働で運営しています。

どといった問題も起こっています。

◦警 視庁では、被害者等に対して、一定

人権について
もっと知りたい!

でもさまざまな支援を行っています。
目黒区立宮前小学校
※掲載の絵は、人権啓発交通広告の小学生の応募作品です。

お問い合わせ

総務局人権部 ☎03-5388-2588

0120-53-8288

児童福祉審議会
（被措置児童等虐待対応）

都ではさまざまな啓発資料を作成しています。
総務局人権部のほか、ホームページ「じんけんのとびら」でも、
ご覧いただけます。

「人権」
に関する都提供テレビ番組

放送予定

「東京サイト」
12月4日 ～8日 （テレビ朝日14時～14時4分）
03-5388-1266

じんけんのとびら

検索

0120-481-479

犯罪被害による心の悩みなど
☎03-5287-3336

9時30分〜17時30分／

9時30分〜19時

☎03-3597-7830
〜 8時30分〜17時15分

性暴力救援ダイヤルNaNa
（ナナ）

☎03-5607-0799

HIV／エイズ
東京都HIV／エイズ電話相談

☎03-3292-9090
〜 9時〜21時／

14時〜17時

※なお、アイヌの人々の相談専用フリーダイヤルを開設しています。
（公財）
人権教育啓発推進センター

0120-771-208
〜 9時〜17時

夜間人権ホットライン
（弁護士による電話法律相談）
12月7日 17時〜20時

ご利用
下さい

☎03-6722-0127
（当日のみ）

東京都人権プラザ

人権について学ぶための展示、図書やビデオの閲覧･貸出、相談受付などを
行っています。
所在地

港区芝2-5-6 芝256スクエアビル1階･2階

開館時間

9時30分〜17時30分
（ ･年末年始休館）

お問い合わせ

☎03-6722-0123 http://www.tokyo-hrp.jp

都民講座｢ふしぎな部落問題〜部落差別解消推進法の1年｣
12月9日 14時、同プラザで。80人。申込等詳細は

ひ ぼう

差別の解消を目指した啓発に取り組ん

度や犯罪被害者ホットラインでこころの

☎03-3360-8008

東京都いじめ相談ホットライン

個人情報の流出･漏えいや落書き、貼り

でいます。

悩み相談を受けているほか、各警察署

教育相談

紙、はがき、インターネットの悪用による
誹謗･中傷などが起きています。

0120-874-374

東京都教育相談センター

刑を終えて社会復帰する人への偏見に

いる人々がいます。

の要件に基づき、経済的支援を行う制

☎03-3366-4152

東京子供ネット
（子供の権利擁護専門相談）

刑を終えて出所した人

られるなど、差別や偏見に悩み苦しんで

トップ支援センター」
を性暴力救援セン

よいこに電話相談

※緊急を要する虐待通告は、区市町村の子供家庭支援センターか所管の児童相談所へ。

理解と認識が得られるよう、
「お肉の情

◦さまざまな機関が設置している相談窓

あることに対して、周囲から興味本位で見

て
「東京都性犯罪･性暴力被害者ワンス

東京都児童相談センター

犯罪被害者ホットライン

恋愛や性愛の対象が同性や両性等で

葛飾区立東綾瀬小学校

児童虐待･いじめなど

食肉市場･と場では、私たちの暮らしに

性的指向

◦性犯罪等被害に遭った方への支援とし

☎042-522-4232
（女性専用）

欠かすことのできない食肉や内臓、皮な

的扱いを受けている人がいます。

でいます。

東京都女性相談センター多摩支所

益を与えるといった発言や行動が問題と

心と体の性が一致していないことに対

合相談窓口」
を運営し、支援に取り組ん

☎03-5261-3110
（女性専用）

を不快にさせる、尊厳を傷つける、不利

味し、職場などさまざまな場面での、相手

17時〜20時

東京都女性相談センター

総合相談窓口
（被害者支援都民センター）

して、周囲から偏見の目で見られ、差別

◦被 害者支援都民センターと協働で
「総

☎03-3400-5313

食肉市場･と場で働く人々への
差別や偏見

ハラスメントは、
「嫌がらせ、いじめ」
を意

北朝鮮による拉致は、国民の生命と安

い。

することを基本として、普及啓発を含め
た総合的な対策を進めています。

ハラスメント

セキュリティ対策をとること、ルールやマ

過程における精神的･時間的負担、周囲

◦同和問題への理解と、差別意識の解消

差別をなくすための企業などへの啓発

けており、災害時における人権確保の

的ショック、医療費の負担、捜査や裁判の
からのうわさや中傷などに苦しんでいま

「就職差別解消促進月間」として就職

し正しい理解と認識を深めること、路上

直接的被害だけでなく、事件直後の精神

でいます。
に向けた教育･啓発のほか、毎年６月を

生しています。

者の視点等を踏まえた対応等を位置づ

男性相談

館

目指して、医療･福祉、雇用、住宅など

行っています。
◦路上生活者に対する偏見や差別をなく

◦取り組み内容は、3面を参照して下さ

犯罪被害者やその家族は、犯罪による

上生活から社会復帰できるよう支援を

対策の検討過程等における女性の参画
の推進、避難所生活等における要配慮

全に関わる重大な人権問題です。

犯罪被害者等

就労による自立を図るなど、早期に路

☎03-5467-2455

本

と規定しています。東京都は、この法律に

被害」
や誘い出しによる性的被害にあうな
どの犯罪に巻き込まれるという事例も発

◦青少年のインターネットや携帯電話のト

HIV／エイズ、
ハンセン病患者等

落差別が存在するという認識を示すとと

マートフォンで送らされてしまう
「自画撮り

行い、啓発･指導の充実を図ります。

啓発に努めています。

け、さまざまな活動に参加できる社会を

前に働ける社会、全ての都民が共に暮

人であり、都の人口の約3.7％を占めてい

行されました。この法律は、現在もなお部

これを解消することが重要な課題である、

障害者

東京における外国人人口は、約51万

症に対する差別や偏見をなくすため、

◦高齢者が地域の中で安心して暮らし続

町村に研修を実施しています。

