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大会ボランティア募集中

3

自転車安全利用TOKYOキャンペーン
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ベランダからの転落事故に注意！

世帯と人口

Fax 03-5388-1329

東京都のホームページ▶http://www.metro.tokyo.jp/

30年3月1日
現在の推計

ベランダ周りをチェックし、
事故防止の対策を

691万8,124世帯 人口1,375万4,043人（男：677万5,670人
＊参考：外国人数52万2,105人

女：698万373人）

都庁の代表電話▶☎03-5321-1111

東京都
初開催 !

｢育樹から

木のある暮らし

つないでく｣をテーマに、健全で活力

ある森林を守り育て、次の世代に引き継ぐことの大切さを伝えるため、
毎年秋に開催される国民的な森林･緑の祭典｢全国育樹祭｣を東京都で
初めて開催します。

式典行事参加者募集
皇族殿下のご臨席の下、全国から約5,000人が参加し、緑化功労者等の表彰、緑
の少年団の活動発表などを行うほか、伝統芸能や歌唱、創作ダンスなど豊富なアト
ラクションを交えて、森づくりや木を使うことの大切さをわかりやすく伝えます。
日

時

11月18日 日 10時

場

所

武蔵野の森総合スポーツプラザ

募集人数
申

込

1,000人程度(応募多数の場合抽選）
6月29日(消印)までに か所定の様式( で入手可)を郵送かファクスで。
申込方法等詳細はホームページをご覧下さい。

都内各地で関連行事を実施します!
11/18
日

11/17

式典行事

土

会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ（調布市）

お手 入れ行 事

青梅市

足立区

新宿

あきる野市
八王子市

11/17
土

調布市

育林交流集 会

日

月

森林・林 業・環 境 機 械
展示実演会

会場：旧都立秋川高等学校跡地（あきる野市）

お問い
合わせ

都民育樹行事

海の森公園
予定地
羽田空港

会場：青梅市総合体育館

11/18 11/19

東京駅

11/17
土

全国緑の少年団活動発表大会
会場：八王子市南大沢文化会館

全国育樹祭東京都実行委員会事務局(産業労働局森林課)
☎03-5320-4836 https://www.42nd-ikujusai.tokyo.jp/

｢親子で育む樹とみどりの
フェスティバル@とねり｣
5月27日 日 10時〜16時、舎人公園
で。木工体験、キャラクターショー、
ツリークライミング、苗木の無料配
布など。
お問い
合わせ

ツリークライミング

0120-979-346
都民育樹行事事務局
産業労働局森林課 ☎03-5320-4837
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お

スポーツ
あ

し

し え て

オリンピック・ パ ラ リ ン ピ

た

未 来への道
1000km縦断リレー2018

ツ

ク

46

今回は、
パラリンピックのボートを紹介します。
パラリンピックのボート競技は、2008年北京大会から正式競技となりま

この夏も、青森から東京までランニングと自転車で東日本大震災の被災

した。日本はそれ以来、3大会連続で出場しています。

地を縦断するリレーを開催します。たすきをつなぐリレーを通じて復興へ

肢体不自由や視覚障害を持つ選手が対象となります。レースの距離は、

向けた取り組みや被災地の現状を発信することで、東日本大震災の記憶の

昨年のルール変更により、1,000ｍからオリンピック同様の2,000ｍとな

風化を防ぐとともに、全国から集まる参加者と被災地の方々が、スポーツを

りました。男女別のシングルスカル
（1人乗り）
、男女ペアで行うダブルスカル

通じて絆を深めます。皆さんの参加をお待ちしています。

だ

しゅ

（5
（2人乗り）
、男女2人ずつと舵手1人のチームで行われる舵手つきフォア
人乗り）
の3種目4競技が実施されます。
シングルスカルは、固定された座席の背もたれに身体をベルトで固定さ

青森県

せ、腕と肩の力のみでゴールを目指します。ダブルスカルでは、座席が固定
されているだけで背もたれは無く、体幹も使って漕ぐことができますが、2

岩手県

宮城県

福島県

茨城県

参加申込

ライドするボートを膝まで使って漕ぎます。舵手の号令とともに、4人で呼

岩手県宮古市

開催期間

7月24日 ～8月7日

参加条件

①ふれあいランニング
年齢制限なし。車椅子等でも参加可
能。7月24日ほか、指定会場で実施。
②ランニング（1区間約1km～10km）
小学生以上の健康な方。
③自転車
（1区間約10km～30km）
高校生以上の健康な方。

吸を合わせて漕ぐため、5人のチームワークが重要となります。
シングルスカルでは、個人技や身体能力の競い合い、ダブルスカルと舵手
つきフォアにおいては、息の合ったチームワークも見どころです。

これから障害と向き合う人のため、魅せる選手になる
あ り や す りょう へ い

日本パラローイング協会の有安諒平選手は、東京2020大会に向け
た意気込みとして、
「障害と向き合うきっかけをくれたパラ。自分が出
いちかわとも

場し、これから障害と向き合う人のため、魅せる選手になる！」、市川友

※会場までの交通費、宿泊費等は各自の手
配･負担。

東京都 千葉県

定 員

人でタイミングを合わせる難しさがあります。舵手つきフォアは、座席がス

み

美選手は、
「日々の積み重ねの先にある2020
に、心、身体、技術、全てが最高の状態で悔い

約1,300人
（①～③合計）
。申込多数の場合抽選。

なく挑めるように一日一日を大切に過ごしま

5月31日
（必着）
までにホームページか郵送、ファクスで。

す」
と語っています。

申込方法等詳細はホームページをご覧下さい。
http://www.1000km.jp/

大きな活躍が期待される両選手に、皆さん
ぜひ注目してください！

お問い合わせ

お問い合わせ

同参加者事務局 ☎03-3255-5613、 0120-37-8434
オリンピック･パラリンピック準備局事業推進課 ☎03-5388-2198
計画

スポーツ振興

募集

｢東京都スポーツ推進
総合計画｣を策定しました
東京都は、2020年とその先を見据え、スポーツを通じ東京
の未来を創造していくための羅針盤となるものとして、2024
年度までの新たな計画である｢東京都スポーツ推進総合計画｣
を策定しました。本計画に基づき、
「スポーツ都市東京」の実現
を目指し、スポーツ振興施策を推進していきます。

