
東京2020大会マスコットの
デザイン決定
小学生の投票で選ばれました

東京都子育て支援員研修
受講者募集
保育の仕事に携わりたい方募集中

都内の保育所等を探せる
ポータルサイト"こぽる"を開設
自宅や最寄駅など知りたい場所の施設情報を探せます

春の｢都民半額観劇会｣
お得な料金で観劇できる機会を提供します

691万9,438世帯　人口1,375万6,461人（男：677万5,229人　女：698万1,232人）
＊参考：外国人数52万3,481人世帯と人口 30年2月1日
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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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東京都では、東京2020大会を｢
史上最高の大会｣へと導くととも

に、

多彩な文化や優れた技術力など
、東京が持つ都市としての魅力を

一層高めるため、

｢ホストシティTokyoプロジェク
ト｣を展開しています。

ホストシティ(開催都市)として、
皆さんにもわくわく感じてもらえ

る取り組みを一丸となって

進めていますので、一緒に大会
を盛り上げ、東京の未来を創って

いきましょう！

川本翔大･自転車競技／渡辺航
廣瀬隆喜･ボッチャ／すがやみつる
別所キミヱ･卓球／里中満智子
岡部歩乃佳･パラ水泳／武井宏之
安直樹･車いすフェンシング／村上もとか

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

映像出演アスリート
(アスリート･競技／マンガ家)

今後もさまざまな機会を捉えてプロジェクトの事業を広くお知らせしていきます。
〈ホストシティTokyoプロジェクトについて〉政策企画局調整部　☎03-5388-2240　
〈FIND YOUR HERO･NO LIMITS SPECIALについて〉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お問い合わせ

日本文化でおもてなし｢東京大茶会｣みんなで涼しくしよう｢打ち水｣ 東京の夜景を楽しもう｢桜のライトアップ｣

　パラスポーツを応援する人を増やすプロジェクト｢TEAM BEYOND｣の一環として、
著名マンガ家の協力を得て、パラアスリートを競技会場で応援する楽しさを伝えるプ
ロモーション映像を制作しました。ホームページで公開していますので、ぜひご覧下さ
い。あなたの｢ヒーロー｣を見つけ、会場で応援しましょう！

｢FIND YOUR HERO｣公開　  パラスポーツ観戦の
　  魅力を伝える映像 パラリンピック

競技を体感！

 開催日  5月5日祝 ･6日日
 場  所  東京駅前丸の内周辺
 内  容  トップアスリートによる競

技のデモンストレーショ
ン、競技体験会、トーク
ショーなど。

※詳細はホームページをご覧下さい。

｢史上最高の大会｣・「魅力あふれ
る東京」へ！

 ホストシティ
Tokyoプロジェクト

せら知おの報情新最
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スポーツ

お問い合わせ

お問い合わせ

オリンピック･パラリンピック準備局計画推進部　☎03-5320-7768　

同大会事務局　☎03-5413-6922　http://tokyo-u14.com
オリンピック･パラリンピック準備局事業推進課　☎03-5320-7714

　東京都は、従業員のスポーツ活動の促進に向けた取
り組みや、スポーツ分野における支援を実施している
企業等を東京都スポーツ推進企業として195社認定し
ました。その中で特に社会的な影響や波及効果の大き
な取り組みを実施している11社をモデル企業として表
彰しました。

社内外でのスポーツ活動の
推進に取り組む
優れた企業を表彰！
〜東京都スポーツ推進
　　モデル企業決定〜

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　
☎03-5320-7723
http://www.sports-tokyo.info/company/

スポーツの
実践部門

スポーツの
支援部門

取り組み内容等詳細はホームページをご覧下さい。

◦伊藤忠丸紅鉄鋼（株）
◦大同生命保険（株）
◦日本航空（株）
◦（公財）明治安田厚生事業団
◦（株）ローソン

◦あいおいニッセイ同和損害保険（株）
◦TANAKAホールディングス（株）
◦中外製薬（株）
◦トヨタ東京カローラ（株）
◦日本生命保険（相）
◦ミズノ（株）

　1チーム11人で相手ゴールにボールを入れて得点を競うサッカーは、200以上の国と地域で
プレーされ、世界中で広く楽しまれています。男子サッカーは1908年ロンドン大会から正式種
目となりました。当初は、オリンピック憲章のアマチュア規定によってプロ選手の参加が認めら
れませんでしたが、1984年ロサンゼルス大会から参加が認められ、男子サッカーの注目度が高
まりました。23歳以下の出場資格が設けられ（オーバーエイジ枠として24歳以上は3選手まで参
加可能）、世界の若手スター選手のお披露目･活躍の場となっています。
　女子は1996年アトランタ大会からと歴史は浅いですが、年齢制限はなく世界における女子
サッカーの普及･発展に大きく寄与しています。
　ボールを操る足技、相手チームとの攻防戦など多くの見どころがあるサッカー。ゴールの瞬間
は最も盛り上がる場面で、観客を熱狂させます。日本は男女ともに2012年ロンドン大会で好成
績を収め、東京2020大会での活躍にも大きな期待が寄せられています。

　男子サッカーのU-21日本代表を率いる森
も り や す

保一
はじめ

監督は、東京2020大
会への意気込みについて｢日本人の良さを生かして、チームが組織とし
て連係連動して攻守に関わるサッカーを目指しています。皆さんからの
応援を力に変え、喜んでいただけるような結果を目指して、全身全霊で
オリンピックに向かっていきます」と語っています。
　女子サッカーのなでしこジャパン（日本女子代表）を率いる高

た か く ら

倉麻
あ さ  こ  

子
監督は｢自国開催のオリンピックで、なでしこジャパンを応援して下さ
る全ての方々の期待に応えられるよう、ひたむきな、最後まで諦めない、
そしてチーム全員の個性が輝くサッカーで頑張ります」と語っています。
　大きな活躍が期待される日本代表チームを、皆さんぜひ注目して下
さい。