外国人

の解消の推進に関する法律｣が公布･施

もに、部落差別は許されないものであり、

とした相談支援のほか、事業者や区市

努めています。

人々がいます。

のさらなる充実が必要です。

◦虐待防止については、区市町村を対象

理解や認識が得られるよう普及啓発に

ひ ぼう

一般相談

か電話で。

※分館
（所在地：台東区橋場1-1-6）
は、30年3月末で廃止いたします。詳細は総務局人権部へ。

ご参加
下さい

人権週間行事
｢講演と映画の集い in 小平｣
日 時

12月8日 13時30分〜17時10分

会 場

ルネこだいら
（当日先着750人）

内 容

◦講演｢子供たちの心と夢を育てる〜試練は人
を磨く｣桑田真澄
（元読売ジャイアンツ投手）
◦映画｢きみはいい子｣
（字幕付）

平成29年
（2017年）
12月1日
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12 月 の 月 間・キャン ペ ー ン
12月と1月は政治家の
寄附禁止PR強化期間です

呼びかけや滞納者への催告など、多様な
徴収対策に取り組んでいます。納期内の

「政治家は贈らない」
「有権者は求めな
い」
。政治家が選挙区内の人にお金や物
を贈ること、有権者が政治家に寄附を求
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☎035320-6913

寄附は NO!

納税にご協力をお願いします。
主税局個人都民税対策課☎03-53883039

TOKYO交通安全キャンペーン
12月1日〜7日
〈キャンペーンの重点〉

◦子供と高齢者の安全な通行の確保と高
◦自転車の交通事故防止

東京都と区市町村では、納期内納税の

口、東京都住宅供給公社都営住宅募集セ

1月25日 9時、駒沢オリンピック公園
で。ボランティア通訳有。地震の揺れ体

は、9時30分〜17時に同募集センター
で。 からも入手可。申込／郵送で12月
15日
（必着）
までに同募集センター
（☎03-

験、応急救護、災害時の安否確認など。
申込／12月8日までに

入学支度金を学校から貸付する制度。

で入手可）
をファクスで同事務局（☎

（

対象／都内私立の高校・特別支援学校の

生 活 文 化 局 地 域 活 動 推 進 課 ☎03 5320-7738

東京パークスギャラリー
30年度の出展グループ

高等部・高等専門学校・専修学校高等課

内在住の方。貸付額
（無利息）
／25万円。
返 還／在学中に月賦・半年 賦 等で。申

お知らせ

込／合格決定後、入学時に必要な費用を

2018水道カレンダーを
プレゼント

か所定の申込書

03-3839-5229） 03-3837-5709へ。

3498-8894）
へ。

程
（3年制）
へ入学する生徒の保護者で、都

進路相談会

外国人のための防災訓練に
参加する外国人

ンター・各窓口センターで。9日 ・10日

◦違法駐車対策の推進
03-5388-3125

5320-7738

除く）
に都庁、区市町村窓

◦飲酒運転の根絶
青少年・治安対策本部交通安全課☎

で。

生 活 文 化 局 地 域 活 動 推 進 課 ☎ 03 -

80戸。募集案内・申込書の配布／12月4

私立高等学校等入学支度金の
貸付制度
（30年4月入学分）
  

◦二輪車の交通事故防止

12月はオール東京滞納STOP
強化月間です

礼金・更新料・仲介手数料なし。一部

等詳細は

住宅で使用料補助有。募集戸数／家族向

日〜12日
（

齢運転者の交通事故防止
めいすいくん

都民住宅
（東京都施行型）
入居者

集

支払う前に学校へ。

入学希望の学校か東京都私学財団☎

場所／①上野恩賜公園内②日比谷公

園内。内容／緑と水の普及啓発に関する
絵画・写真。展示期間／30年4月2日〜
31年3月31日のうち、原則1グループ当
たり連続する2週間。申込／12月22日
（必着）
までに所定の申込書
（両ギャラリー
か

で入手）
と作品資料を郵送か持参で

03-5206-7926、生活文化局私学振興

東京都公園協会緑と水の市民カレッジ事

課☎03-5320-7770
（テレホンガイド）

務局(〒100-0012千代田区日比谷公園

に、進路情報の提供や個別の相談を行い

窓口配布／12月7日 9時30分から先

着順。水道歴史館
（2,000部）
･水の科学

ます。①1月13日 10時〜17時、②19日

館
（500部)･奥多摩 水と緑のふれあい館

17時〜20時、東京都教育相談センター

（800部）で。1人1部。郵 送 配 布 ／12月

東京都への事業提案に関する
都民の皆さんによる投票の実施

不登校や高校を中途退学した方など

で。対象／中・高校生相当年齢の方と保
護者。申込／①1月10日②16日までに電
話で同センター☎03-3360-4192へ。

東京都生活再生相談窓口
☎03-5227-7266

11日
（必着）
までにはがきに｢水道カレン

皆さんから頂いた事業提案を基に、都

ふり がな

応じて資金を融資します。対象資金／債
務整理中や債務整理後の生活再生資金

ダー希望
（第2弾）｣･住所･氏 名･電話を書

が検討した事業案の中から、各分野1事業
程度を選定する投票です。結果を踏まえ、

推進課へ。都営水道給水区域にお住まい

30年度予算案への反映を検討します。対

橋・荏原・府中・北多摩・青梅・南多摩。

の方、抽選で50人。

象／都内在住の18歳以上の方。事業案

試験／1次:1月21日 、2次 :26日 。願

同課☎03-5320-6326

  親 医療証の更新月です
1月は○
対象／18歳に達した日の属する年度の

末日
（障害がある場合は20歳未満）
までの

除く）
。貸付条件／限度額:300万円、利

児童がいる、ひとり親家庭等の方。区市

福祉保健局生活支援課☎03-53204072

12月31日で難病医療費助成
制度の経過措置が終了します
30年1月以降も引き続き認定された方
には、12月上旬に特定医療費
（指定難病）
受給者証またはマル都医療券を送付しま
す。30年1月以降認定されなかった方で、