基 本 理 念
｢スポーツの力で東京の未来を創る｣

都民のスポーツ実施率70%（※）を達成し、誰もが、いつでも、どこでも、
いつまでもスポーツを楽しみ、スポーツの力で人と都市が活性化する｢ス
ポーツ都市東京｣を実現します。
※週1回以上スポーツを行う人（18歳以上）の割合

3つの政策目標
政策目標 1

スポーツを通じた健康長寿の達成

将来イメージ ： 都民の誰もが、気軽にスポーツに親しむことによって、心身の健
康が維持・増進し、いきいきと生活しています。

政策目標 2

TOKYOウオーク2018
参加者募集
東京の名所などを巡り東京の魅力を体験しながら
スポーツに親しむ、全5回シリーズのウオーキング大
会です。ぜひご参加下さい！
昨年の様子
（芝公園）

回

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

ウオーキングエリア

スタート・ゴール会場

  6月  9日

世田谷・狛江エリア

駒沢オリンピック公園

第2回

  7月  7日

瑞穂・武蔵村山エリア

みずほエコパーク

第3回

  9月15日

江東・臨海エリア

東京臨海広域防災公園

第4回

10月27日

国分寺・立川エリア

武蔵国分寺公園

第5回

12月  8日

練馬・中野エリア

光が丘公園

各回とも、約8km･約12km･約20kmの3つのコースと、史跡や文化財の
解説を行うガイドウオークコースを設定。さらに、第1･3･5回はこどもと
ウオーク
（約5km）、第2･4･5回は自然を楽しむネイチャーウオークを実
施。ウオーキング教室も実施予定。
参加費

1回当たり
①事前申込：大人1,000円、中･高校生と75歳以上500円。各
大会20日前まで。
②当日申込：大人1,500円、中･高校生と75歳以上1,000円。
小学生以下は無料。

スポーツを通じた地域･経済の活性化

※｢東京都スポーツ推進総合計画｣の全文はホームページか、都民情報ルーム（都
庁第一庁舎3階）で閲覧できます。

開催日

第1回

スポーツを通じた共生社会の実現

将来イメージ ： 企業・地域団体等がスポーツの楽しさを実感できるサービス等
を提供し、地域や経済が活性化しています。

オリンピック・パラリンピック準備局計画推進部 ☎03-5320-7480

ウオーキング大会

将来イメージ：障害の有無や年齢、性別、国籍等を問わず、全ての人が分け隔てな
くスポーツを楽しみ、互いを理解・尊重しながら共生しています。

政策目標 3

市川選手
写真提供 日本パラローイング協会

※別途所定の手数料がかかります。
定 員

各回4,500人

申 込

ホームページか電話（☎0570-039-846）
、チラシ（各区市町村
スポーツ主管課等で入手）
添付の申込兼郵便局の払込用紙で。

お問い合わせ

同大会事務局 ☎03-5256-7855 http://www.tokyo-walk.jp/
オリンピック・パラリンピック準備局事業推進課 ☎03-5320-7714

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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スポーツ

ラグビーワールドカップ2019™大会ボランティアを募集しています
2019年 に は ア ジ ア で 初 と な る

募 集 概 要

ラグビーワールドカップが開催さ

活動期間

ラグビーワールドカップ2019™期間
中（2019年9月20日〜11月2日）とそ
の前後

主な活動内容

試合会場周辺における運営補助、最寄
り駅や空港における案内、ファンゾー
ン（※）における来場者サービスなど

れ、多くの観客・旅行者が東京を訪
れます。こうした方々を温かく迎
え、ラグビーの価値と日本の魅力
を伝えるため、大会ボランティア
「TEAM NO-SIDE（チームノーサイ
ド）
」の一員として、一緒に活動しま
せんか。
お問い合わせ

講

全国12開催都市
（東京都／埼玉県･熊谷市／神奈
川県･横浜市など） 合計約10,000人

募集人数

◦2019年3月31日時点で満18歳以上の方

主な募集条件

◦1日あたり最長8時間程度活動できる方
7月18日11時59分までにホームページで。

申 込

募集条件等詳細はホームページをご覧ください。
https://www.rugbyworldcup.com/

※ファンゾーンとは、試合中継、ステージイベント等を無
料で楽しめるスペースです。

（申込について）
同事務局 ☎03-4405-6225 （事業について）
オリンピック･パラリンピック準備局運営課 ☎03-5388-2266

座

日常生活の中で、困っている外国人に簡単な英語で道案内などの手助け
「外国人おもてなし語学ボランティア」 を行うボランティアを育成する講座を開催します。
講座の修了者をボラン
ティアとして登録します。
育成講座
語学力
（英語）
に応じてどちらかを選択してください。

対 象

入門～初級の語学力
（英語）
の方

内 容

 国人に対する｢おもてなし｣の心を学ぶ｢おもてなし講座｣1回と
外
｢語学講座」
4回をセットにした全5回のコース

募集区分
第1回

36

第2回

コース名

おもてなし講座

セット①Ａ
セット①Ｂ

5月24日
5月25日

セット①Ｃ

5月27日

セット②Ａ

6月  2日

セット②Ｂ

6月  3日

セット②Ｃ
セット②Ｄ
セット②Ｅ

6月  5日
6月14日
6月19日

◦セット①Ｂ･②Ｅは託児サービス有。
募集期間

語学講座
（4回）
※同日2回開催
6月1日・4日※
5月28日・31日※
5月31日・
6月1日・4日・5日
6月9日・16日※
6月6日・8日・
11日・13日
6月7日・13日※
6月18日・21日※
6月22日・25日※

