
楽しもう、平昌！  つなげよう、東京！
応援しよう！ 体験しよう！ オリンピック･パラリンピック！

平
ピョン

昌
チャン

2018冬季大会競技を大画面で生中継するほか、
競技体験、人気アーティストのライブ、

東京2020大会の公式グッズ販売などを行います。

 日時  2月10日土･11日 祝･12日 休10時〜17時
 会場  井の頭恩賜公園西園

 日時  2月22日 木･23日 金･24日 土10時〜17時
 会場  シンボルプロムナード公園イーストプロムナード

 日時  3月17日 土･18日 日10時〜17時
 会場  日比谷公園
 ｢IDEA for TOKYO｣コンテストも同時開催(18日12時〜13時)
　東京2020大会で、世界中から訪れる方々を笑顔にするために、ボランティアが
実践できるアイデアのコンテスト。

※｢東京2020ライブサイト in 2018｣は、東日本大震災の被災3県(岩手県･宮城県･福島県)と熊本県でも実施します。

平昌オリンピックライブサイト 平昌パラリンピックライブサイト

Tokyo 2020 JAPAN HOUSE
平昌2018冬季大会期間中、現地で、世界中から訪れる大会関係者･メディア･観戦客等に対し、
東京2020大会開催都市東京と大会の魅力を発信します。
開催期間  オリンピック：2月9日 金 〜25日 日 、パラリンピック：3月9日 金 〜18日 日

会場  江
カン

陵
ヌン

オリンピックパーク内（平昌2018冬季大会の氷上競技会場が集積するエリア）

お問い合わせ

東京2020
ライブサイト in 2018

オリンピック･パラリンピック準備局総合調整部　☎03-5320-7769　 　IDEA for TOKYO  コンテストについては☎03-5388-2266　

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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692万998世帯　人口1,375万6,063人（男：677万6,007人　女：698万56人）
＊参考：外国人数52万2,019人

29年12月1日
現在の推計

知事と語る東京フォーラムを開催
結婚について、
出演者と皆さんとで
考えます。
ぜひ、ご参加下さい

都庁舎でのセキュリティゲートの運用を2月9日　から開始
一時通行証を発行します

2

3 東京マラソン2018　2月25日　開催
交通規制にご協力下さい

8 

女性の視点による防災イベント
｢防災ひな祭り｣を開催
楽しみながら防災を学んでみませんか

2

日

金
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　東京都では、誰もが希望を持ち、生き生きと
暮らせる社会の実現に向け、さまざまな取り
組みを実施しています。その一環として、当イ
ベントでは、結婚を望む皆さんと一緒に、結婚
について考えていきます。

小池知事と語る
東京フォーラム
結婚について知事と語ろう！

お問い合わせ

　30年が江戸から東京への改称、東京府開設から150年の節
目であることを記念し、「Old meets New 東京150年」事業を
実施します。
　今後、記念イベントなどを実施するとともに、都や区市町村
の各事業･イベント等と連携し、多彩な取り組みを行います。

　東京都は、防災分野で活躍する、女性の人材育成を支援していきます。
　このたび、女性の視点による防災イベントを開催します。ぜひご来場下さい。

◦記念イベント
　�「東京150年祭（仮称）」。浜離宮恩賜庭園で30年秋に実施。
◦その他の事業
　①�江戸東京博物館･東京都公文書館等での企画展
　②�子供たちを対象とした記念絵画コンテスト
　③��昭和30年代～40年代に都内で親しまれた「カッパバッジ
（※）」の復刻

その他にも、さまざまな取り組みを行っていきます。
※�カッパバッジ：��昭和31年、太田道

どうかん

灌の江戸築城500年を記念して
行われた「大東京祭」において誕生。毎年10月1日
の「都民の日」を前に､宝くじ売り場などで販売さ
れ、都有施設の無料入場を認める際の目印等とし
て用いられた。

3月3日 14時
東京ミッドタウン･ホール
◦�松島花（モデル）と石井リナ（SNSコンサルタント）による、防災
を学ぶスペシャルステージ
◦防災ファッションショー
◦�防災ヨガ（避難生活で役立つヨガレッスン）
2月19日までにホームページか電話で防災ひな祭り事務局へ（応
募者多数の場合抽選）。当日先着500人に特製ポーチプレゼント。
※来場者全員に女性視点の防災ブック「東京くらし防災」を配布。

「Old meets New 東京150年」
事業を実施します！

東京の女性が一歩踏み出す日
「防災ひな祭り」を開催！

2月20日 19時
都庁大会議場
◦小池知事
◦関根勤（タレント）
◦本田朋子（フリーアナウンサー）�
ほか

都内在住･在勤･在学の方
抽選で400人
2月13日（必着）までにホームページか郵送、ファクスで住
所･氏

ふりが な

名･年齢･性別･電話･ファクス･職業･テーマに関する
提案や意見（任意）を200字以内で書き、「小池知事と語る東
京フォーラム」事務局（〒104-0061中央区銀座7-4-14HBC�
GINZAビル12階（株）プロセスユニーク）FAX 03-6264-
6445へ｡手話通訳･車いす利用の方はその旨を、託児（1歳
以上未就学児）希望の方は子供の氏

ふりがな

名と年齢を明記。

政策企画局政策課　☎03-5388-2187　

防災ひな祭り事務局　☎03-5656-7119　
総務局防災管理課  　☎03-5388-2549

お問い合わせ

お問い合わせ

参加者募集

防災ひな祭り

事業内容（予定）

同フォーラム事務局　☎03-6264-6437
生活文化局広報課 　☎03-5388-3087　

　本イベントの様子は、東京都公式動画チャンネル「東京動画」でライ
ブ配信し、都提供テレビ番組「東京クラッソ!NEO」（TOKYO�MX）で3
月25日 に放送予定です。