期待に応え、全身全霊で東京2020大会に向かう

オリンピック・パラリンピック準備局計画推進部　☎03-5320-7480お問い合わせ

今回は、オリンピックのサッカーを紹介します。

森保監督

写真提供 日本サッカー協会
高倉監督

てえしお

オ リ ン ピ ツ ク・パラリンピック・パラリンピック
45

　東京2020組織委員会は、東京2020大会のマスコットデザインを決定しました。最終候補3案
の中から、小学生が学級単位の投票でデザインを選びました。この取り組みは、大会史上初となる
ものです。投票は12月11日〜2月22日に行われ、全国の小学校等16,769校が参加し、205,755
学級が投票した結果、本作品が選ばれました。
　マスコットの正式デビューは、今年の夏ごろを予定しています。

　記念すべき10回目の開催となる本大会に、次世代を担う世界のユース選手が結集します。強
豪ボカジュニアーズ、クラブ創設110年を迎える名門RSCアンデルレヒトなどの海外からの10
チームに対して、地元東京のほか、Jリーグ選抜チーム等が挑みます。
　未来へ向けて、14歳以下の次世代スターが躍動する本大会にぜひお越し下さい。

東京2020大会マスコットのデザイン決定！

2018東京国際ユース（U-14）サッカー大会を開催
〜ワールドクラスの戦いが、東京から始まる！〜

オリンピックマスコット／伝統と近未来がひとつになった温故知新なキャラクター。
パラリンピックマスコット／桜の触角と超能力を持つクールなキャラクター。

　「北澤豪インクルーシブ親子サッカー
教室」（4日）や「FC東京ジュニアサッカー
教室」（5日）を同時開催します。要事前
申込（4月10日（消印）まで）。詳細は大会
ホームページをご覧下さい。

表彰 モデル企業決定

5月2日 ･3日
5月4日 ･5日
駒沢オリンピック公園総合運動場･ 
味の素スタジアム西競技場

1次ラウンド
2次ラウンド
会　場

モデル企業（50音順）

サッカー教室参加者募集！
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監　査講　座

支　援

報告書の全文はホームページでご覧になれます。
http://www.kansa.metro.tokyo.jp/

　保育の仕事に携わりたいと思っている皆さん、仕事をする上で必要な知識や技能等を修得
する「子育て支援員研修（地域保育コース）」を受講してみませんか。

30年度東京都子育て支援員研修
（第1期）受講者募集

　包括外部監査は、公認会計士や弁護士など専門知
識を有する外部の者が、知事との契約に基づいて行
う監査です。
　監査テーマは監査人が自らの判断で決定し、29
年度は、「環境局の事業に関する事務の執行および
監理団体の経営管理について」が選ばれ、環境局と
東京都環境公社の事業を対象に実施しました。
　監査の結果、都民の福祉の増進、最小の経費で最
大の効果、組織･運営の合理化といった視点から、9
件の指摘、49件の意見を受けました。

包括外部監査人から
監査結果報告書が提出
されました

総務局行政改革課　☎03-5388-2337
〈地域保育コース〉東京都福祉保健財団　☎03-3344-8533　
〈その他のコース〉福祉保健局少子社会対策部　☎03-5320-4121　

お問い合わせお問い合わせ

事前相談期間 申請対象事業

4月2日～5月17日17時　 7月10日以降に実施する事業

6月1日～8月17日17時 10月10日以降に実施する事業

9月3日～10月26日17時 12月10日以降に実施する事業

カリキュラムや日程等詳細は、ホームページをご覧下さい。

　東京都は､地域活動の担い手である町会･自治会が主催して行う地域の課題を解決するための取り組みを支援するため､事業助成を行います｡ぜひご活用下さい｡

都内在住･在勤（保育や子育て支
援分野）で、地域型保育（小規模保
育、家庭的保育、事業所内保育）等
での従事を希望する方。

「基本研修」を受講後、「専門研修」
を受講。講義･演習など。8日間

（19回）。
6月〜10月

西新宿･飯田橋･立川のいずれか
各回80人
4月10日〜23日（消印）までに所
定の申込書（区市町村窓口か
で入手可）を郵送（簡易書留）で
〒163-0719東京都福祉保健財
団へ。

1地域の課題解決のための取り組み　
2� 1のうち､東京都が取り組む特定施策の推進につながる取

り組み5区分
　◦�防災･節電活動　
　◦�青少年健全育成活動
　◦�高齢者の見守り活動
　◦�防犯活動
　◦�オリンピック･パラリンピック気運醸成活動
3�複数の単一町会･自治会が共同して実施する地域の課題解

決のための取り組み　
4�単一町会･自治会が他の地域団体と連携して実施する地域

の課題解決のための取り組み

都内に所在する町会･自治会
対象事業12単一町会･自治会20万円、町会･自治会の連合組
織100万円350万円430万円　
応募には事前相談が必要となります。事前相談に必要な書類
等の詳細はホームページをご覧下さい。

町会･自治会の活動を支援します! 〜「地域の底力発展事業助成」の募集

生活文化局地域活動推進課　☎03-5388-3166　http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/chiiki_tabunka/ お問い合わせ

対　象

対象事業

研修内容
開催回数

研修場所

補助限度額

開催時期

対象団体

定　員

募集について

申　込

※区市町村での申込書配布は4月6日 からとなります。
※本研修では、各事業への就業のあっせん等は行いません。
※ 第2期の地域保育コースの募集は7月頃に行う予定です。また、他コースについては、

開催時期等が決定次第、お知らせします。

　東日本大震災や原発事故等で大きな被害を受けた福島県の観光振興と地域経済の復興を引き続き
支援するため、旅行代金を割引する｢被災地応援ツアー｣を実施します。
　ぜひこの機会に福島県にお出かけ下さい。