第1回：5月7日まで。第2回：5月11日～21日

会

場

南部労政会館
多摩消費生活センター
南部労政会館
八王子労政会館

60

国立オリンピック記念
青少年総合センター
健康プラザハイジア
申込方法

❷ おもてなしコース（定員各 人）

❶ セットコース（定員各 人）

講 座 内 容

か受講申込書（

対 象

お おむね実用英語技能検定2級以上、TOEIC500点
以上に相当する語学力の方、または英語による簡単
な日常会話ができる方

内 容

｢おもてなし講座｣1回のみのコース

募集区分
第1回

第2回

コース名
おもてなし①Ｄ
おもてなし①Ｅ
おもてなし①Ｆ
おもてなし②Ｆ
おもてなし②Ｇ
おもてなし②Ｈ
おもてなし②Ｉ
おもてなし②Ｊ
おもてなし②Ｋ
おもてなし②Ｌ

◦おもてなし①E･②Ｇは託児サービス有。

同事務局

☎03-6388-0114

生活文化局地域活動推進課

☎03-5388-3056

南部労政会館
八王子労政会館
南部労政会館
健康プラザハイジア

等でお知らせします。

5月1日～31日

｢自転車安全利用TOKYOキャンペーン｣
～交通ルール、マナーを守り自転車を安全に利用しましょう

ご家庭で使用中の白熱電球2個以上をLED電球1個に

自転車は身近な乗り物ですが、交通ルールやマナーの違反は重

無料で交換し、省エネアドバイスを行っています｡交換

大事故につながります。自転車におけるルールを確認しましょう。

できる参加協力店が地域の家電店だけでなく、一部の家
電量販店にも拡大し、ご本人でなくても代理人による受
さらなる省エネに取り組みませんか。
このポスターが協力店の目印です

都内在住で18歳以上の方
（1人1回まで）
LED省エネムーブメント参加協力店
（地域の家電店や一部の家電量販店）

交換に必要なもの

◦使 用中の白熱電球2個以上
（36Ｗ以

上で、うち1つは口金サイズがE26）
◦本人確認書類
（運転免許証や健康保

形状A型の電球

E26サイズの口金

交換後のLED電球

◦口金のサイズがE26、電球の形状がA
型、電球40Ｗ相当または60Ｗ相当

※交換場所や代理人による受領方法など、
詳しくはお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

クール･ネット東京コールセンター ☎0570-066-700、☎03-6704-4299

※ 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

自 転 車 安 全 利 用 のル ー ル

領が可能となりました。この機会にLED電球へ交換し、

険証など）

多摩消費生活センター
東京ウィメンズプラザ

自転車

白熱電球からLED電球への交換
がさらに便利になりました！

交換場所

健康プラザハイジア

https://www.apply-omotenashi-v.com

省エネ

対 象

会 場
八王子労政会館

で入手可）によりお申し込み下さい。

◦一部の区市町村等においても、本講座を開催します。重複受講はできません。 ◦7月以降の講座スケジュールは決定次第
お問い合わせ

開催日
5月26日
5月30日
5月31日
6月  1日
6月  6日
6月10日
6月12日
6月23日
6月24日
6月27日

①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
じゅんしゅ

④信号 遵 守
⑤交差点での一時停止と安全確認
⑥夜間はライトを点灯
⑦駐輪場を利用
⑧こまめに点検整備
⑨万が一に備えて保険に加入
⑩大人も子供もヘルメットを着用
⑪以下の運転は禁止
◦並進運転 ◦二人乗り運転 ◦運転中のスマート
フォン･携帯電話、イヤホン･ヘッドホンの使用
◦傘差し運転 ◦飲酒運転

お問い合わせ

青少年･治安対策本部交通安全課 ☎03-5388-3124

※電話番号を間違えないようにお願いします

平成30年
（2018年）
5月1日
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広報 東京都

お知らせ
東京都医療機関案内サービス
｢ひまわり｣をリニューアル
キーワード検索機能を追加するなど、
医療機関の情報がさらに入手しやすくな
りました。ご活用下さい。
東京都保健医療情報センター☎035272-1801