日　時
会　場
内　容

申　込

松島花

関根勤

本田朋子

石井リナ

  防災ウーマンセミナー
　3月11日 13時、都庁都民ホールで。200人。災害時に
女性が知っておくべきことについて学ぶ。
　　　　　2月1日～26日に か電話で。
申・ 防災ウーマンセミナー事務局　☎03-6913-8335

　ボクシングは、1904年セントルイス大会からオリンピックの競技種目となり、2012
年ロンドン大会からは女子ボクシングも正式種目に採用されました。
　競技は、体重別に階級が分かれ、勝ち抜きトーナメント方式で行われます。1試合につ
き1ラウンド3分間を3ラウンド行います。勝敗の決着方法は、5人のジャッジの得点で判
定される「ポイント」の他、「レフェリー・ストップ・コンテスト」「アバンダン」「ノックアウト」
「失格」などの種類があります。
　拳にグローブを着用しパンチのみを使って攻撃しますが、攻撃できる範囲は、相手の
上半身前面と側面のみに限られます。この限られたルールの中で相手の隙をどう突くか、
どう打ち崩して相手を倒すかに注目して試合を観るとボクシングがより楽しめます。

　日本ボクシング連盟の森坂嵐選手は、東京2020大会への
意気込みについて、「私は、リオデジャネイロオリンピックに
出場しました。初めてのオリンピックの舞台で、緊張やプレッ
シャーで自分の納得する動きができず負けてしまいました
が、東京2020オリンピックでは国際大会の経験を積み、プ
レッシャーに負けない精神を身につけ金メダルを獲得したい
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。

プレッシャーに負けない精神で、金メダルを

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、オリンピックのボクシングを紹介します。

てえしお

オ リ ン ピ ツ ク・パラリンピック・パラリンピック
43

防サイくん

写真提供　日本ボクシング連盟

申　込
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Topics／都政ニュース 3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

サイトオープン

スポーツ

◦�サイト登録によりマイページが作
成され、興味のある情報を自動で
配信。
◦�「TOKYO働きやすい福祉の職場宣
言」をした事業所の情報、都内約3
万の福祉事業所や地域の講習会、
ボランティア参加情報等を掲載。
◦�都内自治体が実施する働く方に向
けた支援策を掲載。

　東京都は、介護、保育、障害福祉分野など福祉の職場
に興味のある方に職場選びなどの参考となる情報を発
信し、一人でも多く、自分に合った福祉職場につないで
いけるよう、ポータルサイト「ふくむすび」（東京都福祉
人材情報バンクシステム）を開設しました。

福祉に興味のある皆さんと
福祉職場をつなぐポータルサイト

"ふくむすび"オープン！

福祉保健局企画政策課　☎03-5320-4201お問い合わせ

サイトの特徴

　大会当日はコース沿道で長時間の交通規制が行われます。
ホームページには大会当日の迂回ルートの検索や、コース上の
規制時間を掲載していますので、ぜひご利用下さい。皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。

東京がひとつになる日。

東京マラソン2018
2月25日  開催

車いすマラソン･10km ⇒�9時5分��マラソン･10km ⇒�9時10分スタート

東京マラソン財団　☎03-6380-7348（ 除く10時～17時。
19日～25日は20時30分まで、25日は7時から）　

https://www.fukushijinzai.metro.tokyo.jp/ 同事務局　☎03-6865-1959（ 除く10時～18時）
オリンピック･パラリンピック準備局事業推進課
☎03-5388-2198 
http://www.tokyo42195festa.tokyo/

お問い合わせ

お問い合わせ

交通規制に関するHP http://www.marathon.tokyo/about/traffic/

　東京マラソン当日、コース沿道の各イベント会場
では、音楽演奏やダンス、和太鼓などのさまざまな
パフォーマンスでランナーを応援します。応援パ
フォーマンスの熱気やスポーツの楽しさを体感し
てみませんか。

区間（コース） 道路名
（通称を含む） 規制時間

東京都庁周辺
（スタート付近）

都庁通り 6:00〜10:15
議事堂通り等 6:30〜10:15

①都庁北 ⇔ ②新宿5 北通り、靖国通り等 8:35〜10:10
②新宿5 ⇔ ③市谷見附 靖国通り 8:35〜10:40
③市谷見附 ⇔ ④飯田橋 外堀通り 8:45〜10:50
④飯田橋 ⇔ ⑤専大前 目白通り、専大通り等 8:45〜11:00
⑤専大前 ⇔ ⑥須田町 靖国通り 8:50〜11:20
⑥須田町 ⇔ ⑦日本橋北詰 中央通り 8:55〜11:30
⑦日本橋北詰 ⇔ ⑧日本橋 中央通り 8:55〜14:20
⑧日本橋 ⇔ ⑨茅場町1 永代通り 8:55〜14:20
⑨茅場町1 ⇔ ⑩浜町中ノ橋 新大橋通り 9:00〜14:10
⑩浜町中ノ橋 ⇐ ⑪東日本橋 清洲橋通り 9:00〜14:05
⑪東日本橋 ⇔ ⑫蔵前1 清杉通り、江戸通り 9:00〜14:00
⑫蔵前1 ⇔ ⑬雷門・吾妻橋 江戸通り等 9:00〜12:15
⑫蔵前1 ⇔ ⑭石原1 蔵前橋通り 9:00〜13:40
⑭石原1 ⇔ ⑮森下駅前 清澄通り 9:00〜13:30
⑮森下駅前 ⇔ ⑯深川1 清澄通り 9:00〜13:25
⑯深川1 ⇔ ⑰富岡八幡宮先 清澄通り、永代通り 9:00〜13:20
⑧日本橋 ⇔ ⑱日本橋3 中央通り 8:55〜14:25
⑱日本橋3 ⇔ ⑲銀座4 中央通り 9:30〜14:35
⑲銀座4 ⇐ ⑳数寄屋橋 晴海通り 9:35〜14:40
⑳数寄屋橋 ⇔ �日比谷 晴海通り 9:35〜16:20
�日比谷 ⇔ �御成門 日比谷通り 9:35〜16:20
�御成門 ⇔ �芝5 日比谷通り 9:40〜16:00
�芝5 ⇔ �高輪2先 第一京浜 9:40〜15:40
�仲通り入口 ⇒ �行幸通り 仲通り 9:35〜16:25
�行幸通り ⇔ フィニッシュ 行幸通り 7:00〜21:00
※�⇔�両方向とも車両の通行が禁止されます。
　�⇒�矢印方向の車両の通行が禁止されます。
※�コースと接続している道路も車両の通行が禁止されます。（コー
ス直近の区間のみ）