市町村の窓口で手続きをして下さい。
区市町村の窓口か福祉保健局疾病対
策課☎03-5320-4004

戦没者等の
ご遺族の皆さんへ
第10回特別弔慰金の請求を受け付け

で。

に志
書受付／1月9日 〜12日 （消印）

望校へ郵送か持参。募集要項／各校か
福祉保健局医療人材課で配布。郵送希

防災
（語学）
ボランティア

き、250円分切手を貼った返信用封筒
（角

災害時に日本語がわからない外国の方

都福祉保健局医療人材課
（☎03-5320-

望は封筒に
「一般入試募集要項希望」
と書

町村で定める所得制限有。手続き等詳細

を支援。研修・訓練等の平常時活動も有。
資格／都内在住・在勤・在学の18歳以

区市町村か福祉保健局医療助成課☎

主な受験資格／高等学校卒業
（見込み

を含む）
か同等以上。募集校／広尾・板

財務局財政課☎03-5388-2669

は、お住まいの区市町村へ。

2）
を同 封し、各 校か〒163 - 8001東 京
4442）
へ。

上で、一定の語学力を有すること。申込

03-5320-4282

12月は固定資産税・都市計画税
（23区内）
第3期分の納期
6月に送付した納付書で、12月27日
までにお納め下さい。
主税局相談広報班☎03-5388-2924

引き続き助成を希望される場合は、再度
申請が必要となりますので、お住まいの区

の閲覧は12月中旬頃、 か都民情報ルー
ムで。投票方法等詳細は

（生活費、引っ越し費用等。事業資金は
率:年3.5％、返済期間:７年以内。

都立看護専門学校入学試験
（一般）


き、〒163-8001東京都水道局サービス

多重債務問題でお悩みの方を対象に、
生活相談・家計表診断を実施し、必要に

1-5)☎03-5532-1347へ。

東京2020大会に向け
都庁に案内ロボットが登場！
日本語や英語、中国語など多言語を話すサービスロボットの実証実験が都庁で
始まりました。体長1ｍほどから手のひら大まで、さまざまな大きさの5体のロボッ

道路上工事の抑制
年末年始に予想される道路交通の混雑
緩和と事故発生防止のため、緊急工事等
を除き、年末年始の道路上工事を抑制し
ます。期間／12月15日〜1月3日。路線／

トが、都庁舎の案内や東京の観光案内などを行います。第一庁舎2階、都庁南展
望室で30年2月下旬まで実施します。
AIの学習機能等により、会話をすればするほど、受け答えが上達します。たくさ
ん話しかけて、可愛がって下さい。実施スケジュール等はホームページでご確認
下さい。

区部・多摩地域の都道・国道。

建設局監察指導課☎03-5320-5289

ています。未請求の方はお急ぎ下さい。
対象／戦没者等のご遺族の方で、27年

4月1日現在
「恩給法による公務扶助料」
や
「戦傷病者戦没者遺族等援護法による
遺族年金」等を受ける方
（戦没者等の妻や

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」
（再放送30日
12月24日 19時〜20時

父母等）
がいない場合に、最先順位の方1

13時）
、TOKYO MXで。司会／いとう

人。請求／30年4月2日までにお住まいの

せいこう。｢もっと外国人との交流が盛ん

区市町村援護担当窓口へ。

区市町村の窓口か福祉保健局生活福
祉部☎03-5320-4077

な東京になるために！｣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

お問い合わせ

総務局情報通信企画部

☎03-5388-2518

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。

平成29年
（2017年）
12月1日

都庁では
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により情報を発信しています！

働 く

妥協を許さず
後世に残る仕事を
たね

くに

実施校／城東。定員／①②各10人③5
人。選考／① ②1月17日

12月17日 10時・13時30分、都庁で。

1級家具製作技能士
（椅子張工）

ざわ

種沢
種沢邦勝さんが手がける椅子は、
家庭用からホテルで使用されるものま
で広範囲に及ぶ。その再生と新規製
作が仕事。さらに近年は、デザイナー
が描いた設計図から完成品を作ると
いった仕事も増えている。
『
｢ うーん』
とうなるようなデザインも
多いから、常に挑戦と勉強が必要｣。
素材も革や布地、合皮など多種多様。
シワが入らないように生地に切り込み
を入れてまち針で止め、数種類のミシ
ンを使い分けて縫製する。大切にして
いるのは、お客さんの要求に応えるこ
と。｢日々、試行錯誤の連続｣と話す。
秋田県で育った少年時代。手先が
器用だった種沢さんは、創意工夫を凝
らした模型飛行機を作ることに夢中に
なった。新橋の会社に椅子張工として
就職してからは、その対象が椅子に変
わった。｢椅子を剥がすと、職人たち
の仕事ぶりがわかる。凄い材料が使
われていて驚くことも｣。
昔は高級な椅子には馬の毛が使わ
れていたが、最近はクッション性に優
れたウレタンが主流。種沢さんは固さ
の異なるウレタンを重ねることで、最
適な座り心地を実現する。どんな難し
い依頼にも応える柔軟性は、新橋時
げい ひん かん
代、迎賓館や宮内庁をはじめとする良