業廃棄物管理票）
の交付が必要です｡29

4月から対象疾病（指定難病）
が331疾
病に拡大されました。申請手続等の詳細
か区市町村の窓口で。
福祉保健局疾病対策課☎03-53204004

小児慢性特定疾病医療費
助成制度の対象拡大
4月から対象疾病が756疾病に拡大さ
れました。申請手続等の詳細は

で。

福祉保健局家庭支援課☎03-53204375

票交付等状況報告書｣を作成し、6月30

財務局庁舎管理課☎03-5320-7890

内コーナー・多摩教育事務所・東京都教

日までに都に提出する必要があります
（排
環境局産業廃棄物対策課☎03-5388-

6743

には、都内の多くの区市町村で防災行政

脳卒中は、救命や後遺症の軽減を図る

無線等による｢これは、Jアラートのテスト

急情報伝達試験が実施されます。試験時

工業統計調査
製造事業所を対象とした調査です。5月

上で、発症後の早期治療が不可欠な疾患

です｣という放送や、防災情報メール送信

中旬から調査員が伺いますので、調査へ

です。次のような症状が突然起こったらす

等が行われます。詳細は各区市町村へお

の回答をお願いします。

ぐに119番して下さい。迷った場合は、救

問い合わせ下さい。

総務局産業統計課☎03-5388-2544

総務局防災管理課☎03-5388-2587

急相談センター
（♯7119）
へ。
〈自分で気づくこと〉

◦片方の手足・顔半分の麻痺、しびれ
◦ロレツが回らない、言葉が出ない など

5月は自動車税の納期です

がゆがんでしまう など

ク フラッグツアー｣と連動し、都庁職員

害者手帳等をお持ちで一定の要件に該当

食堂と都議会議事堂レストランで、全国の

する方は、自動車税の減免が受けられます。

ご当地メニューを提供。期間／31年3月

福祉保健局医療政策課☎03-53204417

全国ご当地メニュー
ランチフェア実施中
｢東京2020オリンピック・パラリンピッ

5月31日 までにお納め下さい｡身体障

〈まわりの人が気づくこと〉

自動車税コールセンター☎03-3525-

まで。実施日等詳細は

画調整課☎03-5320-7823

集
窓口センターで。13日

都営住宅入居者

は、9時30分〜

17時に東京観光情報センター
（都庁第一

【問合先】JKK東京
（東京都住宅供給公

除く。

（その他の期間）
、いずれも

募集戸数／①家族向・単身者向
（一般募

のみ｡所得等の審査有｡申込／在学校へ。

集住宅）
2,350戸②若年夫婦・子育て世帯

締切／5月中の在学校が指定する日。

向
（定期使用住宅）
750戸③病死の発見が

7929か 生 活 文 化 局 私 学 振 興 課 ☎03-

の配布／5月7日〜15日（

で。

オリンピック・パラリンピック準備局企

4066（平日9時〜17時）
か主税局相談広
報班☎03-5388-2925

810
（5月7日〜17日）
、☎03-3498-8894

5320-7710
（テレホンガイド）

5月16日 11時ごろ、全国一斉に全国

教育庁高等学校教育課☎03-5320-

5月25日〜31日は
脳卒中週間です

門課程）
に在学する生徒で、勉学意欲が

在学校、東京都私学財団☎03-5206-

ターで配布。

瞬時警報システム
（Jアラート）
を用いた緊

社）
都営住宅募集センター☎0570-010-

高専・専修学校
（専門課程）
は都内の学校

育相談センター・東京都教職員研修セン

緊急情報伝達試験を
5月16日に実施

3514

で、高校・高専・専修学校
（高等課程、専

あり、経済的理由により修学が困難な方。

。締切／5月

9日
（消印）
。願書／文部科学省・都庁案

募

奨学金
（無利子貸付）
。対象／都内在住

試験／8月2日 ・3日

都庁見学、駐車場の利用はできません。

産業廃棄物の処理を委託する場合、産

育英資金奨学生

高等学校卒業程度認定試験
（第1回）


電気設備定期点検のため、展望室等の

年度にマニフェストを交付した事業者は、

◦歯を見せるように笑ってもらっても、顔

産業廃棄物を排出する
事業者の方へ

5月12日 都庁展望室等の
一般公開を休止します

その内容をとりまとめた｢産業廃棄物管理

出場所が八王子市の場合を除く）
。

難病医療費等助成制度の
対象拡大

は

業廃棄物を引き渡す際にマニフェスト
（産

庁舎1階）
で。 からも入手可。申込／5月

17日
（必着）
までに郵送で渋谷郵便局へ。

東京水道フォトコンテスト
テーマ／水道水源地域か東京の水道

施設の美しい四季。締切／6月30日
（必
着）
。入賞作品は広報グッズに採用予定。

｢東京都障害者総合美術展｣
出品作品

応募方法等詳細は

で。

水 道 局サービス推 進 課☎03-5320-

作品／絵画・造形・書・写真。資格／

6326

都内在住の障害者。申込／6月8日
（消印）
で入手）
を郵送で

遅れた住宅等300戸。募集案内・申込書

までに所定の申込書
（

除く）
に

日本チャリティ協会
（〒160-0004新宿区

都庁、区市町村窓口、同募集センター・各

四 谷1-19アーバン四 谷ビル4階）
☎033341-0803、 03-3359-7964へ。
同会か福祉保健局障害者施策推進部
☎03-5320-4147、 03-5388-1413

潤いのある
豊かな社会を目指して
｢東京都選定歴史的建造物｣の選定
東京都では、自然・まち並み・歴史・文化等に配慮した都市づくりにより、潤い
のある豊かな社会を実現するため、東京都景観条例に基づいて、歴史的価値のあ
る建造物のうち、東京の景観づくりに重要なものを、東京都選定歴史的建造物と
して選定しています。5月1日現在で93件選定。
東京都選定歴史的建造物等の周辺で建築行為などを行う方に、歴史的景観へ
の配慮をお願いしています。