※�規制時間は目安であり、当日の競技状況によって、変わる場合が
あります。

区間（コース） 道路名
（通称を含む） 規制時間

フィニッシュ周辺エリア

日比谷通り
日比谷 ⇔ 大手町 7:00〜18:00

晴海通り
祝田橋 ⇔ 日比谷 9:35〜16:20

※�⇔ 両方向とも車両の通行が禁止されます。

凡　例
マラソンコース
通行推奨ルート
主な通行可能ルート
コース横断可能道路

（立体交差）

環二通りの築地虎ノ門
トンネルは、通行でき
ます。
ただし原付・自転車の
通行はできません。
※ 混雑が予想されるた

め、推奨ルートを通
行されることを、お
勧め致します。

晴海通り（数寄屋橋→祝
田橋）の立体交差は、通行
できます。
ただし大型車両および原
付・自転車の通行はでき
ません。

昭和通り（江戸橋一丁目）の立体交差は、通行できます。
ただし自転車の通行はできません。

昭和通りから言問通りへの右折
と言問通りから三ツ目通りへの
右折はできません。

外苑東通りから大久保通り方向
への右折はできません。

東京マラソン2018
ランナー応援イベント
マラソン祭り

子供も大人も
みんなで熱く
盛りあがろう！

東京マラソンウィーク2018
　東京マラソン当日に向けて、コース沿
道、観光名所など各施設で東京マラソン
ウィーク企画を展開中!

◦2月24日 11時〜17時
◦ 丸の内仲通り （フィニッシュエリア付近）
◦ シンボルプロムナード公園 

東京マラソン2018 "前日祭"

東京マラソンEXPO 2018
　最新のマラソン商品の紹介、各
出展社のサービスなど多くのデモ
ンストレーションを体験できます。
◦2月22日 ･23日 ･24日
　11時～21時（24日は20時）
　※入場は終了30分前まで。
◦東京ビッグサイト

メイン会場
（都立芝公園）

タレントのライブ、スポーツ体験、フー
ドコーナー、東京の名品紹介など。東京
マラソン2018の映像中継も有。
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所 在 地／目黒区自由が丘2-17-6 自由が丘「THE FRONT」1階
営業時間／11時〜19時( ・年末年始休業)

2月1日は「東京水素の日」
〜水素が動かす、東京の未来�
　100以上の民間企業･都内自治体等で
構成する「Tokyoスイソ推進チーム」は、
水素の分子量2.01に合わせ、2月1日を
「東京水素の日」と定めました。「水素が
動かす、東京の未来」を合言葉に、利用段
階で水しか排出しない環境性能、エネル
ギー供給源の多様化等多くの利点を持つ
水素エネルギーの普及を推進しています。
環境局次世代エネルギー推進課☎03-

5388-3421

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か月）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。

都営住宅入居者� �

　募集戸数／①ポイント方式による募集
（家族向）1,290戸②単身者向・単身者
用車いす使用者向・シルバーピア住宅（病
死の発見が遅れた住宅等を含む）396戸。
募集案内・申込書の配布／2月1日〜9日
（ ・ 除く）に都庁、区市町村窓口、同
募集センター・各窓口センターで。 か
らも入手可。申込／2月15日（必着）まで
に郵送で①は同募集センター②は渋谷郵
便局へ。
JKK東京（東京都住宅供給公社）都営住

宅募集センター☎0570-010-810（2月�
1日〜9日）、☎03-3498-8894（その他の
期間）、いずれも 除く。

東京都教育モニター�

　資格／30年4月1日現在、15歳以上の
都内在住の方で、 閲覧とメール送受信
を日本語でできる方（フリーメールのアド
レスは不可）。29年度モニター経験者・議
員・公務員を除く。人数／100人。内容／
アンケートの回答・授業参観（交通費等は
自己負担）など。任期／委嘱の日〜31年
3月31日。謝礼有。申込／2月1日〜28日
17時までに で。
教育庁教育情報課☎03-5320-6733

東京都美術館
アート・コミュニケータ（とびラー）�
　同館を拠点に「障害のある方のための
特別鑑賞会」の鑑賞サポートなど。人数／
40人（書類・面接選考有）。申込／2月13日
（消印）までに所定の応募用紙（ で入手）
と課題、返信用封筒を郵送で東京都美術
館（〒110-0007台東区上野公園8-36）☎
03-3823-6921へ。

サポートレンジャー
〜都の貴重で豊かな自然を守る�
　自然公園の利用マナー向上等に取り組
む東京都レンジャーをサポートするボラン
ティア。対象／18歳以上で、全10回の講�
座（3月〜8月）に参加できる方、抽選で20

人。1,400円（普通救命講習代）。申込／2
月21日（消印）までにはがき、ファクスに住
所・氏

ふりがな

名・電話を書き、〒163-8001東京
都環境局緑環境課（☎03-5388-3508）
03-5388-1379へ。

公園ボランティア　説明会�

　雑木林や野草の保全管理、生き物の
環境づくり等を行うボランティア。①丘
陵地ボランティア（桜ヶ丘公園・長沼公
園・平山城址公園）②雑木林ボランティ
ア（桜ヶ丘公園）／3月3日 ①10時②13
時、桜ヶ丘公園で。申込／2月28日 まで
に同公園窓口か電話☎042-375-1240
へ。緑の愛護ボランティアの会（野川公
園）／3月11日 9時30分。申込／2月5
日 〜開催前日に か窓口、電話で同公
園☎0422-31-6457へ。