公立学校教員志望者向け
個別相談会
現職教員が学校現場の魅力、研修状況な

かつ

邦勝さん（平成18年度受賞）

どを説明。申込等詳細は

で。

〜1月5日 に住所

地のハローワークか各センター・校へ。
③12月15日

教育庁選考課☎03-5320-6787

い仕事に携わる機会を得たことが原
点になっている。
今、種沢さんの会社では多くの若い
世代が育つ。分業制にした方が生産
性は上がるが、座部の肉付けから張り
の工程まで、一人ですべて出来るよう
に教えている。｢仕事を覚えたら独立
できるという目標を持って欲しい｣。最
高の椅子を作るため最善を尽くす。そ
の思いは弟子たちにも受け継がれて
いる。

込／①②12月1日

③16日 。申

〜1月14日

に城東職業

能力開発センターへ。教科書代等は自己
負担。
城 東 職 業 能 力 開 発 センター ☎03 -

保育のおしごと応援フェスタ

3605-6140

1月21日 10時、東京ドームシティプリ
ト）
によるトークセッション、保育実技のセ

ポジティブメンタルヘルスを推進
する企業のための企業交流会

ミナー、就職相談会など。申込／1月9日

働く人が活力にあふれ、生産性の高い

あき よし

（タレン
ズムホールで。1,000人。中尾明慶

までに
（

か電話、ファクスで所定の申込書

から入手可）
を同事務局☎03-6380-

8607、 03-3263-4284へ。

企業を目指すための取り組みについて、
企業の好事例の紹介やグループワーク等
を通して学ぶ。2月1日 10時、新宿NSビ

福祉保健局保育支援課☎03-53204130

ルで。
16社
（1社2人まで）
。申込 ／1月9日

までに

か所定の申込書
（

で入手可）
を

ファクスで産業労働局労働環境課
（☎035320-4652） 03-5388-1469へ。

高濃度PCB廃棄物の
収集運搬費用の助成
東京都内の保管場所から、中間貯蔵・
環境安全事業
（株）
（JESCO）東 京PCB処

中尾明慶

理事業所までの収集運搬にかかる費用の

職業能力開発センター
2月入校生

PCB廃棄物を保管している中小企業、個

一部を助成します。対象／都内で高濃度

①住宅内外装仕上科
（6カ月）
。一般求

人等。助成率／中小企業等:50％、個人

職者、転職希望者。②エンジニア基礎養

等:95％。助成限度額有。申請期限／33

成科
（4カ月）
。③ジョブセレクト科
（2カ月）
。

年3月31日。申請等詳細は

で。

環境局産業廃棄物対策課☎03-5388-

②③とも25歳未満で、就業経験が無いか

｢自分が手がけたものだと自慢できる椅子
を作っている｣と話す種沢さん

3573

少ない方。

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

職 員 採 用
首都大学東京30年度学生
（一般選抜）

試験／〈前期〉 2月25日

人文社会学

日
（消印）
までに

安全を確保するために、消費者の立場で
できること」
（800字〜1,000字）
②応募の
ふり がな

部・法学部・経済経営学部
（一般）
・都市

動機
（200字以内）
③住所・氏 名・年齢・

環境学部都市政策科学科
（文系）
、26日

性別・職歴・電話をそれぞれ別紙に書き、

経済経営学部
（数理）
・理学部・都市環境

健康安全研究センター
（〒169-0073新宿

学部
（都市政策科学科・文系除く）
・システ

区百人町3-24-1）
☎03-3363-3472へ。

ムデザイン学部・健康福祉学部。〈後期〉
3月12日

全学部。出願／1月22日〜31

日
（必着）
。募集要項・願書／各キャンパ
ス、都庁案内コーナーか

ちゅう が っ こ う

千代田区立神田一橋中学校
通信教育課程生徒

がっ きゅう せい

と

ない ざ い じゅう

ざい きん

かた

さい

よう けん あり
しるし

ぼ しゅう こう

に ほん ご がっ きゅう へい せつ こう

すみ

だ

く

りつ ぶん

か ちゅう がっ こう

おお

た

く

りつ こうじ や ちゅう がっ こう

★墨田区立文花中学校

☎03-3617-1562

公立学校時間講師

  