昨年度受賞作品

働 く
世界発信コンペティション 革新的な
｢製品・技術｣｢サービス｣の募集
対象／都内中小企業・個人事業主で、

商品化から5年未満の製品・技術・サー
ビス。賞金／大賞300万円、優秀賞150

事に関心のある学生・転職希望者等。エン

締切／5月25日
（必着）
。応募方法等詳細

法人への面接申込が可。事前申込不要。

で。

4763か東京都中小企業振興公社☎035822-7239

登録販売者試験
一般用医薬品の販売等に従事しようと
する方のための試験。試験／9月9日 。

都市整備局緑地景観課 ☎03-5388-3359

13時30分〜16時、泉ガー

トリーシート
（ で入手）を1枚持参で複数

産業労働局創業支援課☎03-5320-

お問い合わせ

5月13日

デンギャラリー
（港区）で。対象／福祉の仕

万円、奨励賞100万円、特別賞50万円。
は

旧小笠原邸
（昭和２年建設・新宿区） 旧博物館動物園駅駅舎
（昭和８年建設・台東区）

福祉業界安心就職ネットワーク
合同就職説明会

受験料／13,600円。願書配布／5月22日
から都庁、都内保健所などで。願書受

付／5月28日〜6月8日
（消印）
に郵送で。

福祉保健局薬務課☎03-5320-4522

東京都福祉人材センター☎03-52112860か 福 祉 保 健 局 地 域 福 祉 課 ☎035320-4049

狩猟免許更新適性試験・
講習
5月19日
日

・24日

・30日

・6月6

ほか14回｡対象／27年度に狩猟免

許を取得・更新した方｡申込／実施の5日
前（

除く）
までに申込書等を環境局

自然環境部
（☎03-5388-3505）
、多摩環
境事務所
（☎042-521-2948）
、各支庁へ
持参。

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30年
（2018年）
5月1日

都庁では

第873号

5

Information ／暮らしの情報

により情報を発信しています！

催 し

常に真剣に、信頼で輝く
まつ

もと

しん

松本

憲法週間行事
「講演と映画の集い in 清瀬」

5月11日 13時30分〜17時、清瀬け

理容師

伸さん（平成17年度受賞）

扉を開けば、穏やかな笑顔に迎えら
れ、一瞬で安心感に包み込まれる。
全国理容技術競技大会での優勝を
経て、現代の名工、黄綬褒章を受賞

る姿が、出会った人々の心を動かした。
「お 客 様との 出 会 いこそ 原 動 力。
〝生きた会話″
をしながら人生を送る
ことができるのはありがたい」
と松本さ
「東京2020大
（章）
。その確かな技術と人柄に惹かれ、 ん。今後の展望を聞くと
会では、世界の人々に日本の理容技術
松本伸さんの理容室には全国からお客
のおもてなしを味わってほしい」
。松本
さんが集まり、各界の著名人も通う。
さんは、今日も訪れた全ての人に、心
日本一になると心に決めて、小学生
地の良いひとときを届けていく。
の頃から理容の仕事に携わってきた。
長年のキャリアを物語る、シャンプーの
手ともいえる自然に膨らんだ指は
「宝
物」
。
「指一本一本に心を込めて」お客
様に誠心誠意向き合ってきた。父親の
指導は厳しかったが「父から息子へ『真
心』
が受け継がれた」
という。
理容師の魅力は
「お客様との信頼
関係」
と語る松本さん。鋭利な刃物を
使用する職業だからこそ、常に真剣勝
負。正しい角度と基本の姿勢は崩さな
い。
「最も大切なことは、基本を磨き、
信頼で輝くこと」
。また、
「一生懸命さが
伝わって人は動き、努力が結実する」
と
も。日本人特有の髪質に合ったカット
技法の開発や理容の文化史について
大学時代から｢芸術と技術の関わり」
を研究し
の研究書出版等、物事を徹底的に極め
てきた。
■ 東京マイスター WEBサイト http://www.meister-award.metro.tokyo.jp/