東京都消費生活調査員�

　3区分のうちいずれか一つの調査と消
費生活に関する情報提供。区分／A:食品
の表示状況の店舗調査（5回）。B:入手し
た広告媒体と店舗での表示調査（3回）。C:
日常生活で購入した生鮮食品等15点の
内容量調査（6回）。資格／30年4月1日現
在、20歳以上で都内在住の方。人数／
500人（選考有）。任期／31年3月まで。
謝礼／調査1回3,000円ほか。申込／2
月20日（消印）までに か郵送で希望区
分（順位を付けて複数記載可）・応募動機
（400字程度）・住所・氏

ふりがな

名・年齢・職業・
電話を書き、〒163-8001東京都生活文
化局消費生活部（☎03-5388-3076）へ。

医療と福祉の電話相談を
行います�

　相談ダイヤル☎03-6907-1781・1782
　2月6日 〜11日 10時〜16時。医療�
ソーシャルワーカーによる医療や福祉に
関する無料電話相談。
福祉保健局医療人材課☎03-5320-

4441

難病医療費助成制度の申請手続が
一部変更になりました�
◦「難病に係る医療費を証明する書類」と
して、患者さんからの申告書（領収書等
の写しを添付）も使用可能になりました。
◦�申請後に都から医療費の照会を受けた
上で、認定されなかった方が再度申請
する場合、添付書類が一部省略できる
場合があります。
区市町村の窓口か福祉保健局疾病対

策課☎03-5320-4004

　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

青山葬儀所
ご遺体安置室のご案内�
　個室（約10畳）2部屋。専用の保冷庫有。
同管理事務所☎03-3401-3653

特別相談「多重債務110番」�

　弁護士・司法書士への相談も可。電話
か来所。3月5日 ・6日 9時〜17時、�

消費生活総合センター（飯田橋）で。区市
町消費生活相談窓口でも実施（詳細は各
相談窓口へ）。
同センター☎03-3235-1155

2月は固定資産税･都市計画税
(23区内)第4期分の納期� �

　6月に送付した納付書で、2月28日 ま
でにお納め下さい。
主税局相談広報班☎03-5388-2924

2月の宝くじ発売開始予定日�

◦東京マラソン図柄くじ（100円）� 14日
　（1等前後賞合わせて1,500万円）
◦1等30万円スクラッチ（200円）� 14日
◦冬のビッグチャンスくじ（200円）� 21日
　（1等前後賞合わせて8,000万円）
◦1等50万円スクラッチ（200円）� 28日
財務局公債課☎03-5388-2685

若者・女性の開業を応援!
チャレンジショップ「創

そう

の実
み

」
　店舗運営や販売の機会を提供し、商店街での開業を希望する若者や女性を支
援するため、チャレンジショップ「創の実」を運営しています。
　「創の実」には「創業を目指す方々の努力が結実し、大きく育って『実』となっ
ていく」という意味が込められています。
　おしゃれな洋服やアクセサリー、和食器等に囲まれた「創の実」でお気に入り
の一品を探してみるのはいかがでしょうか。

お問い合わせ 産業労働局地域産業振興課　☎︎03-5320-4756
東京都中小企業振興公社　　☎︎03-5822-7237　

東京都景観審議会都民委員�

　良好な景観づくりに関する事項につい
て審議。資格／30年2月1日現在、都内
在住の20歳以上で年3回程度の会議に
出席できる方（公務員等を除く）。人数／�
3人。任期／6月から2年間。申込／2月
28日（消印）までに か郵送で作文「美しく
良好な景観づくりについての提案」（800
字程度）と別紙に住所・氏

ふりがな

名・生年月日・
性別・職業・電話を書き、〒163-8001
東京都都市整備局緑地景観課（☎03-
5388-3265）へ。

首都大学東京の科目等履修生�

　フルタイムの学習が難しい方が、大
学の授業科目を履修する制度。1単位

14,400円（予定）。出願／3月1日 ・2日
。募集要項／2月13日〜28日（ と
26日 を除く）に各キャンパスで配布。
同大学南大沢☎042-677-1111内線

2222、日野☎042-585-8611、荒川☎
03-3819-1211内線223

30年度内閣府青年国際交流事業
参加青年（東京都推薦者）�
　①東南アジア青年の船②世界青年の船�
③国際青年育成交流④日本・中国青年親�
善交流⑤日本・韓国青年親善交流⑥地域�
コアリーダープログラム。資格／①〜⑤
18歳〜30歳⑥23歳〜40歳で申込時に
都内に住民票がある方。締切／3月15日
（消印）。申込等詳細は で。
教育庁生涯学習課☎03-5320-6893

緑の愛護ボランティアの会



働　く

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30年（2018年）2月1日　第870号

都庁では により情報を発信しています！

中小小売商業活性化
フォーラム� �
　3月1日 13時、秋葉原UDXで。200人。�
商店経営のヒントになる講演、セミナーな
ど。講師／長谷川浩一（（株）はせがわ酒店
代表取締役）ほか。申込／2月14日まで。
詳細は で。
東京都中小企業振興公社☎03-5822-

7237か産業労働局地域産業振興課☎
03-5320-4787

東京都共助社会づくりを進めるための
社会貢献大賞の受賞者が決定� �
　継続的・先進的なボランティア活動等を
行う団体に贈呈。〈企業〉住友生命保険相
互会社、日本アイ・ビー・エム（株）。〈教育
機関〉都立六本木高校、八王子市立愛宕
小学校学校運営協議会。〈その他民間団
体〉傾聴ボランティアグループ「ダンボの
会」、スープの会、リバーサイド舟渡。
生活文化局地域活動推進課☎03-