業訓練指導。資格／科目関連の指導

資格／教員普通免許状
（勤務先学校

種・担当教科の免許）をお持ちの方。
期間／30年4月以降。勤務先／都内の
公立学校
（小・中・高校・特別支援学
校）
。申込等詳細は

などでご確認下さい。

員免許を持つ方か同程度に知識経験
の豊富な方
（資格等が必要な科目有）
。
人数／20人程度。勤務場所／各セン

ター等。任用期間／1月1日以降〜3

月31日。選考／12月中旬。面接・能

で。

力実証等。申込／12月1日

教育庁職員課☎03-5320-6794

〜8日

までに所定の申込書兼履歴書
（各セン

職業能力開発センター等
非常勤講師
  

ター等か
持参。

科目／ビル管理、電気、自動車、介

護、コンピュータ制御、障害者向け訓

で入手）
を各センター等へ

産業労働局雇用就業部☎03-53204702

練、溶接、プラスチック加工、その他職

大 田区 立 糀 谷 中 学 校
せ た が や

く

りつ

☎03-3741-4340

み しゅくちゅう がっ こう

★世田谷区立三宿中学校
あら かわ

。申込／1月15日〜2月5日
（消印）
。募

りつ だい きゅうちゅう がっ こう

だち

く

りつ だい よん ちゅう がっ こう

かつ しか

く

りつ ふた

あ

☎03-3892-4177

★足立区立第四中学校

区一ツ橋2-6-14）
☎03-3265-5961へ。

☎03-3887-1466

ば ちゅう がっ こう

教育庁義務教育課☎03-5320-6752

★葛飾区立双葉中学校

東京都食品安全情報評価委員会
公募委員

★江戸川区立小松川第二中学校

え

ど

はち おう

食品等の安全性に関する情報収集、評

がわ

じ

く

し

りつ

こ

りつ だい

☎03-3602-7979

まつ がわ だい

に ちゅう がっ こう

☎03-3684-0745

ご ちゅう がっ こう

はち おう

かく がっ こう きょう いく

いく

じ

し きょう いく

い

いん かい

（八王子市教育委員会）

い

いん かい

東京都人権プラザ
人権週間特別展 
。世界人権宣言
分
（22日は21時。 休館）
の書画展示、映画上映など。

☎042-620-7339

価など。資格／11月1日現在、都内在住

4 〜 5 面にもお正月の催しなどを
掲載しています ｡

12月2日〜23日、9時30分〜17時30

八 王 子 市 立 第 五中学 校

の20歳以上で、年5回程度の会議に出席

催 し

☎03-3424-5255

く

荒 川区 立 第 九 中 学 校

準ずる方。人数／40人。選考／2月11日

び公務員を除く）
。任期／30年5月1日か

い じょう

の方などの要件有。
（★印は日本語学級併設校）
募集校

未修了で学齢相当年齢を超過し、①に

できる方
（都の他の附属機関の委員およ



対 象／都 内 在 住 か在 勤で、15歳 以 上

対象／都内在住か在勤で次のいずれか

集要項・願書は同校
（〒101-0003千代田

と

たいしょう

に該当する方。①尋常小学校か国民学校

初等科を修了②現行制度での義務教育

かん

中学校夜間学級生徒

で。

同大学入試課☎042-677-2392

や

詳細は必ず事前に

か郵送で① 作文「食の

きょう いく ちょう ぎ

む きょう

各学校
（教 育 委 員 会）
か教 育 庁 義 務 教
か

育 課 ☎03-5320-6752

ら2年間。人数／若干名。申込／12月20
※ 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

同プラザ☎03-6722-0123

ライトダウンイベント〜明かりを消して
省エネについて考えてみませんか？
12月11日 19時〜20時、九都県市は

スターバックスと連携し、同店内でライト
ダウンします
（都内約290店舗）
。
環境局地球環境計画課☎03-53883445

都庁セミナー2017
12月9日 11時〜18時、東京ドームシ
ティプリズムホールで。都庁の仕事や職
場を紹介。ブース形式による各局事業の
説明、講演、職員との座談会など。申込
等詳細は

で。

総務局人事課☎03-5388-2375
※電話番号を間違えないようにお願いします

平成29年
（2017年）
12月1日
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「催し」
の続き

広報 東京都

企

催 し

特別支援学校総合文化祭
「オセロ 大 会」
12月15日

訪問看護フェスティバル

10時 〜16

1月13日

13時、都庁大会議場で。

600人。講演「対談 がん患者さんを様々

9時40分〜15時50分、東

なステージで支える」や寸劇、公開座談

劇祭」24日

京芸術劇場で。
5320-6868

②23日

か

間の定めのない契約に転換するルール
（無期転換ルール）が法律で定め

往復はがき、ファクスに住所・氏 名・性

られています。このルールは、25年4月1日に施行されましたが、それか

別・年齢・電 話・ファクス・職業・座談会

ら5年を経過する30年4月1日以降、多くの有期契約の従業員から申し

など。申込／12月15日
（必着）
までに

ふり がな

で聞きたいことを書き、東京都看護協会

豊洲市場見学会

込みが行われることが予想されます。

（〒162-0815新宿区筑土八幡町4-17）
☎
10時・11時・

①12月2日〜8日②8日〜14日
（必 着）
ま

｢無期転換ルール｣の詳細は｢無期転換ポータルサイト｣をご覧下さい。

03-5229-1281、 03-5229-1524へ。

◦労働者の皆さんへ

福祉保健局介護保険課☎03-5320-

13時・14時。抽選で各回30人。申込／
でに

有期雇用（1年更新など）で従業員を雇用している場合でも、契約期間
が5年を超えて反復更新された場合には、従業員の申し込みにより、期

会、介護用品展示、訪問看護就業相談

教 育 庁 特 別 支 援 教 育 指 導 課 ☎03-

①12月19日

事業主の皆さん、無期転換ルール
への対応を進めていますか?

 

時、北特別支援学校で。
「舞台芸術・演

業

｢無期転換ルール｣は労働者の申し込みにより、期間の定めのない契約
に転換されます。希望する場合は有期契約期間中に無期転換の申し込み
を行いましょう。

4267

か往復はがきに希望日
（1枚1日）
・

希望時間
（複 数 可）
・人 数
（2人まで）
・代

東京都MICEシンポジウム

ふり がな

表者の住所・電話・全員の氏 名・年齢・
性別を書き、豊洲市場見学会受付事務

1月18日 14時、紀尾井カンファレン

局
（〒101-8795神田郵便局郵便私書箱

スで。300人。国際会議・企業の報奨旅

お問い合わせ

厚生労働省東京労働局
産業労働局労働環境課

行等、MICEの東京誘致・開催の推進に

158号US）
☎03-5338-2289へ。
同事務局か中央卸売市場総務課☎035320-5720

ついて考える。基調講演、パネルディス
カッションなど。申込等詳細は

で。

東京観光財団☎03-5579-2684

都立駒込病院市民公開講座

ファクスで〒163-8001東 京 都 青 少 年・
治 安対策 本 部 青 少 年 課（☎03-5388-

「グリーフケア〜大切な人を亡くした
〈そ
の後〉
を生きるために」2月17日

学 ぶ
「外国人おもてなし語学ボラン
ティア」
育成講座
（1・2・3月分）
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。東京ウィメン

でに
参下さい。締切／12月27日。申込等詳

同事務局☎03-6432-0098か生活文

中央防波堤埋立処分場見学会と
食品ロスを考えるワークショップ
「処分場で『ごみを出さない生活の工
夫』
を考えよう!」
12月11日 ・1月13日
・2月17日

9時〜12時30分。東京テレ

か電話で。

細は

14時。

総務局防災管理課☎03-5388-2549

東京都人権プラザ 子供人権教室
「おいしいチョコレートの真実」

チョコレートと児童労働に関する知識
をクイズを交え楽しく学ぶワークショップ。
12月16日 10時・14時。小学5年以上、
各回20人。締切／12月8日。申込等詳細