5月20日

東京都難病ピア相談室(東

やきホールで。講演／
「認知症の母と暮

京都広尾庁舎)。6月30日 立川女性総合

らした10年〜私のサヨナラの伝え方」安

センター。いずれも10時～18時。予約不

藤和津
（エッセイスト）
。手話通訳・要約筆

要。カフェのような雰囲気のなかで交流、

記有。映画／
「ぺコロスの母に会いに行く」

情報交換。個室での相談も可。

（字幕付）
。当日先着450人。

総務局人権施策推進課☎03-5388-

福祉保健局疾病対策課☎03-53204477

2588

川を歩こう
（旧中川コース）

6月2日 、東大島駅〜亀戸中央公園。
100人。申込／5月11日
（消印）
までに往
復はがきに催し名・人数
（5人まで）
・代表
ふりがな

者の住所・氏 名・電話・メール・全員の
ふりがな

氏 名・年齢を書き、〒163-8001東京都
安藤和津

水道キャラバン
（大人向け講座）


建設局河川部
（☎03-5320-5425）へ。
応募者多数の場合抽選。

親子で体験 IN 夢の島
【低学年編】


5月19日 13時〜14時、都立中央図書

同年代の家族と交流しながら、指人形

館で。6月1日 14時〜15時、水道歴史館

劇やスポーツなどを体験。6月2日 〜3日

で。当日先着40人。24時間安定して水道

。小学1年〜3年と保護者20組40人。1

水を届ける取り組み、震災への備えや対

組12,000円
（1泊3食付）
。申込／5月10日

策等の説明、
「凝集沈でん・ろ過」実験。参
加者に防災グッズ等をプレゼント。
水道局サービス推進課☎03-5320-

（消印）
までに往復はがきに全員の住所・
ふりがな

氏 名・年齢・性別・電話・メールを書き、
東京スポーツ文化館
（〒136-0081江東区
夢の島2-1-3）
☎03-3521-7323へ。応募

6326

東京の民生委員制度
創設100周年記念イベント
宿泊施設バリアフリー化支援補助金
対象や限度額を拡充しました

難病患者交流イベント

パレード／5月13日 10時40分、新

多数の場合抽選。

東京水辺ライン

労働相談情報センターの
街頭労働相談

宿通り
（新宿三丁目から新宿駅東口）
で。

旅館業法上の許可を受けている都内

解雇・雇止め・賃金不払い・雇用保険

10時〜19時
（15日は16時）
、新宿駅西口

6,000円。申込／5月23日
（必着）
までに

宿泊施設対象。補助額／対象経費
（改修

など労働問題全般。日時・場所／①5月

広場で。民生委員の活動の周知など。

往復はがきに催し名・人数
（中学生以上・

工事費等）
の3分の2以内で1施設当たり

15日

11時 〜14時30分、ぽっぽ 町 田

パネル展／13日 ・14日 ・15日

東 京 都 民 生 児 童 委 員 連 合 会 ☎03-

「水上バスで行く!築地本願寺寄席」
6月
6日 10時、墨 田 区 役 所 集 合。100人。

ふりがな

小学生の別）
・代表者の住所・氏 名・年

3,000万円を上限。改修等の規模や内容

②16日 11時〜15時、池袋駅西口東武

3235-1163か福祉保健局地域福祉課☎

齢・電話・ファクスを書き、東京水辺ライ

により補助額等が異なります。申請／31

ホープセンター地下1階③25日 12時〜

03-5320-4031

ン
（〒130-0015墨田区横網1-2-16-4階）

で入手可）
を

17時、新宿駅西口広場④25日 12時〜

年2月14日までに申請書
（
東京観光財団へ。

15時30分、上野御徒町駅構内⑤25日

東京観光財団☎03-5579-8463か産

11時〜15時、伊勢丹立川店2階⑥27日
10時〜15時、しながわ中央公園。

業労働局観光部☎03-5320-4881

労 働 相 談 情 報センター☎03-3265-

環境保全資金融資
あっせん制度

6110

低公害・低燃費車への買い替えに対し、
低金利の融資をあっせんし、利子の2分

スタートアップ TOKYOセミナー
2018
5月28日 15時15分、赤坂アークヒル

他購入車両に対する補助も有。対象／都

ズサウスタワーで。起業を目指す方など、

で。申込等詳細は

で。

環 境 局 自 動 車 環 境 課 ☎03-53883535

40人程度。東京でのビジネスの魅力や都
の支援施策等について。小池知事講演、
先輩起業家の体験など。日英同時通訳
有。申込／5月14日までに

で。

政策企画局渉外課☎03-5388-2061

職 員 採 用
詳細は必ず事前に

東京都保健医療公社職員
職種・人員／看護師200人程度・助

産 師10人 程 度(資 格 取 得 見 込 み 者)。

などでご確認下さい。

被災3県の任期付職員
(各県採用)
東日本大震災で被災した岩手県・宮
城県・福島県で勤務する任期付職員。

いずれか選択可。採用／31年4月1日。

説明会／6月2日

は

か同公社

0120-401-170へ。

東 京 都 看 護 協 会 ☎03-5229 -1281

13時〜16時、都庁

地域消防団による
消防操法大会
5月〜7月、学生・主婦・会社員等学業
や仕事を持ちながら消防団の活動をして
いる23区内各消防団による訓練成果発

か福祉保健局医療人材課☎03-5320-

表。詳細は最寄りの消防署・消防団本部

4447

まで。
東 京 消 防 庁 消 防 団 課 ☎03-32122111内線4126

豊洲市場見学会
問い合わせ専用ダイヤルが変更になり
ました。今後の開催予定等は☎03-64260514へ。日時／①5月18日

②26日

5年に1度のビッグイベント!
東京国際消防防災展2018
5月31日

〜6月3日 10時〜17時
（3

10時・11時・13時・14時。抽選で各回

日は16時30分）
、東京ビッグサイトで。

30人。申 込 ／ ①5月2日 〜8日 ②9日 〜

消防演習やVRによる防災体験など。

日
（1日1枚）
・希望時間
（複数可）
・人数
（2

内線2310・2314

15日
（必着）
までに

選考／6月23日・7月28日・8月25日

勤務先／公社運営の6病院。申込等詳細

5月12日 12時〜16時、新宿駅西口
広場で。健康チェック・健康相談、進学・
就職相談、ミニ講座など。手話通訳有。

の1、信用保証料の3分の2を補助。その
内の中小企業等。申請／31年3月29日ま

☎03-5608-8869へ。

看護の日・看護週間
「看護フェスタ」


か往復はがきに希望

東京消防庁広報課☎03-3212-2111

人まで）
・代表者の住所・電話・全員の
ふりがな

氏名・年齢を書き、豊洲市場見学会受付
事務局
（〒137-8691新東京郵便局郵便
私書箱第91号）
へ。
専用ダイヤルか中央卸売市場総務課☎
03-5320-5720

都民ホールで。事前申込不要。
総務局被災地支援課☎03-53882368

※ 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

VR防災体験車

※電話番号を間違えないようにお願いします

平成30年
（2018年）
5月1日
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広報 東京都

取り組み

注

「 東京都消費生活基本計画」
を策定
～30年度から5年間の消費生活行政の基本指針

この計画の主な取り組みを世代別に分かりやすくまとめたPR冊子｢都
民の暮らし輝く東京2018｣を作成しました。計画の取り組みのほか、四
コマ漫画を活用した注意喚起情報、｢エシカル消費※｣の特集も掲載して
います。
PR冊子は、都や区市町村の消費生活センター等での配布のほかホーム
ページからもご覧いただけます。
※「エシカル消費」

とは、リサイクル製品等の環境に配慮した商品や
福祉施設で作られた製品を選択して購入するなど、自分のできる範
囲で、人や社会･環境に
“やさしい消費”
をすることです。

意

ベランダからの転落事故に注意！
子供がベランダから転落する事故が起きています。ベランダ周りを
チェックし、事故防止の対策をしましょう。

事故防止の主なポイント
◦ベランダを子供の遊び場にしない。
◦ベ ランダの手すりのそばにプランター
など子供の足がかかるものを置かない。
◦ベ ランダの出入口は子供の手の届かな
い位置に補助錠をつけ施錠する。
◦少 しの間でもベランダに通じる部屋に
子供を一人にしない。
注意喚起リーフレットを東京都消費
生活 総合センターなど で 配 布して
。
います
（ からも入手可）

お問い合わせ

お問い合わせ

生活文化局消費生活部

生活文化局生活安全課

高齢ドライバー
交通安全セミナー

☎03-5388-3059

都立学校公開講座

6月8日 14時、帝国ホテルで。都内在

学 ぶ

氏名・年齢・性別・電話を書き、各校へ。

ど、抽選で80人。申込／5月25日
（消印）

応募多数の場合抽選。受講料等必要。掲

までに

5月24日 13時、都庁都民ホールで。

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

抽選で200人。小笠原諸島の歴史、海洋

夫』を考えよう!」5月30日 9時、東京テ

資源の保全と今後の展望について講演と

レポート駅集合。16歳以上、50人。埋立

議論。申込／5月9日までに
ふりがな

かファクス

に催し名・住所・氏 名・電話を書き、シ

処分場を見学。申込等詳細は

で。

東京都環境公社 ☎ 03-3570-2230

ンポジウム事務局
（☎03-6804-1346）

か環境局資源循環推進部☎03-5388-

03-6804-1348へ。

3576

同事務局か小笠原支庁総務課☎
04998-2-2121

［申込］ か往復はがきに講座名・住所・

ふりがな

住・在勤の65歳以上の自動車運転者な

ふりがな

小笠原諸島返還50周年記念
シンポジウム

か往復はがき、ファクスに住所・

氏名・年齢・電話を書き、〒163-8001東
京都青少年・治安対策本部交通安全課
（☎

（〒157-0061世 田 谷 区 北 烏 山9-22-1）

03-5388-3127） 03-5388-1217へ。

「写真の引き伸ばし体験」6月24日・7月
1日
（

都立多摩図書館講演会「廃線は
語る〜多摩地域を中心として」

0051練馬区関町北4-32-48）
「陶芸教室

車いすスペース・手話通訳か要約筆記有。
申込／6月10日までに

13時〜15時30分。②
「教養講座」
27日

6月16日 14時、都庁大会議場で。ひ

13時30分〜16時。聴覚障害／③「文章

か電話、来館で。

④「コミュニケーション教室」26日 13時

浜離宮恩賜庭園のほか、新たに六義園・
葛西臨海水族園のコンテンツを追加。

で入手可）
を郵送かファクスで〒163-

30分〜16時。⑤「教養講座」
〈夜の部〉10
日・6月7日 19時〜21時。〈昼の部〉 5

年課（☎03-5388-2257） 03-5388-

月11日 13時30分〜16時。いずれも東

1217へ。落選者のみ通知。支援団体に

京都障害者福祉会館で。各日50人。事前

よる合同相談会有
（13時〜17時。事前申

申込不要。
教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、

込不要）
。

各校か教育庁生涯学習課☎03-5320-

神代植物公園
「春のバラフェスタ」
約400種5,200株のバラが見頃

都立公園ガイドアプリ
「Tokyo Parks Navi」
で楽しもう!