5388-3156

食肉市場「肉料理講習会、
食肉処理のビデオ視聴」�
　3月1日 10時。抽選で25人。500円。
申込／2月10日（消印）までに往復はがき
（1枚1人）に催し名・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。

花粉の少ない森づくり
東京の木に触れる木工イベント�
　3月3日 、道の駅八王子滝山。3月24�
日 、TAKAO�599�MUSEUMで。いずれ�
も10時〜15時、当日先着100人。300円
（花粉の少ない森づくり募金へ）。箸づく
り、子供向け木工クラフト体験。
東京都農林水産振興財団☎0428-20-

8153か産業労働局森林課☎03-5320-
4867

豊洲市場見学会�

　問い合わせ専用ダイヤルを開設しまし
た☎03-5338-2289。今後の開催予定
等はこちらへ。日時／①2月16日 ②24
日 10時・11時・13時・14時。抽選で
各回30人。申込／①2月2日〜8日②9日
〜15日（必着）までに か往復はがきに

3月1日〜7日春の火災予防運動
「消防フェス2018in池袋」�
　2月27日 9時〜11時、東武百貨店池
袋店で。一日消防署長・トリンドル玲奈（女
優）による防災トークショーや消防演習、
東京消防庁音
楽隊防火コン
サートなど。
東京消防庁

広報課☎03-
3212-2111
内線2308

産業技術大学院大学（AIIT）
PBLプロジェクト成果発表会�
　2月11日 9時30分〜17時30分。東
京コンベンションホール（中央区）で。学
生による学修成果のプレゼンテーション、
パネルや模型の展示など。入試案内ブー
スも有。
同大学教務学生入試係☎03-3472-

7834

映画「めぐみ−引き裂かれた
家族の30年」上映会�
　2月15日 14時〜16時、都庁都民ホー
ルで。当日先着200人。拉致問題の解決
を願うブルーリボングッズ配布等。託児�
は要事前申込。
総務局人権施策推進課☎03-5388-

2588

希望日（1枚1日）・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

ふりがな

名・年齢・性別を書き、豊洲市場見
学会受付事務局（〒101-8795神田郵便
局郵便私書箱158号US）へ。
専用ダイヤルか中央卸売市場総務課☎

03-5320-5720

東京の木�多摩産材工作ワーク
ショップ〜全国育樹祭記念行事�
　ミニ椅子づくり（木工体験）、しいたけ植
菌体験など。①3月10日 、東京都農林
総合研究センター日の出庁舎②18日 、
港区立エコプラザ。いずれも10時・13時
30分。小学生（保護者同伴）、抽選で各会
場80人。申込／2月16日（必着）までに
か往復はがきで。詳細は で。
同事務局☎042-521-5551か産業労

働局森林課☎03-5320-4898

知って、発信！
東京水道イベント�
　①2月17日 、イオンモール日の出②18
日 、オリナス錦糸町。いずれも10時〜18
時。東京水の試飲、クロスワードラリーなど。
参加者に東京水クリアボトルをプレゼント。
水道局サービス推進課☎03-5320-

6326

東京水辺ライン�

　「如
きさらぎ

月クルーズ・月島街歩きと下町食文
化『もんじゃ』を体験」2月22日 10時50
分。墨田区役所集合。30人。4,700円。申 
込／2月10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。

等。任用期間／4月1日以降〜31年3月
31日。選考／2月中旬。面接・能力実
証等。申込／2月1日 〜8日 に所定
の申込書兼履歴書（各センター等か
で入手）を各センター等へ持参。
産業労働局雇用就業部☎03-5320-

4702

東京消防庁救急相談センター
非常勤看護師募集　�
　内容／電話による救急相談対応、関係
事務。資格／看護師（実務経験者）。人員／
若干名。勤務地／東京消防庁本部庁舎。採 
用／4月。申込／事前に電話の上、2月23
日（必着）までに申込書を郵送。面接有。
東京消防庁救急医務課☎03-3212-

2111内線4545

都立特別支援学校非常勤看護師�
　内容／児童・生徒への医療的ケア。
資格／看護師免許を持つ方。人員／各
校若干名。採用／4月（更新制度有）。勤 
務／週19時間以内。申込等詳細は で。
教育庁特別支援教育課☎03-5320-

6753

職業能力開発センター等
非常勤講師　�
　科目／電気、自動車、障害者向け訓
練、介護、機械、和装、就業基礎、建築、
塗装、調理、ファッション、測量、その他
職業訓練指導。資格／科目関連の指導
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／70人程度。勤務場所／各センター

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。

職 員 採 用

小田急線「梅ヶ丘」駅か京王井の頭線
「東松原」駅から徒歩数分。都内有数
の梅の名所である羽

は

根
ね

木
ぎ

公園で、梅
祭りが2月10日から3月4日(10時〜16時)まで開催。約60品種･650本の梅が可
憐な花を咲かせる。期間中の週末は売店や園芸市なども出て、多くの人で賑わう。

(27年2月16日、羽根木公園で)

せたがや梅まつり（羽根木公園）

　洗練された空間でいただく、目にも
鮮やかな料理、繊細で奥深い味つけ。
日本を代表する社交場のフレンチレス
トランで、長年調理長として腕をふるっ
てきた外山勇雄さん。
　昭和41年、フランス料理店が東京
に数えるほどしかなかった頃、外山さ
んの料理人としての道は始まった。一
人前になるまで10年はかかると言われ
た時代だった。
　サラダ、スープ、ポアソン(魚料理)、
ブッチャー(肉料理)と順調に調理部門
を進んだ外山さんに転機が訪れる。フ
ランスの一流レストラン、タイユバンに
研修に行くことに。「日本では大勢を
相手にする宴会料理が主な仕事でした
が、フランスでは、お客様と1対1のや
りとり。自分の料理を気に入っていた
だき、お皿がきれいになって返ってくる
のを見るのが嬉しかった」。
　帰国後、会社の看板レストランを任
された外山さんは、新メニューの開発
にとりかかる。旬の食材を取り入れた
季節毎の料理、独創性豊かなソースが
好評を博す。一方、エリザベス女王を
始め、各界のVIPも訪れる、伝統の味