は

か往復はがきに催し名・人数・代
ふり がな

表者の住所・電話・全員の氏 名を書き、

で。

同プラザ☎03-6722-0085

公開講座「子ども・若者の日本語
力向上のためにできること」


校へ。応募多数の場合抽選。受講料等必
要。掲載校以外も有。

視覚障害／①「音楽教室」
12月15日

193-0931八王子市台町3-19-22）
「視覚

室」6日〜20日の毎

④「コミュニケーション教室」23日

13時

全8回）
。締切／12月22日

大泉桜高校☎03-3978-1180（〒178-

障害者福祉会館で。事前申込不要。

0062練馬区大泉町3-5-7）
「油彩で静物

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、

画を描く Part2」
1月13日〜2月10日
（

03-5388-1734

全5回）
。締切／12月13日
（消印）
。

各校か教育庁生涯学習課☎03-5320-

ひきこもり等の子供・若者を支援する

かはがき、ファクスに人

事業の紹介と情報交換会。①1月22日

14 時、都庁大会議場で。

日〜3月3日
（
（消印）
。

30分〜16時。各日50人。いずれも東京都

学教授）
。抽選で300人。申込／12月14

1月14日

弱視シミュレーションレンズ体験」
1月13

13時30分〜16時。

１月15日 19時、新宿区立牛込箪笥区

ふり がな

障害ボランティア入門—点字・介助歩行・

13時30分〜16時。聴覚障害／③
「文章教

民ホールで。講師／金田一秀穂
（杏林大

「東京防災」
ホリデーセミナー

八王子盲学校 ☎042- 623-3278（〒

13時〜15時30分。②「教養講座」17日

見学など。申込／電話で東京都環境公社

数
（5人まで）
・代表者の住所・電話・全員

ふり がな

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室

ポート駅集合。各日50人。埋立処分場の

日
（必着）
までに

都立学校公開講座
所・氏 名・年齢・性別・電話を書き、各

2101）
へ。

子供・若者支援に関する
地域支援者向け講習会

☎03-3570-2230へ。

の場合抽選。

［申込］ か往復はがきに講座名・住

〒113-8677都立駒込病院
（☎03-3823-

同セミナー事務局☎03-3212-3166か

で。

化局地域活動推進課☎03-5388-3056

2257） 03-5388-1217へ。応募多数

抽選で150人。申込／1月19日
（消印）
ま

語学力に応じ、おもてなし講座と語学

ズプラザほかで。申込等詳細は

☎03-3512-1611･1608
☎03-5320-4650

都立多摩図書館、②30日

6893

東京体育

若年性認知症企業向けセミナー 職場
における若年性認知症の人への支援
2月2日

14時、四 谷 区 民ホールで。

の氏 名を書き、東京都私学財団（〒162-

館で。いずれも13時30分。対象／民生

250人。申込／1月12日
（消印）
までには

0823新宿区神楽河岸1-1）
☎03-5206-

委員・児童委員等の地域支援者、公的

がきかファクスに住所･氏 名･会社名・所

ふり がな

500人。
「
『東京防災』に学ぶ首都直下地

7922、 03-5206-7927へ。当選者の

機関や民間支援機関の職員等。各日60

属・電話を書き、〒163-8001東京都福祉

震等への備え」など。
「東京防災」
をご持

み通知。

人。申込／①1月12日②22日
（必着）
まで

保健局在宅支援課
（☎03-5320-4276）

に所定の申込書
（

5月1日に生まれたアイアイの｢ウーラナ｣
が日々成長中。
（写真は10月20日撮影）
HP

飼育担当の中村さんより一言
｢名前は、彼らの生息地マダガ
スカルの言葉で『雨』を意味し
ます。現在母親と暮らしてお
り、枝の間をピョンピョンと
ジャンプしながら親のあとを
ついていったり、一緒にじゃ
れて遊んだりと、活発に動い
ています」

早く会
いに
来てね
！

上野動物園☎03-3828-5171

で入手可）
を郵送か

自然・公園
東京港野鳥公園の催し
①｢潮入りぐるっと観察会｣12月10日
13時〜15時30分｡当日先着40人｡②｢は
じめてみようバードウォッチング〜冬鳥が
やってきた｣17日

13時30分〜14時30

分｡当日先着20人｡いずれも雨天決行。汚
れても良い服装でご来園下さい。
同公園☎03-3799-5031

＝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

グ」
1月7日
跡探し」
14日

。100円。
「森の哺乳類・痕
。100円。②木工教室「ダ

イニングテーブル」
12月24日
「丸いテーブル」
1月14日

8,100円。

2,100円。③

特別イベント
「笹竹のカゴ作り教室」
12月
23日

。100円。
「陶 芸 教 室」1月28日

。100円。④大自然塾「哺乳類の痕跡と
冬鳥の観察」2月4日

。100円。申込／

開 催日の2週 間 前
（必 着）
までに

か往

ふり がな

復はがきに催し名・開催日・住所・氏名・

檜原都民の森の催し
①自然教室「冬の森でバードウォッチン

※

03-5388-1395へ。落選者のみ通知。

年齢・性別・電話を書き、檜原都民の森
（〒190-0221檜 原 村7146）☎042-5986006へ。
☆お出かけは、環境にやさしい電車

バス

で☆
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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！ 東京動画 検索
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賞