観光で福島県を応援しよう! 〜30年度被災地応援ツアー

産業労働局観光部　☎03-5320-4627
東京観光財団　☎03-5579-2682　http://www.tcvb.or.jp/ja/fukushima/

お問い合わせ

都内在住･在勤･在学の方（健康保険証、運転免許証等で確認）
東京観光財団に参加登録している都内の旅行事業者が販売する、福島県への宿泊･
日帰りの旅行（個人で宿泊等を手配した旅行は対象外）。詳細は、取扱旅行事業者の
窓口にお問い合わせ下さい。
※�取扱旅行事業者については、同財団ホームページをご覧下さい。

宿　泊：1人1泊3,000円（1回の旅行で2泊まで）
日帰り：1人1回1,500円

※�割引販売予定数（宿泊:延べ20,000泊･日帰り:延べ15,000人）に達した時点で終了します。

対象者
対象となる旅行

割引額等

三春滝桜
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春の全国交通安全運動
〜世界一の交通安全都市TOKYOを目指して�

　4月6日 〜15日 。交通ルールやマ
ナーを遵守し、自転車保険等に加入しま
しょう。イベント／歩行者シミュレーター
体験（①のみ）、反射材等の配布など。①
4月8日 10時〜16時、日の丸自動車学
校(目黒区)で。②12日 14時〜15時、
UDXシアター(秋葉原)で。

青少年･治安対策本部交通安全課☎
03-5388-3125

特別児童扶養手当について�

　申請はお住まいの区市町村手当窓口
へ。対象／次のいずれかに該当する20歳
未満の児童を監護している父母または養
育者（所得や施設入所等による支給制限
有）。①身体に重度、中度の障害や長期間
安静を必要とする病状があり、日常生活
に著しい制限を受ける②精神の発達が遅

インターネット都政モニター�

　アンケートの回答（年6回）、テーマ（課題）
に対する意見の提出（年3回）｡資格／都内
在住の18歳以上（応募時点）の方で、 閲
覧とメールの送受信を日本語でできる方｡
公務員を除く｡人数／500人（応募多数の
場合選考）｡任期／依頼日〜31年3月31
日｡謝礼／1回500円相当。申込／4月9
日9時〜5月1日17時に で。

生活文化局都民の声課☎03-5388-
3159

東京都福祉のまちづくり
推進協議会委員�

　福祉のまちづくりの推進に関する事項
を調査審議。資格／4月1日現在、20歳
以上で都内在住の方（公務員を除く）。人
数／若干名。任期／10月ごろから2年間。
申込／5月10日（消印）までに、郵送で作
文｢福祉のまちづくりを進めるために今後
東京都が取り組むべき施策についてあな
たが考えること｣（1,200字以内）と別紙に
住所・氏

ふ り が な

名・年齢・性別・職業・略歴・電
話・都の他の審議会等参加の有無を書き、
〒163-8001東京都福祉保健局生活福祉
部（☎03-5320-4047）へ。

都内の地価公示価格（1月1日
現在）が閲覧できます�

　閲覧は、区市町村の担当窓口か で。
区市町村、国土交通省か財務局財産運

用部☎03-5388-2736

固定資産税における
土地・家屋の価格が縦覧できます�

　4月2日〜7月2日｡23区内に土地・家
屋を所有する納税者の方が対象です｡詳
細は、土地・家屋が所在する区の都税事
務所へ。

主 税 局 固 定 資 産 税 課 ☎03-5388-
3007

東京開業ワンストップセンター分室
渋谷サテライトセンター�4月1日に移転�

　移転先／渋谷区道玄坂1-10-8渋谷道
玄坂東急ビル（Plug and Play Shibuya
内）。☎03-5489-4630。

政策企画局渉外課☎03-5388-2865

期間／4月〜31年3月。申込／4月30日
まで。申込等詳細は で。

福祉保健局育成支援課☎03-5320-
4125

都内の川を題材とした
｢川のフォトコンテスト｣作品�

　風景部門、ふれあい部門。規格／2L判
以下かJPEGデータで。1人2点まで（未発
表、著作権・肖像権等で第三者の権利を
侵害しないもの）。申込／6月8日（消印）ま
でに郵送で部門名・作品名・河川名・撮
影場所・撮影年月日・住所・氏

ふ り が な

名・電話・
メールを書き、〒163-8001東京都建設
局河川部（☎03-5320-5425）へ。メール

（4MB未満）、CD-Rの応募可。応募作品
の返却不可。都が無償で使用（著作権は
本人に帰属）、作品は7月に新宿駅西口広
場等で展示。

｢夢のみち2018｣　
道路愛護ポスターコンクール�

　テーマ／｢人
ひと

・街
まち

・未
み

来
らい

｣つながる"みち" 
づくり。対象／都内在住・在学の小・中
学生。規格／みちに関する標語を必ず入
れること。四つ切り画用紙。1人1作品ま
で。応募／6月15日（消印）までに郵送で、
所定の応募票（事務局か で入手可）を作
品裏面に貼り、｢夢のみち2018｣事務局
(〒223-0053横浜市港北区綱島西2-7-
6-3階)☎045-633-1960へ。

東京都道路整備保全公社☎03-5381-
3368

延しているか、精神に障害があり、日常生
活に著しい制限を受ける状態にある。

区市町村か東京都心身障害者福祉セ
ンター☎03-3235-2949、 03-3235-
2968

国民生活基礎調査�

　無作為に抽出した都内の7,300世帯を
対象に、生活の基礎的な事項を調査しま
す。6月19日までに調査員がお伺いします
ので、ご協力をお願いします。

福祉保健局総務課☎03-5320-4033

住宅宿泊事業が始まります�

◦�届出（受付中）により6月15日から住宅を
活用した宿泊事業（民泊）が実施可能と
なります。

◦�都内市町村区域（八王子市・町田市を
除く）における届出や、近隣住民の方か

らの相談を受け付けています。
◦�特別区・八王子市・町田市の区域では

それぞれの区市が窓口となります。
産業労働局振興課☎03-5320-4732

4月の宝くじ発売開始予定日�

◦�第70回みなと祭り図柄宝くじ(100円)�1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)� 1日
◦�1等100万円スクラッチ(200円)� 1日
◦�ドリームジャンボ宝くじ(300円)� 4日
（1等前後賞合わせて5億円）