小学校で料理体験のボランティアを行うことも。
「衛生観念を身につけてほしい」と話す。

を守ることも重要な務め。「子供の頃、
父親と食べた料理を作って欲しい、と
来られる方も」。思い出の味を紡ぐのも
料理人の役目。
　現在は後進の育成に力を注ぐ。フ
ランスに送り出した部下も10人を超
えた。かつて自分もそうだったように、

「思いきって仕事を任せる」ことが人づ
くりの礎となっている。

伝統に新風を吹き込む

西洋料理調理人
外

と

山
やま

　勇
いさ

雄
お

さん（平成29年度受賞）

■東京マイスター ＷＥＢサイト　http://www.meister-award.metro.tokyo.jp/
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

学　ぶ

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室�

　視覚障害／①「音楽教室」2月16日
13時〜15時30分。②「教養講座」25日
13時30分〜16時。聴覚障害／③「コミュ
ニケーション教室」24日 13時30分〜16
時。④「社会教養講座」（昼の部）9日 13
時30分〜16時。各日50人。①〜③東京
都障害者福祉会館④武蔵野プレイスで。
事前申込不要。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、
03-5388-1734

「精神疾患の早期発見・早期
治療と最新の治療」講演会�

　2月16日 14時、都庁大会議場で。当
日先着500人。

NPO法人わくわくかん☎03-3598-
3337か福祉保健局精神保健医療課☎
03-5320-4464

東京ウィメンズプラザ
働く女性のメンタルヘルス講演会�

　「"もやもや"を折れない心にかえる 働
く私のセルフマネジメント」2月23日 19
時。150人。1歳〜就学前の託児有（18
人）。申込／2月14日（消印）までに かは
がき、ファクスに催し名・氏

ふりがな

名・性別・職業・
電話・ファクス・メール・託児希望は子供
の氏

ふりがな

名・年齢を書き、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。当日参加可。落選者のみ通知。

テーマの分科会など。申込等詳細は か
電話で。

同事務局☎03-6419-4021か福祉保
健局在宅支援課☎03-5320-4271

がんの早期発見およびがん患者の治療と
仕事の両立支援に関するシンポジウム�

　3月2日 14時、イイノホール（千代田
区）で。500人。向井亜紀（タレント）によ
るトークショーなど。申込／2月23日（消
印）までに かはがき、ファクスに催し名・
住所（勤務先からの参加は勤務先と所在
地）・氏

ふりがな

名・電話を書き、シンポジウム事
務局（〒103-0001中央区日本橋小伝馬
町14-9-3階（株）成光社内） 03-6661-
7517へ。

同事務局☎03-5651-7325か福祉保
健局医療政策課☎03-5320-4389

こころといのちの講演会「ひきこ
もりと自殺�いかに対話するか」�

　3月14日 15時、都庁都民ホールで。
200人。講師／斎藤環（筑波大学教授）。
締切／3月9日。申込等詳細は で。

福祉保健局保健政策課☎03-5320-
4310

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。
　 豊島高校☎03-3958-0121（〒171-
0044豊島区千早4-9-21）「豊島区を中心

東京都遺跡調査・研究発表会�

　2月18日 10時〜16時30分、大田区
産業プラザで。近年都内で発掘された遺
跡の報告と「多摩川低地の遺跡を考える」
の講演。入退場自由。

教育庁地域教育支援部☎03-5320-
6863

テーマ別環境学習講座
「井の頭池底探検ツアー」�
　2月28日 10時、井の頭自然文化園
で。水を抜いた池底の探検、生物多様性
保全に関するクイズ。抽選で50人。申
込／2月18日までに かファクスで東京
都環境公社（☎03-3644-8886） 03-
3699-1409へ。

東京ホームタウン大学〜高齢化に
対応した地域づくり応援イベント�

　2月24日 13時、明治学院大学白金
キャンパスで。高齢化社会を迎えた東京
の課題と解決へのヒント、街を輝かせる
アイデアを議論。専門家による基調対談

（500人。要事前申込）、介護予防など7

とした巡検〜中山道・石神井川沿いの地
域の変遷と日本の近代化」3月17日 。締
切／2月21日（消印）。

同校か教育庁生涯学習課☎03-5320-
6893

認知症とともに暮らせる社会に向けた
地域ケアモデル事業報告会�

　3月22日 14時30分、板橋区立文化
会館で。当日先着1,200人。認知症になっ
ても安心して暮らせる社会に向けたモデ
ル事業の成果報告。

同事務局☎03-3964-3241内線4222 
か福祉保健局在宅支援課☎03-5320-
4276

手話通訳者・要約筆記者養成
講習会�

　〈手話通訳者〉5月16日〜31年3月6日
（毎 、⑤毎 ）、オリンピック記念青少年
センターほかで。①手話のできる都民育
成講習会②地域クラス③特別クラス④
指導者養成クラス⑤指導者養成クラス

（中途失聴・難聴者向け手話指導）。全
450人。いずれも応募条件、昼・夜クラ
ス有。⑤は夜のみ。〈要約筆記者〉4月26
日〜31年2月7日（毎 ）、東京都障害者
福祉会館で。⑥手書きコース⑦PCコー
ス。初心者の方、各12人。申込／3月15 
日①⑤は4月12日（消印）までに所定の申
込書（ で入手可）を郵送で東京手話通
訳等派遣センター（〒160-0022新宿区新
宿2-15-27-5階）へ。選考試験有。

同センター☎03-3352-3335か福祉保
健局障害者施策推進部☎03-5320-4147

　マザーズハローワークなどと連携し、女性が再び働くにあたっての不安を
解消するセミナーや合同就職面接会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。