教室」
9日〜30日毎

8001東京都青少年・治安対策本部青少

回）
。締切／5月31日
（消印）
。

自然・公園

人。申込／6月11日
（必着）
までに申込書
（

全4

（初心者）
」7月8日〜11月2日
（

6893

きこもりに悩むご家族など、抽選で500

18時30分〜21時。

全2回）
。締切／6月8日
（消印）
。

石神井高校☎03-3929-0831
（〒177-

6月24日 14時。抽選で120人。託児・

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室
視覚障害／①「音楽教室」5月18日

載校以外も有。
世 田 谷 泉 高 校 ☎03 -3300-6131

同館☎042-359-4020

ひきこもりに関する講演会
〜家族が前向きになるために

☎03-5388-3082

「Tokyo Parks Navi」に上野動物園、

建設局公園緑地部☎03-5320-5369

旧古河庭園
「春のバラフェスティバル」

5月5日〜31日。①「バラと洋館・日本

5月8日〜31日。 休園
（14日は臨時開
園、19日 ・20日

は18時まで）
。コン

サートやガイドツアー、講演会、マルシェ
など。
同園☎042-483-2300

檜原都民の森

03-5388-1734

庭園のライトアップ」
11日 〜20日 。21
時まで開園
（最終入園20時30分）
。②「い

「シダ類のガイ
イド」5月26日 。100円。

けばな体験」27日 、10時。当日先着50

ド」
6月3日 。100円。②木工教室
「デスク

対象／失語症者の福祉に理解と熱意

デング熱やジカウイルス感染症
などを媒介する蚊対策講習会

組。荒天中止。

「桧のベ
テーブル」5月27日 。6,100円。

があり、受講後都内で活動できる方。書

6月20日 14時、渋谷区文化総合セ

類選考有。期間／6月9日〜31年3月24

ンター大和田で。抽選で700人。申込／

日
（全40時 間・15回）
。定 員 ／40人。申

6月8日
（必着）
までに

失語症者向け意思疎通支援者
養成講習会

込／5月12日
（必着）
までに

同園☎03-3910-0394

①自然教室「春の三頭山とブナの森ガ

ひのき

ンチ」
6月3日 。4,100円。③特別イベント
「夏鳥の観察とアオバトの生態について」

か電話、はがきに

「アニマルカービング教
9日 。100円。

か所定の申

住所・氏名・業種・電話・質問を書き、講

室」
16日 。100円。④数馬地区との合同

ふりがな

で入手）
を郵送で東京都言語聴

習会事務局
（〒103-0001中央区日本橋

イベント
「檜原ワサビ漬け作り体験」5月27

覚士会（〒164- 8512中野区中野4 -1-1

小伝馬町14-9（㈱成光社内）
☎03-6661-

-9階）☎03-6859-7568、 03-6859-

7516へ。

日 。3,600円。申込／開催日の2週間前

込書
（

7441へ。
同会か福祉保健局障害者施策推進部

健康安全研究センター☎03 -33633487

☎03-5320-4147、 03-5388-1413
※

＝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

（必着）
までに

か往復はがきに催し名・

ふりがな

開催日・住所・氏名・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。

☆お出かけは、環境にやさしい電車

バス

で☆

平成30年
（2018年）
5月1日

Information ／暮らしの情報

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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イベント

隅田川花火大会｢市民協賛者｣募集！
日 時

（荒天等の場合は翌日に順延）
7月28日 19時〜20時30分
会

場

募集口数

協賛金額

(ア）
墨田区側両国親水テラス
※第2会場が観覧できる椅子席

１口6,000円
1,850口
（4口まで）
※１口につき１人招待

(イ)台東リバーサイドスポーツセンター野球場
※
（イ）
〜
（エ）
は第1会場が観覧できるビニールシート席

1,550口
（1口のみ）１口10,000円

※１口につき５人招待
500口
（１口のみ）

(ウ)台東リバーサイドスポーツセンター少年野球場

１口50,000円
100口
（１口のみ）
※１口につき22人招待

(エ)台東リバーサイドスポーツセンター野球場
（団体用シート）
申 込

5月15日
（消印）
までに､はがき
（1グループ1枚まで）に希望会場（1カ所のみ）･協賛口数（アのみ）･
ふりがな

代表者の住所･氏名･電話を書き､〒110-8615台東区役所内「隅田川花火大会実行委員会 市民協
賛受付台東事務局｣へ。
◦協賛金は、大会支援寄附として大会運営のための事前準備費用に充てます。
◦大会順延・中止の場合も協賛金の返還はしません。
◦応募多数の場合は抽選となります。当選者には、6月12日までに振込用紙を送付します。
落選者には通知しませんのでご了承下さい。
お問い合わせ