◦�ドリームジャンボミニ(300円）� 4日
（1等前後賞合わせて5,000万円）

◦�1等50万円スクラッチ(200円)� 11日
◦�1等300万円スクラッチ(200円)� 18日
◦�1等30万円スクラッチ(200円)� 25日
◦�子育て支援くじ(200円)� 28日
（1等前後賞合わせて5,000万円）

財務局公債課☎03-5388-2685

都営交通モニター� �

　都営交通のサービスについて、インター
ネットでの調査回答（年2回程度）、訓練・
見学会等への参加。資格／4月1日現在、
都内在住・在勤・在学の16歳以上の都営
交通利用者で、メールの送受信を日本語
でできる方。人数／450人。任期／依頼
日〜31年3月31日。謝礼有。申込／4月
12日〜24日に で。

都営交通お客様センター☎03-3816-
5700

国主催　
慰霊巡拝の参列者�

　①フィリピン②東部ニューギニア③ビス
マーク・ソロモン諸島④パラオ諸島⑤北
ボルネオ⑥ミャンマー⑦中国東北地方⑧
硫黄島⑨ハバロフスク地方⑩沿海地方⑪
イルクーツク州⑫アルタイ地方、ケメロボ
州、ノボシビルスク州。対象／都内在住
で当該地域の戦没者の配偶者、父母、子、
兄弟姉妹とその配偶者、孫、おい・めい。
巡拝予定地等は変更になる場合有。申
込／4月3日から電話で福祉保健局生活
福祉部☎03-5320-4076へ。

首都大学東京大学院�入試説明会
（システムデザイン研究科）�
　 ①｢日野｣4月21日 14時 〜15時30
分、②｢秋葉原サテライト｣5月12日 15
時15分〜17時。研究科・各学域の概要、
入試説明、個別相談など。②は5月6日ま
でに要事前申込。

同大学日野☎042-585-8611

硫黄島戦没者追悼式の
参列者�

　31年1月ごろ小笠原村硫黄島で開催予
定。硫黄島へは民間航空機を利用予定。
対象／都内在住で硫黄島戦没者の遺族
の方（戦没者の配偶者・父母・子・兄弟姉
妹とその配偶者・孫・おい・めい）、30人
程度。申込／4月3日から電話で福祉保健
局生活福祉部☎03-5320-4076へ。

都立病院ボランティア�

　外来患者案内、病棟患者サービス（巡
回図書、話し相手、小児の遊び相手）等。
申込／電話で病院経営本部事業支援課
☎03-5320-5835か各病院へ。

受験生チャレンジ
支援貸付事業�

　中学3年・高校3年かこれに準じる方を
養育する一定所得以下の世帯を対象に、
学習塾代や受験料の貸し付けを無利子で
行います（要件・審査有）。高校や大学等
に入学した場合は、返済が免除されます。
貸付限度額／塾代20万円、高校受験料
27,400円、大学等受験料80,000円。申
込等詳細は かお住まいの区市町村へ。

福祉保健局地域福祉課☎03-5320-
4072

東京都ひとり親家庭等在宅就業
推進事業の参加者�

　一人一人に合った支援プランを作り、
パソコンを使用した在宅ワークで収入を
得ることができるようサポート。対象／都
内在住のひとり親の方および寡婦の方。

飼育担当の生井澤さんより一言
「1月生まれなので、春の七草に
ちなんで『ナズナ』と名付けまし
た。生後5日頃から、草や葉を食
べるようになり、日々成長の早
さには驚かされます。放飼場の
岩面を上り下りするのが大好き
です。こげ茶色の毛が、ターキ
ンのこどもの特徴です」

多摩動物公園☎042-591-1611

1月10日に生まれたゴールデンターキン
の「ナズナ」が成長中。
（写真は2月19日撮影）HP 早く会いに

来てね！ 

川を渡る都電（神田川）



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
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都庁では により情報を発信しています！

製菓衛生師試験�

　資格／中学卒業以上で、2年以上の菓
子製造業務経験のある方か製菓衛生師
養成施設で所定の課程を履修した方。試
験／6月9日 。受験料／9,500円。申
込／5月1日（消印）まで。願書配布および
申込等詳細は で。

福祉保健局健康安全課☎03-5320-
4358

30年度前期技能検定�

　職種／1・2級（42職種）、3級（16職種）、
単一等級（4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／4月4日 〜17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

職業能力開発センター
6月生�

　①住宅内外装仕上科（6カ月）②エンジ
ニア基礎養成科③電気制御基礎養成科

（4カ月）④ジョブセレクト科（2カ月）。①一
般求職者、転職希望者。②〜④30歳未満
で、就業経験が無いか少ない方。定員／
①②③10人。④5人。選考／5月18日 。 

申込／①②③4月5日〜5月8日に住所地
のハローワークか各職業能力開発セン
ター・校へ。④4月16日〜5月14日に城
東職業能力開発センターか多摩職業能力
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-
3605-6140、多摩同センター☎042-500-
8700

東京みらいの名工
育成プログラム�

　コース／①木工製作②金属塗装③機
械加工④建築配管。各コース毎週 （全6
日）。開始時期／①②5月26日③④6月16
日。対象／都内中小企業等に勤務する方
で申込職種の2級技能士を有する方（要勤
務先推薦）。授業料16,200円。申込／4月
1日〜30日（必着）（大田校は持参のみ5月
1日 ） までに受講申込書（ で入手可）に
必要事項を書き、郵送か持参で実施校へ。

産業労働局能力開発課☎03-5320-
4719

｢事業化チャレンジ道場｣
新製品開発に挑む都内中小企業募集�

　5月30日〜31年1月30日（全14回）、東
京都中小企業振興公社で。対象／自社
技術等を活用して新製品開発を目指す中
小企業。定員／25社（1社3人まで）。選考
有。費用／1社7万円。申込／5月11日ま
でに かファクスで同公社（☎03-3733-
6284） 03-3735-3758へ。