産業労働局就業推進課　☎03-5320-4708
http://readygo.tokyo.jp/

お問い合わせ

◦トークショー
育児と仕事の両立、仕事へ復帰するときの不安な
どをどのように解決したか専門家を交え、等身大
で語るトークショー。
ゲスト：藤本美貴(タレント)　

◦合同就職面接会
　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　渋谷会場25社程度、立川会場15社程度
◦就職活動に役立つセミナー、ワークショップ
◦キャリアカウンセリング(要予約)
◦企業向け女性活用セミナー(要予約)
◦パッコロリン　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

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！

働　く

藤本美貴

会場・日時

内　容

渋谷会場（ヒカリエホール）
2月16日
10時30分〜15時30分　

立川会場（パレスホテル立川）
2月27日
10時30分〜15時30分

被害防止

青少年･治安対策本部青少年課　☎03-5388-3186　お問い合わせ

　青少年がだまされたり脅されたりして、自分の裸体等を撮影し、
メール等で送らされる、いわゆる｢自画撮り被害｣が多発しています。
このため、青少年健全育成条例に不当な要求行為の禁止等を定め、2
月から施行します。

◦�自画撮り被害等の防止に向けた普及啓発や教育･相談等の施策
を都の責務として規定
◦�青少年のインターネット利用に伴う危険を回避するのに有益
なアプリ等を都が推奨
◦�青少年に裸体等の｢自画撮り画像｣の提供を不当に求める行為
の禁止(違反した場合は､30万円以下の罰金)

東京都青少年健全育成条例の改正
｢自画撮り被害｣の未然防止を！

主な改正内容

　裸体等の｢自画撮り画像｣を青少年に不当に求めることは犯
罪です。求められても｢画像は送らない｣ことが大切です。また、
画像の送付後でも、早く対応すれば、画像の拡散を抑えること
ができます。都の相談窓口｢こたエール｣にご相談ください。

☎0570-783 -184

※ ＝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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　 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。

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

自然・公園

山のふるさと村（奥多摩湖畔公園）
「煙たなびく炭焼き体験」�
　3月10日 ・24日 。両日参加可能な
高校生以上、抽選で15人。1,000円。申
込／2月17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。

体験の森の催し「みんなで野良仕
事・じゃが芋と夏野菜の種まき」�

　3月31日 〜4月1日 。中学生以上、
抽選で20人。11,000円（1泊4食付）。申
込／2月28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西多摩郡奥多摩町654）☎
0428-83-3631、 0428-83-3633へ。

檜原都民の森�

　①自然教室「野鳥の巣それぞれの形と
巣材について」3月11日 。100円。「冬の
星座と哺乳類の観察」24日 〜25日 。 
200円（同施設内宿泊）。「早春の野鳥の声 

と春を探す」31日 。100円。②木工教室
「ラック」11日 。2,100円。「腰掛け」17日

。2,600円。「デスクテーブル」25日 。
6,100円。③合同イベント「田舎コンニャ
ク作り体験」10日 〜11日 。11,280
円（1泊2食付）。申込／①②開催日の２
週間前③３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。

神代植物公園「梅まつり」　�

　2月6日〜3月4日。講演会「神代植物公
園の梅の魅力」2月25日 13時30分。当
日先着50人。「うめ園ガイドツアー」23日

・24日 10時30分・13時30分。「梅
見茶屋」期間中の 。

同園☎042-483-2300

文化・スポーツ

東京都現代美術館ワークショップ
「ネオ・パーティー・キッズ」�
　3月3日 ・4日 10時30分。両 日 参 
加可能な小学4年〜6年、抽選で10人。 
3,000円。自ら作った衣装で仮装パー
ティー。申込／2月19日（必着）までに往復
はがき（1枚1人）に催し名・住所・氏

ふりがな

名・
学年・電話・参加動機を書き、東京都現
代美術館リニューアル準備室「パーティー
WS」係（〒135-0016江東区東陽7-3-5）
☎03-5633-5860へ。

ほくさい音楽博〜子供達が世界の音
楽と出会い、楽器の響きに触れる�

　2月18日 12時30分〜17時30分、回
向院（両国）で。小学生によるスティールパ
ン・ガムランの演奏や義太夫の発表、ウク
レレ等の体験ワークショップなど。一部有
料。11時から整理券配布。

同事務局☎080-9671-7507か生活
文化局文化事業課☎03-5388-3067

　北方四島（歯
はぼまいぐんとう

舞群島･色
しこたんとう

丹島･国
くなしりとう

後島･択
えとろふとう

捉島）は
日本固有の領土です。

政策企画局外務部　☎03-5388-2222　お問い合わせ

　1855年2月7日、日本とロシアとの間に日露通好条約が調印
され、北方四島が日本の領土であることが両国間で確認されま
した。1981（昭和56）年、国はこの日を｢北方領土の日｣と定めて
います。
　東京都では、1983（昭和58）年1月に北方領土の返還実現を目
的とする｢北方領土の返還を求める都民会議｣を設立しました。
都民大会の開催や写真パネル展などを通じ、皆さんに北方領土
問題の解決と正しい理解を呼びかけ、さまざまな運動に取り組
んでいます。
　この機会に、北方領土問題について考えてみませんか。

2月7日は｢北方領土の日｣
声届け  開けよう扉  四

し

島
ま

返還

取り組み 表　彰

大　 賞

お問い合わせ 生活文化局男女平等参画課　
☎03-5388-3189

〈団体〉　◦産業分野／三井住友海上火災保険㈱
　全社員の総活躍を支援する取り組みを総合的に展開。
◦医療･福祉分野／社会福祉法人 竹清会
　女性理事長を中心に女性職員が働きやすい環境づくりを推進。
◦教育分野／東京女子医科大学
　女性医師･研究者のキャリア形成を継続できる環境を整備、
　全国の女性医療人を対象にした復職支援。
◦地域分野／NPO法人 プラチナ美容塾
　美容を通じて、アクティブに輝くプラチナ世代（いつまでも
　元気に、人生を楽しむシニア世代）を支援。