2 0 1 8 都 民 芸 術 フェスティバル

◦鑑賞券は、各主催団体でお求め下さい。都民寄席および民俗芸能(いずれも無料)は、下記によりお申込み下さい。
◦各公演の詳細は、都民芸術フェスティバル

かパンフレット(都庁案内所ほかで12月上旬より配布)で。掲載以外の公演も有(広報東京都11月号に掲載）
。

現代演劇 現代舞踊 邦楽 日本舞踊 能楽

演目等

開催日時

｢ 渇愛 ｣

3月9日

会場
小劇場 B1

～18日

青年劇場公演 ｢ きみはいくさに征ったけれど ｣ 3月13日

前売開始日
1月31日 名取事務所

紀伊國屋サザンシアター
TAKASHIMAYA

～18日

主催団体

2月1日 青年劇場

☎03-3352-6922

現代舞踊公演

3月15日
16日

東京芸術劇場

1月10日 現代舞踊協会

第48回邦楽演奏会

3月4日

国立劇場

1月22日

第61回日本舞踊協会公演

2月17日
18日

国立劇場

12月20日

日本舞踊協会

第58回式能

2月18日

国立能楽堂

12月15日

能楽協会

2月4日
13時30分

くにたち市民芸術小ホール

柳家喬太郎、三遊亭圓馬

ほか

「浪曲の会」天中軒雲月、澤孝子

ほか

第
回都民寄席

寄席芸能

48

柳亭市馬、瀧川鯉昇
柳家権太楼、桂小南

ほか
ほか

狛江市立西河原公民館
町田市民ホール

民俗芸能

・毎週

。15人。申込／電話で同セン

ター☎04996-2-4811へ。

申込／1月6日
（消印）までに往復はがきに希望日・希望
会場･人数
（2人まで）
・住所・氏名・年齢・電話を書き、
都民寄席実行委員会
（〒110-0005台東区上野1-9-5落
語協会内）☎03-3833-8622へ。応募多数の場合抽選。

☎03-5391-2116

3,000人。申 込 ／12月17日
（必 着）
まで

に
がな

ふり

か往復はがきに試合名・住所・氏

名・生年月日・学年・性別・電話を書き、

中学生以上、15人。②「リースを作ろう」

〒163-8001東 京 都オリンピック・パラ

（低学年は保
16日 。小学生以上、10人

リンピック準備局スポーツ推進部
（☎03-

護者同伴）
。③「小さなツリーを作ろう」
17

5320-7841）
へ。応募多数の場合抽選

「冬鳥を見よう」
日 。70人。④八丈学講座

東京辰巳国際水泳場
「ジュニア選手育成事業Bコース」


「体験八丈太鼓」29日 ・30日 ・31日
。⑥「植物公園ガイドウォー ク」
29日

1月11日 ・29日 ・2月8日 ・19日
・26日 （全5回）
17時10分。200m個

文化・スポーツ
東京都交響楽団
プレミアムコンサート 立川公演

2月12日 14時、たましんRISURUホー

2月4日 15時、たましんRISURUホー

ル
（立川市）
で。出演／警視庁音楽隊・カ

ル
（立川市）
で。指揮／梅田俊明、曲目／

ラーガード。未就学児も可。抽選で1,000

グリーグ：
「ペール・ギュント」
より（語り入

人。申込／12月15日
（必着）
までに往復

り）
ほか。
【招待】4歳以上、抽選で1,200

ふり がな

話を書き、〒100-8929警視庁音楽隊
（☎
03-3581-4321〈代表〉
）
へ。

人。申込／12月22日
（消印）
までに

巳国際水泳場
（〒135-0053江東区辰巳
2-8-10）
☎03-5569-5061へ。

若洲ヨット教室
（1月・2月開催分） 
①｢一般初級コース｣2月3日〜24日
（毎
全4回）
、2月4日〜25日
（毎

（22日までに通知）
。

。中 学生以上、15人。50円。⑤

はがきに人数・代表者の住所・氏名・電

☎03-5925-3871

申込／1月31日
（消印）
までに か往復はがきに希望日・
人数
（2人まで）
・住所・氏名・年齢・電話を書き、東京
都民俗芸能大会係（〒112-0012文京区大塚5-3-13 8
階 SAP内）☎03-6912-0945へ。応募多数の場合抽選。

東京芸術劇場

①
「植物公園季節調査会」
12月10日 。

ピーポくん
ファミリーコンサート

☎03-3533-6455

多摩市立関戸公民館

各公演については主催団体へ。都民芸術フェスティバル全体については東京芸術劇場

八丈ビジターセンターの
催し

邦楽実演家団体連絡会議（日本三曲協会）
☎03-3585-9916

ひの煉瓦ホール（日野市民会館）

3月17日
18日
13時

第49回東京都民俗芸能大会

お問い合わせ

羽村市生涯学習センター
ゆとろぎ

3月6日
18時
3月16日
18時
3月22日
18時30分

ほか

☎03-5457-7731

東京芸術劇場

2月17日
13時30分

ほか

神田松鯉、桃月庵白酒

2月12日
13時30分
2月16日
18時

ほか

昔昔亭桃太郎、柳家さん喬
桂文治、入船亭扇遊

23日

☎03-3428-8355

全4回）
。

高校生以上、各日20人。1回当たり7,000
円。②｢ジュニア・ユースコース｣1月14日
。小学4年〜中学3年、
〜28日
（毎 全3回）
各日20人。1回当たり3,500円。申込／12

月1日から開催初日の5日前までに

か電

人メドレーを完泳できる小・中・高校生、

話、ファクスにコース名
（①②のいずれか、

抽選で60人。小・中学生5,000円。高校

①は曜日も）
・希望日・住所・氏名・年齢・

生7,500円。申込／12月26日
（必着）
まで
ふり がな

ふり がな

電話・ファクス・ヨット経験の有無・同乗
ふり がな

に往復はがきに催し名・住所・氏 名・生

の保護者氏名を書き、若洲ヨット訓練所☎

年月日・学年・性別・電話を書き、東京辰

03-5569-6703、 03-5569-6719へ。

か往

復はがきに人数
（3人まで）
・代表者の住
ふり がな

ふり がな

所・氏名・電話・全員の氏名を書き、立川
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-

王子狐の行列

7703

｢大みそかに関東一円の狐が集まり、

ジャパンラグビートップリーグ
「サントリーVS東芝」
観戦招待

と王子の町は狐に扮装した人々で溢

12月24日 13時、味の素スタジアム

王子稲荷に詣でた｣という伝承を今
に受け継ぐお祭り。31日深夜になる

(25年12月31日、北区王子で)