街路樹ツアー「春の神代植物
公園と周辺を歩く」�

　5月15日 12時。抽選で30人。西新
宿集合。武蔵境通り、神代植物公園を巡
る。申込／4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。

東京水辺ライン�

　「ゆったりクルーズ・向島老舗和菓子店
めぐりと向島百花園」4月26日 9時30
分。墨田区役所集合。30人。5,300円。
申込／4月10日（必着）までに往復はがき
に催し名・人数（中学生以上・小学生の
別）・代表者の住所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話・ファ
クスを記入し、東京水辺ライン（〒130-
0015墨田区横網1-2-16-4階）☎03-
5608-8869へ。

伝統楽器「コブズ」

全国育樹祭�都民育樹行事�
　①親子で育む樹

き

とみどりのフェスティ
バル＠むさしの／4月15日 10時〜16
時、武蔵野公園で。木工体験、ツリークラ
イミング、キャラクターショー、育樹体験、
苗木の無料配布など。②親子で楽しむ育
樹体験＠おおしま／5月20日 大島支庁
で。育樹体験、ミニ椅子づくり（木工体験）
など。小学生（保護者同伴）、抽選で40人。
昼食有。申込／4月27日（必着）までに
か往復はがきで。申込等詳細は で。

同 事 務 局 ① ☎0120-979-346② ☎
03-3938-4441か産業労働局森林課☎
03-5320-4898

東京みなと祭
〜体験乗船とバスツアー�

　体験乗船／①「新東京丸」5月26日 ・
27日 10時・13時・14時45分。②「屋形 
船」26日 ・27日 10時10分・12時10
分・14時10分。③「シンフォニー」27日
9時30分。④「レディクリスタル」27日 10
時30分。⑤「ヴァンテアン」26日 12時。
バスツアー／⑥「東京港ビューポイントツ
アー」5月26日 ・27日 10時・13時30 
分。申込／4月27日17時までに で。

同事務局☎03-5379-1336か港湾局
広報・国際担当☎03-5320-5524

東京都人権プラザ
｢名越啓介写真展『Familia保見団地』｣�

　4月25日〜7月21日。日本の公営団地
に暮らす日系ブラジル人等の日常を、3年
間にわたり撮影したドキュメントを展示。

同プラザ☎03-6722-0123、 03-
6722-0084

消防技術安全所一般公開〜消防科学っ
てなぁに?家族・地域を守るために�

　4月21日 9時30分〜15時。各種実験
実演、VR防災体験車、はしご車搭乗体験、
消防車両展示、音楽隊演奏など。

東京消防庁消防技術安全所☎03-
3466-1515内線6325

「総合治水推進週間」
施設見学会�

　5月19日 10時、蔵前ポンプ所集合。
蔵前ポンプ所、隅田川スーパー堤防等を
見学。小学4年以上（小学生は保護者同
伴）、抽選で80人。申込／4月19日（消印）
までに往復はがきに催し名・全員の住所・
氏
ふ り が な

名・年齢・電話を書き、〒163-8001東
京都建設局河川部（☎03-5320-5415）へ。

都立中央図書館�企画展示
「カザフスタン展」�
　6月11日まで（4月5日・20日・5月10日・
18日・6月7日は休館）。シルクロードの要
所として栄えたカザフスタンの文化や暮ら
し、自然等を紹介。会期中に上映会、コン
サート等も。

同館☎03-3442-8451

東京都公立学校臨時的任用
教職員採用候補者選考

（産休育休代替教職員）�
　内容／産休･育休を取得する公立学
校教職員の代替として勤務する常勤職
員。職種／教諭･養護教諭･事務･栄養
士。新規申込／4月28日（消印）までに
郵送か27日 ･28日 に持参。詳細は
で。
教育庁職員課☎03-5320-6714

外国語（英語）科時間講師�
　資格／外国語（英語）科教員普通免
許状をお持ちの方。期間／6月〜7月
か9月〜10月に1カ月間。勤務先／都
内の公立中学校か高校。申込／4月20
日までに で。
教育庁職員課☎03-5320-6794

東京都公立学校教員採用候補者選考
（31年度採用）　�
　職種／教員（小･中･高･特別支援学
校、養護教諭）。資格／教員免許（取得
見込含む）を持ち、昭和54年4月2日
以降（特例選考は昭和34年4月2日以
降）に生まれた方。採用／31年4月1
日以降。申込／5月7日18時までに
か、8日（消印）までに東京都教育庁選
考課（〒160-0023新宿区西新宿2-8-1
日本郵便（株）東京都庁内郵便局留）へ
簡易書留で郵送。試験日等詳細は要綱
（ 、区市教育委員会、都庁案内コー
ナー等で配布）で。
同課☎03-5320-6787

詳細は必ず事前に などで
ご確認下さい。

職 員 採 用

　66年続く「重田ふとん店」の三代目、
重田亮一さん。手作りふとんや座ぶと
んなどの新規注文に加え、痛んだ綿
をほぐし、新品のようによみがえらせ
る「打ち直し」も行う。見違えるように
ふっくらとしたふとんには「前よりもぐっ
すり眠れた」「疲れがとれた」といったお
客様の声が多く寄せられる。
　主に製作しているのは、古来から日
本人に親しまれてきた、手作りの木綿
ふとん｡「吸湿性や保温性、柔らかさの
点で、日本人の身体と日本の気候に
合っている。一度寝てもらえれば、違
いが分かりますよ」と語る。快適な睡眠
を届けたいという思いと同時に、その
根底には、"長く使われてきたものは、
良い"という信念がある。
　打ち直しをすることで、綿の再利用
が可能なため、環境にもやさしい。資
源循環に貢献できて、世の中に役立つ
仕事は､「自分の子供たちにも胸を張っ
て言うことができ、長く続けていく秘
訣でもある」という。 「妥協した時点で進歩はとまる」－師匠からの言