〈個人〉　◦市川順子（作ろう!みんなのジモトWa-shoiパートナーシップ
　　　　　世話焼き人〈代表〉）

　多様な人をつなぎ、新たな地元ネットワークを生み出す地域
　コーディネーター。

優 秀 賞 特 別 賞5団体および1人 1団体

◦各受賞者の取り組み内容の詳細はホームページをご覧下さい。
◦都提供テレビ番組でも大賞受賞者の取り組みを紹介。
　「東京サイト」2月12日 〜16日 （テレビ朝日�14時〜14時4分）

｢東京都女性活躍推進大賞｣
（29年度）受賞者が
決まりました！
　東京都では、女性の活躍推進に取り組む企業や団体、
個人を表彰しています。

小石川後楽園「梅香る庭園へ」�

　2月10日〜3月4日。特別ガイドツアー
「梅めぐり」2月17日 、「大江戸玉すだれ」
25日 、「雅楽の演奏会」3月3日 など。

同園☎03-3811-3015

向島百花園「梅まつり〜梅花
彩る江戸花屋敷」�

　2月10日〜3月4日。「梅を詠む」期間中
毎日、「江戸大道芸」2月10日 ・25日 、

「すずめ踊り」18日 ・3月4日 、「野草
ウォッチング」2月24日 など。

同園☎03-3611-8705

東京港野鳥公園の催し　　　
「潮入りぐるっと観察会」�
　2月11日 13時〜15時30分。当日先
着40人。普段は入れない保護区を歩く。

同公園☎03-3799-5031

北方領土
イメージキャラクター 

エリカちゃん

飼育担当の清水さんより一言
｢生まれてから約1時間後に
は立ち上がり、その後間もな
く乳を飲む行動が見られまし
た。現在は、キリン舎室内で運
動をさせ、お天気のいい日は
日光浴のために小放飼場へ出
るなど、順調に育っています｣

多摩動物公園☎042-591-1611

12月25日に生まれたキリンの｢ジュア｣が
日々成長中（写真は1月16日撮影）。

HP

早く会いに

来てね！ 
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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。

　庁舎をご利用の際にはご不便をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いします。

都庁舎での
セキュリティゲートの
運用を開始します 

総務局総務課　☎03-5388-2319　お問い合わせ

〈次号（3月1日発行）は、2月28日・3月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

お問い合わせ 生活文化局文化事業課　☎03-5388-3141　

　東京都は、戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、平成2年に「東京都平和の日
条例」を制定し、3月10日を「東京都平和の日」と定めました。
　東京空襲で犠牲となられた方々を追悼するとともに、平和の意義を確認し、平和意
識の高揚を図るため、記念行事を実施します。

■記念式典参加者を募集
　東京都平和の日記念式典と記念公演（弦楽合奏等）を開催します。

3月10日 14時
都庁大会議場
抽選で120人

2月8日（消印）までに往復はがきに人数
（2人まで）･全員の住所･氏

ふ り が な

名･年齢･電話
を書き、〒163-8001東京都生活文化局

「東京都平和の日」担当へ。

2月9日
第一庁舎･第二庁舎の1階･2階エレベーターバンク前 
議会棟の1階エレベーターバンク前･2階南北ロビー出入口
※エレベーター使用時は、セキュリティゲートの通過が必要となります。

❶   「来庁者受付票」に氏名、訪問先などを記入後、入庁受付でIC
カード「一時通行証」を受け取る。

❷ 「一時通行証」をゲートにかざして通過。
※通過後は、「一時通行証」を必ず着用してください。

❸   「一時通行証」をゲート併設の回収
機に返却し、ゲートを通過。

◦「来庁者受付票」は東京都ホームページからダウンロードできます。
◦都庁展望室をご利用の方は、ゲートを通過する必要はありません。

3月10日は「東京都平和の日」

　まるで東京湾に浮かんでいるようなガラスドーム。今年で開園29年
を迎える葛西臨海水族園では、国内や世界各地の海の生き物が私たち
を迎えてくれる。
　入口を下った先、「大洋の航海者」エリアにある2,200トンの大水槽で
は、約190匹のマグロ類が群泳し、左右にダイナミックに泳ぐ姿に目を
奪われる。
　「世界の海」エリアでは、熱帯地域から北極･南極の海まで、世界の海
域ごとに生物が展示されており、ナーサリーフィッシュ（オーストラリア
北部）など世界の水族園でここでしか見られない珍しい魚も。
　日本最大級の規模を誇る「ペンギンの生態」エリアでは、フンボルトペ
ンギンやフェアリーペンギンなど4種類のペンギンたちが愛らしく泳ぎ
回る。1日2回、飼育員によるエサやりを観察することができ、食物を取
り合う姿は自然界に生きる動
物の姿そのもの。
　また、当園ではサメやエイと
のふれあいやスタッフによる
ガイドツアーなど、多彩なプロ
グラムが実施されている。観
察しているだけでは気付かな
い、何か新しい発見があるか
もしれない。

マグロ類が群泳する大水槽

ペンギンは陸上と水中のどちらからも観察できる

葛西臨海水族園（江戸川区）

東京都葛西臨海水族園　☎03-3869-5152　

JR「葛西臨海公園」下車、徒歩5分。東京メトロ東西線「葛西駅」「西葛西駅」か
ら都バス（葛西臨海公園行き）「葛西臨海公園」下車｡開園時間9時30分〜17時

（入園は16時まで）。水曜（ の場合は翌日）･年末年始休園。一般700円、
65歳以上350円、中学生250円。

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093　

世界の海の生き物とふれあう

=パソコン用壁紙

運用開始
設置場所

日　時

人　数

申　込
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入退庁方法

入庁時
（エレベーターを
使用する方）

退庁時

その他