れ、装束稲荷神社から約800m先の王子稲荷神社まで、幻想的な行列が続く。

で。都内在住・在学の小・中・高校生、
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。
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広報 東京都

体

験

こども芸能体験ひろば in 三鷹
開催日

1月28日

会 場

三鷹市公会堂

5種類の伝統芸能の中から一つを選んで体験できるワークショップと、プロの舞台
を鑑賞できるプログラムを実施します。
体験プログラム
（一つ選択）
語

扇子・手拭いの使い方や楽しく話をするコツ

言

狂言特有のセリフや動きで日本のコメディを体験

和

づま

時 間

14時～16時

体験プログラムの講師陣による各ジャンルのダイジェスト公演

然の姿を残した自然教育園がある。室町時代、豪族がこの地に館を構え

申 込

たことに始まり、高松藩主松平頼重の下屋敷が置かれた後、大正時代に
は白金御料地となった。豊かな自然の残る歴史ある当園は、天然記念物

 文治(落語)／大藏彌太郎ほか(狂言)／
桂
清元延志寿佳ほか(三味線)／KYOKO(和妻)／
若見匠祐助･五條珠太郎(日本舞踊)

定 員

700人

1月14日
（必着）までに、 か往復はがきに①希望する体験プログラム
（保護
名･全員の氏 名･学年･性別、②鑑賞プログラム希望人数･代表者
者）の住所･氏名･電話を書き、芸団協内「こども芸能体験ひろば」事務局
（〒160-8374新宿区西新宿6-12-30-2階）
へ。応募多数の場合抽選。
ふりがな

ふりがな

および史跡に指定され、いたるところで四季折々の草花や昆虫などの生
き物を身近に観察することができる。
園内の歩道には、コナラ･ケヤキなどの落葉樹、スダジイ･マツ類など

浴衣を着て踊りの基本を体験

鑑賞プログラム
出 演

対象･定員

小学生
各30人

日本古来のマジックを体験

妻

JR目黒駅東口から目黒通り沿いを約9分ほど歩くと、武蔵野本来の自

の常緑樹が並び、
「おろちの松」や
「物語の松」
と名の付いた樹齢300年

三味線を使って日本の伝統の音を奏でる

日本舞踊

都心に広がる大自然

国立科学博物館附属
自然教育園（港 区）

落

わ

=パソコン用壁紙

12時30分～13時30分

狂

三味線

紅葉の路傍植物園

時 間

お問い合わせ

同事務局 ☎03-5909-3060
東京芸術劇場 ☎03-5391-2116

以上のたくましい松も。池や湿地のある
「水生植物園」
や、草原や雑木林
の残る
「武蔵野植物園」
では、ススキなどの植物やサザンカなどの樹木が

マナー

息づく。また、毎年11月下旬〜12月上旬にかけては、紅葉の見ごろを迎
え、園内の一部には色づいた風景が広がる。

障害者用駐車場を
必要な人のために
空けておきましょう

おだやかで静かな空気の中、耳
を澄ませば、草木の揺れる音や鳥
たちのさえずりが聞こえる。深呼
吸をしてみれば、自然の恵みを味
わうことができ、その地にいれば
都心であることをすっかり忘れて

障害者用駐車場
（障害者等用駐車区画）は、車いす使用者など、車の乗り降りや移動

しまうほど。日常ではあまり見ら

に配慮が必要な方のために設けられた専用区画のことです。

れない貴重な自然との出逢いが、

「ひょうたん池」
の水面には木々が映る
（29年11月1日撮影）

あなたを待っているだろう。

JR山手線･東急目黒線
「目黒」駅下車、徒歩約9分。東京メトロ南北線･都営地
下鉄三田線
「白金台」駅下車、徒歩約7分。9時〜16時30分
（入園は16時ま
で）
。5月1日〜8月31日は9時〜17時
（入園は16時まで）
。月曜
（祝日の場合は
翌日）
･年末年始休園。

◦車いす使用者は、乗降するために広いスペースが必要です。通常の区画では利用で
きないことに十分配慮する必要があります。
◦駐車区画は一度停めてしまうと、優先席などと違い必要としている人がいても途
中で譲ることができません。
必要がない人は駐車しない。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

自然教育園 ☎03-3441-7176

お問い合わせ

生活文化局広報課 ☎03-5388-3093

お問い合わせ

都民の声
「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）

ごあんない

福祉保健局地域福祉推進課 ☎03-5320-4047

都提供のテレビ・ラジオ番組

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/

都政一般相談

☎03-5320-7725

交通事故相談

☎03-5320-7733 月曜〜金曜

オウム脱会者等社会復帰相談

☎03-5320-7720

Foreign Residents' Advisory Center ☎03-5320-7744 Mon〜Fri
☎03-5320-7766 星期二･五
☎03-5320-7700

★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。

印刷物規格第1類
印刷番号
（28）
48

月曜〜金曜 14:00〜14:04

東京クラッソ！ NEO
（TOKYO MX）

日曜 21:30〜22:00

（TOKYO MX）
テレビ 東京JOBS

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

9:00〜17:00

9:30〜12:00
13:00〜17:00

東京サイト
（テレビ朝日）

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

★
「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。

〈次号
（1月1日発行）
は、1月1日の新聞折り込みなどで配布します。
〉
※電話番号を間違えないようにお願いします