葉を胸に､日々技術の向上に努める。

　若くして確かな信頼と技術がある重
田さんだが、以前は電気会社のエンジ
ニアだった｡サラリーマン時代の経験
や、修行時代の不安や孤独の中で試
行錯誤した経験も､「全ては今につな
がっている。無駄なことは何一つない」
と語ってくれた。

快適な睡眠で、
人々に元気を。

寝具仕立工
重
しげ

田
た

　亮
りょう

一
いち

さん（平成27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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交　通

学　ぶ

目の健康講座
「緑内障ってこわい病気ですか？」�
　5月12日 15時、有楽町朝日ホール
で。600人。申込／4月25日（消印）まで
に かはがきに催し名・住所・氏

ふりがな

名・年
齢・電話を書き、東京都眼科医会（〒160-
0008新宿区三栄町8ルネ三栄町2階）へ。
講演会後、眼科健康相談も有（当日先着
100人）。

同医会☎03-3353-8383か福祉保健
局健康推進課☎03-5320-4356

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。
　科学技術高校☎03-5609-0227

（〒136-0072江東区大島1-2-31）「城ケ
島1000万年の旅」5月20日 。締切／4

月25日（消印）。
同校か教育庁生涯学習課☎03-5320-

6893

性暴力被害者支援員
養成研修�

　5月19日 ・20日 10時、都内で。性
犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援セン
ターの支援員を養成する研修。相談員経
験のある25歳以上の女性、50人。5,000
円。申込／5月7日までに性暴力救援セン
ター・東京の で。

同センター☎03-3656-0199か総務
局人権施策推進課☎03-5388-2589

老年学・老年医学公開講座「ストップ！
その生活習慣は本当に大丈夫？」���

　5月30日 13時15分〜16時、練馬文
化センターで。当日先着1,400人。

東京都健康長寿医療センター☎03-
3964-1141

自然・公園

高尾の森自然学校�

　①「美味しく楽しくヨモギを学ぼう!」5月
4日 ・5日 。②「はじめてのバードウォッ
チングー夏の回」13日 。③「生きものが
すむ森づくりー森林編」20日 。①③9
時30分②8時。いずれも小学生以上、各
日20人。応募多数の場合抽選。①②500
円（②中学生以下300円）③200円。申
込／開催日の1週間前までに かファクス
に、催し名・人数・代表者の住所・電話・
ファクス・全員の氏

ふりがな

名・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

旧古河庭園「100年記念事業
オープニングフェスティバル」�

　4月7日 ・8日 。11時・14時、庭園
ガイド。7日／10時、オープニングセレモ

ニー。13時、弦楽四重奏の演奏会。8日／
12時・15時、フルートとピアノの演奏会。

同園☎03-3910-0394

武蔵国分寺公園
「Sunday�Park�Cafe」�
　4月〜6月毎 （6月3日を除く）11時〜
15時。ケータリングカーによるパンや国分
寺の野菜を使ったスープカレー等の販売、
ワークショップなど。

同公園☎042-323-8123

春の六義園
〜大名庭園でツツジを楽しむ�

　4月14日〜5月6日。解説パネル展示等。
同園☎03-3941-2222

檜原都民の森�

　①自然教室「スミレと春の花ガイド」4月
29日 ・5月8日 。100円。「野鳥の声 
と哺乳類・星座ガイド」12日 〜13日 。
200円（寝袋等持参）。②木工教室「木箱」
4月22日 。2,100円。「ミニテーブル」
29日 。3,100円。③特別イベント「森林
セラピーとヨガ体験教室」28日 。100
円。「初心者のための三頭山登山教室」
5月4日 。100円。④大自然塾「樹木の
芽吹きと春の野鳥観察」4月22日 。100
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。

奥多摩都民の森（体験の森）
の催し�

　①｢奥多摩山歩き･御前山と笠取山」5
月19日 〜20日 ②｢奥多摩〇ごとネイ
チャー体験（大自然塾）･森林セラピーツ
アー｣27日 ｡いずれも中学生以上、抽
選 で20人｡①10,000円（1泊3食 付）② 
2,000円｡申込／①4月19日②27日（消
印）までに かはがき、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 
多摩郡奥多摩町境654）☎0428-83-
3631､ 0428-83-3633へ。

日暮里・舎人ライナー開業10周
年記念舎人公園千本桜まつり�

　4月7日 ・8日 10時〜16時。コンサー 
トやスタンプラリー、千本桜の案内（8
日）など。

東部公園緑地事務所☎03-3821-
7431

殿ヶ谷戸庭園�

　「春の手のひら盆栽展」4月28日 ・29
日 ・30日 。10時〜16時。盆栽（小品
盆栽）展示、即売会。「クイズで学ぶ殿ヶ
谷戸!」4月28日 〜5月6日 9時〜18
時。ヒントを頼りに園内を巡るクイズ。

同園☎042-324-7991

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

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）。

必要書類を用意し、最寄のバス営業所･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
込み可能。

❶�30年度住民税が「課税」の方……………………20,510円
��（申請が4月1日以降の場合は10,255円）
❷30年度住民税が「非課税」の方……………………1,000円
❸�30年度住民税が「課税」で29年の合計所得金額（※）が
125万円以下の方（経過措置）……………………1,000円

※��不動産売却に係る特別控除額（29年分）を控除します。該当
する方は、必要書類が異なる場合があります。

■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�「30年度介護保険料納入（決定）通知書」の所得段階区分が
「1」〜「5」（30年度から所得段階区分が変更になります。
不明な場合はお問い合わせ下さい）。

　※�29年度は所得段階区分が｢1｣〜｢6｣。品川区･目黒区･世田谷
区･武蔵野市･福生市･あきる野市は｢7｣、八丈町は｢9｣まで。

イ「30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（原則有料）。ア･
イは30年度の書類が発行されるまでの間は29年度の書類で代
用できます。ウは生活扶助受給が確認できるものに限ります。

　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30年9月までです。

対　象 必要書類

申　込

費　用

東京都シルバーパスの新規発行

羽村市で開催中の｢はむら花と水の
まつり｣。前期はさくら、続く4月6日
から25日までの後期は、羽村市内唯一の水田｢根がらみ前水田｣の裏作を利用し
て、チューリップまつりが行われる。一面に広がるチューリップ畑では、60種･約
40万本のチューリップの色彩を楽しむことができる。

(26年4月15日撮影。JR青梅線｢羽村｣駅下車、
徒歩約20分)

はむらチューリップ
まつり

※ ＝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！  　　　　　　　検索東京動画

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」�

　「プーシキン美術館展ー旅するフラン
ス風景画」5月28日 10時〜16時。身体
障害者手帳等をお持ちの方、抽選で各回
350人。申込／4月16日（消印）までに
かはがきに希望受付時間（①10時〜12時
30分・②12時30分〜15時・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。

ラ・フォル・ジュルネ�
TOKYO2018�

　5月3日 ・4日 ・5日 、東京国際
フォーラムほかで。子供から大人まで楽し
める世界最大級のクラシック音楽祭。テー
マ／「モンド・ヌーヴォー 新しい世界へ」。

同事務局☎03-3574-6833（平日10時
〜18時30分）

警視庁・東京消防庁音楽隊による、
都民コンサートが始まります！�

　「水曜コンサート（警視庁音楽隊）」4月4
日〜10月24日。「金曜コンサート（東京消
防庁音楽隊）」4月6日〜10月26日。いず
れも12時〜13時、日比谷公園小音楽堂
で。雨天中止。7月12日〜9月4日は休演。

東京芸術劇場☎03-5391-2111

東京文化会館
「避難体験コンサート」�
　5月7日 15時。コンサート中に災害が
発生した場合を想定した、避難訓練を実施

（演奏もお楽しみいただけます）。指揮／
梅田俊明、管弦楽／東京都交響楽団。曲
目／ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世
界より」から第4楽章ほか。【招待】小学
生以上、抽選で600人。申込／4月16日

（消印）までに往復はがきに催し名・人数
（4人まで）・代表者の氏

ふりがな

名・電話・全員
の住所・氏

ふりがな

名・年齢を書き、東京文化会
館（〒110-8716台東区上野公園5-45）☎
03-3828-2111へ。

プレミアムシンフォニック
コンサート�

　6月2日 14時、すみだトリフォニー
ホールで。出演／警視庁音楽隊・カラー
ガード。未就学児不可。抽選で1,200人。
申込／4月20日（必着）までに往復はが
きに代表者の住所・氏

ふりがな

名・電話・全員の
氏
ふりがな

名・年齢を書き、〒100-8929警視庁
音楽隊（☎03-3581-4321〈代表〉）へ。

トップアスリート発掘・育成事業
第10期生募集�

　優れた運動能力を有する中学生を選考
し、競技経験ゼロからオリンピック等国際
大会での活躍を目指す。対象競技／ボー
ト・ボクシング・レスリング・ウエイトリフティ
ング・自転車・カヌー・アーチェリー。対象／
日本国籍を有する都内在住・在学の中学
2年。競技体験・面接等の選考有。申込／
5月2日（消印）までに所定の申込書を郵送
で。詳細は で。

東京都体育協会☎03-6804-8123か
オリンピック・パラリンピック準備局事業
推進課☎03-5320-7715 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

4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

ふりがな

名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10,130人。

当選者には、4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。4月25日までにご送金ください。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下さい。
※�入場券代金のほかに取扱手数料500円（入場券1枚当たり）と入場券郵送料82
円が必要です。�

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

春の「都民半額観劇会」

劇場名・料金 演　　目 公演
番号 日　　時

帝国劇場
A席：5,000円
（330席）

ミュージカル「1789ーバス
ティーユの恋人たちー」
加藤和樹　神田沙也加（9日）
／夢咲ねね（11日）　ほか

1 5月9日 18時

2 5月11日 13時

明治座
S席：6,500円
（1,000席）

「仮縫」
檀れい　高橋惠子　ほか

3 5月14日 16時

4 5月17日 17時30分

新橋演舞場
1等席：6,250円
（600席）

「蘭�RAN�〜緒方洪庵　浪
なにわ
華の

事件帳」
北翔海莉　藤山扇治郎　久本雅
美　ほか

5 5月16日 17時

6 5月17日 17時

日生劇場
S席：6,500円
（1,200席）

「シラノ・ド・ベルジュラック」
吉田鋼太郎　黒木瞳　ほか

7 5月16日 18時30分

8 5月21日 18時30分
歌舞伎座
1等席：9,500円
（600席）

六月大歌舞伎
尾上菊五郎　中村吉右衛門
ほか

9 6月7日 16時30分

10 6月11日 11時

国立劇場
1等席：2,500円
（1,000席）

6月歌舞伎鑑賞教室
解説�“歌舞伎のみかた”�と
名作の上演
中村又五郎　ほか

11 6月3日 14時30分

12 6月11日 11時

三越劇場
指定席：5,000円
（700席）

新派130年　花形新派公演
「黒蜥蜴�－全美版－」
喜多村緑郎　河合雪之丞　
ほか

13 6月3日 15時30分

14 6月21日 15時30分

新橋演舞場
1等席：6,000円
（1,200席）

熱海五郎一座
「船上のカナリアは陽気な不
協和音」
三宅裕司　小林幸子　ほか

15 6月5日 16時30分

16 6月12日 16時30分

帝国劇場
A席：5,000円
（200席）

ミュージカル「モーツァルト！」
古川雄大　木下晴香（5日）　
山崎育三郎　平野綾（19日）　　　　　　
ほか

17 6月5日 12時30分

18 6月19日 12時30分

東京芸術劇場
指定席：4,900円
（1,000席）

湖北省京劇院日本公演　　
京劇「項羽と劉邦〜覇王別
姫」　　
湖北省京劇院　　　　　　　

19 6月13日 19時

20 6月14日 19時

シアタークリエ
S席：6,750円
（100席）

ミュージカル
「シークレット・ガーデン」
石丸幹二　花總まり　ほか

21 6月25日 13時

22 6月28日 13時
新橋演舞場
S席：5,250円
（600席）

OSK日本歌劇団��
レビュー　夏のおどり
高世麻央　ほか　　　　　　

23 7月5日 17時30分

24 7月6日 16時

新橋演舞場
1等席：6,500円
（1,400席）

松竹新喜劇�劇団創立70周年
記念公演「人生双六」　ほか
渋谷天外　藤山扇治郎　久本
雅美　ほか

25 7月13日 11時

26 7月16日 11時

東京芸術劇場
S席：3,250円
（200席）

「BOAT」
青柳いづみ　中嶋朋子　ほか

27 7月17日 19時

28 7月18日 13時

※料金はいずれも半額後の入場料金+取扱手数料500円（入場券1枚当たり）の金額。

申　込

入場券の送付

アニメで学ぶ労働法
｢新入社員 萌

もえ

のTime is Money｣を配信
　主人公・萌の経験を通して時間外労働等の労働法を学べる約4分の動画。
　｢突然の残業命令｣｢仕事が遅いから残業代なし｣｢残業代が固定｣という問題に
直面する萌の前に、労働法の神･ガベルが現れ、法の
内容やルールを解説し、問題を解決します。労働相談
情報センターのホームページでご覧下さい。同セン
ター他でDVDの貸し出しも有。

お問い合わせ 労働相談情報センター　☎︎03-5211-2209

ガベルの
登場シーンにも

注目！
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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 13:55〜13:59
東京クラッソ！ NEO（TOKYO MX）（★） 日曜 21:29〜22:00
東京JOBS（TOKYO MX）（★） 水曜 21:54〜22:00
東京インフォメーション（TOKYO MX） 月曜〜金曜 7:15〜7:20

（★）は、30年4月から放送時間が変更になりました。

ラジオ

都民ニュース
（TBSラジオ［954kHz］、［90.5MHz］）

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。

〈次号（5月1日発行）は、4月30日・5月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

[パルテノン多摩4階マジックサウンドルーム]☎042-375-1414。
11時･14時、 春休みの 12時45分〜16時30分開室。実演時間は要

確認。 休室。一般200円。小･中学生100円。
[東京都立埋蔵文化財調査センター]☎042-373-5296。9時30分〜17時開館。

京王相模原線･小田急多摩線･多摩モノレール｢多摩センター駅｣徒歩5分。

首都大学東京の｢電子工作ワークショップ｣

お問い合わせ 総務局大学調整担当　☎03-5388-2289

　科学技術週間にちなんだイベントや、試験研究機関の施設公開など、さまざまな催
しを実施します。

4月21日 ･22日 10時〜17時
日本科学未来館（江東区青海）

4月16日〜22日は科学技術週間

　駅全体がまるで絵本のような可愛らしさを演出している、多摩セン
ター。駅から伸びる広い道を歩くと、本格的なコンサートホール等を備
えたパルテノン多摩に着く。4階のマジックサウンドルームでは、約100
年前にアメリカやドイツで作られたオルゴールと自動演奏楽器が展示
され、演奏会も行われる。
　見どころは、ラフマニノフといった当時の音楽家たちの演奏を記録
し、指のタッチや音の強弱を再現した自動再演ピアノ。瞳を閉じれば、
本物のピアニストがすぐ傍らで名演を繰り広げているかのよう。また、
高さ約3ｍの自動オーケストラ楽器の奏でる音色は、楽員100人分に
匹敵し、その力強い演奏に思わず息をのむ。他にも、当時の空気が醸
し出されるバイオリンの陽気な演奏やディスクオルゴールの趣深い音
色等、さまざまな音の芸術に触れることができる。
　サンリオピューロランド近くの東京都立埋蔵文化財調査センターも、
先人へ思いを馳せるにふさわしい。多摩ニュータウン遺跡群から発掘
された出土品22万点以上の一部を展示しており、1万年以上前の貴重
な縄文土器に触れることも可能。ゴールデンウィークには火おこしや弓
矢、土器の発掘等、当時の暮らしを体験できるイベントも。今年度の企
画展「蒼

う み

海わたる人々」では、命がけで東
京の島々へ渡った古代人の、壮大なドラ
マを目の当たりにできる。
　それぞれの空間が生み出す"時"の肌
触りを、ぜひ味わってみてほしい。

マジックサウンドルーム

東京都立埋蔵文化財調査センター遺跡庭園「縄文の村」

多摩センター駅周辺（多摩市）

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093　

時空を超えて、ロマンに浸るひとときを

=パソコン用壁紙

日　時
会　場

試験研究機関の施設公開等
◦東京都医学総合研究所	 	 　◦東京都健康長寿医療センター　
◦東京都農林水産振興財団青梅庁舎	 　◦東京都立産業技術研究センター
◦東京都土木技術支援･人材育成センター	　◦東京消防庁消防技術安全所

　首都大学東京の教員や学生による実験･
工作教室をはじめ、見て･触って･体験でき
る、楽しい催しがいっぱい。

詳細はホームページをご覧下さい。
http://www.fushigi.metro.tokyo.jp/

　都内には多くの保育所や幼稚園があり、その種類も認可保育所、認証保育所、認定
こども園などさまざまです。「こぽる」（とうきょう子供･子育て施設ポータル）では、
自宅や最寄駅など知りたい場所の施設情報を探せます。ぜひご活用下さい。

都内の保育所や幼稚園などを探せる
ポータルサイト"こぽる"を開設しました！

◦�都内の保育所や幼稚園などの情報を一
括検索。地図からも探せる。
◦�スマートフォンなどの位置情報から、
近くの施設が分かる。

サイトの特徴