隅田川花火大会実行委員会
（台東区役所内） ☎03-5246-1111 生活文化局文化事業課

東京港野鳥公園
フェスティバル

2556、 0428-86-2553へ。応募多数

5月20日

の場合抽選。

☎03-5388-3141

文化・スポーツ

0225奥多摩町川野1740）
☎0428-86-

10時〜15時。親子で楽し

める参加型イベントや生き物に関する講
演会、工作教室など。
同園☎03-3799-5031

・7月12日

・9月6日

小学生以上
（小学生は保護者同伴）
、抽選
・

①
「コーヒーカップとソーサ作り」
6月9日

いずれ
10月16日 ・11月7日 （全5回）

でに

の住所・電話・全員の氏名・年齢を書き、

円。応募者多数の場合は抽選。申込／6

〒163-8001東京都オリンピック・パラリ

月1日
（消印）
までにはがきかファクスに講

ンピック準備局事業推進課
（☎03-5320-

座名・全員の住所・氏 名・年齢・電話を

7714）
へ。

- 0824八王子市長房町1369）☎ 042661-0042、 042-668-0244へ。

高尾の森わくわくビレッジ「ひとり親
家庭のための1DAYプログラム」


。高校生以上、12人。500円。②「清流

7月8日 。野外炊さんや交流会で楽

15日 〜16日
生まれのヤマメ燻製 作り」

しむ。5歳〜小学6年のひとり親家庭の親

。高校生以上、20人。9,500円
（1泊3食

子、抽 選で20組。1人1,080円。申 込 ／

くん せい

付）
。③「虫入りコーパル磨き」23日 。小
学生以上、8人。500円。申込／①5月19

6月4日
（消 印）
までに往 復はがきに催し
ふりがな

（学年）
・性
名・住所・全員の氏 名・年齢

日②25日③6月2日
（消印）
までにはがきか

別・電話を書き、高尾の森わくわくビレッジ

ファクスに催し名・全員の住所・氏名・性

（〒193-0821八 王 子 市 川町55）
☎042-

ふりがな

別・電話を書き、山のふるさと村
（〒198-

で50組100人。申 込 ／5月8日
（必 着）ま

も9時30分。高校生以上、20人。2,000

書き、陵南公園サービスセンター（〒193

山のふるさと村
（奥多摩湖畔公園）
の催し

「Cinematic Tokyo部 門」ノミネート作

5月19日 （女子競技）
、東京体育館で。

ふりがな

コサギ

作品を上映
（一部有料）
。東京がテーマの

「NHK杯体操」
観戦招待

陵南公園
コミュニティガーデン講座
6月12日

http://www.sumidagawa-hanabi.com/

か往復はがきに大会名・代表者
ふりがな

品や都制作「シェイクスピア・イン・トー
キョー」の上映ほか。上映日時等詳細は
で。
同事務局☎03-5474-8844か産業労
働局観光部☎03-5320-4786

キッズ伝統芸能体験
参加者募集
一流の実演家による本格的な稽古と発

ボッチャ教室と
みんなのパラスポーツ体験教室

新 宿 区、中 野 区、小 金 井 市、羽 村 市な

①「ボッチャ教室」②「パラスポーツ体験

ど。コース／能楽、長唄、三曲、日本舞踊

教室
（車いすバスケ、ゴールボールなど）
」

表会。稽古期間／8月〜12月。稽古場／

（全14コース・30クラス）
。小・中・高校

5月25日〜31年3月30日
（①毎月第4

生、抽選で各クラス6人〜15人。15,000

② 毎 月第4

円
（教材費、楽器・舞台衣裳借料等別途）
。

）
。いずれも14時〜16時、

首都大学東京荒川キャンパスで。人数／
①30人程度②50人程度。申込／

か電

話で同大学☎03-3819-7108へ。

東京都交響楽団 プレミアム
コンサート 武蔵村山公演

申込 ／6月6日までに

かファクスに必

要事項を書き、同事務局
（☎03 -5909 3060） 03-5909-3061へ。申込 等 詳

細は

で。

同事務局か生活文化局文化事業課☎
03-5320-7703

6月24日 15時、武蔵村山市民会館

652-0911へ。

で。指揮／梅田俊明、曲／モーツァルト：
交響曲第39番変ホ長調ほか。
【招待】4

歳以上、抽選で1,000人。申込／5月24
日
（消印）
までに

か往復はがきに人数
（3
ふりがな

人まで）
・代 表 者 の 住 所・氏 名・電 話・
ふりがな

全員の氏名を書き、武蔵村山公演事務局
（〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻
町2-13-9）
☎03-3669-8551へ。

三社祭

生活文化局文化事業課☎03-5320-

正式名称は浅草神社例大祭。今

7703

年は5月18日 ・19日 ・20日
み こ し

に開催。19日は町内の神 輿約
100基、20日は浅草神社の本社

と ぎょ

（26年5月18日町内神輿渡御。雷門前で）

神輿3基が勇壮に町を練り歩く。神輿を通すため、雷門の大提灯が畳まれる様子
さん じゃ まつり

も三社祭ならではの風物詩といえる。

お稽古
（日本舞踊）
の様子

ピーポくん
ファミリーコンサート

7月22日 14時、ルネこだいらで。出
演／警視庁音楽隊・カラーガード。抽選

ショートショート フィルムフェス
ティバル&アジア 2018

で1,200人。未就学児も可。申込／6月

6月4日〜24日、表参道ヒルズ スペー

数・代表者の住所・氏 名・電話を書き、

8日
（必着）
までに往復はがきに催し名・人
ふりがな

ス オーほかで。米国アカデミー賞公認、

〒100-8929警視庁音楽隊
（☎03-3581-

アジア最大級の国際短編映画祭。約250

4321
〈代表〉
）
へ。

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30年
（2018年）
5月1日
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イベント

東京みなと祭
昭和16年5月20日の東京港開港
を記念して｢東京みなと祭｣を開催
します。
日 時

5月26日 ･27日 
10時〜17時

会 場

晴海客船ターミナルほか
昨年の様子

主な内容

丸の内中央広場
=パソコン用壁紙

しゅん せ つ

◦護衛艦（両日）、浚 渫船･練習船･測量船
（26日）
、消防艇
（27日）
などの公開
◦東京消防庁による｢水の消防ページェント｣
（27日）
など

ビジネスの街から、多様性の街へ
お問い合わせ

丸の内界隈（千代田区）
歴史と風格が漂う赤レンガ造りの東京駅。首都の玄関口として威風
堂々とした姿を見せる駅舎前に、昨年末、｢丸の内中央広場｣がお目見

島じまん2018

開催

えした。広々とした空間の足元は白を基調とした御影石で舗装され、
手入れの行き届いた植栽や芝生がくつろぎの場所を演出している。お
しゃれなベンチでは、読書をしたりお弁当を食べたりと、思い思いのひ
とときを過ごしている人たちの姿も見ることができる。
高層ビル群を抜けるすがすがしい空気を感じながら、皇居へと続く、

〜島の良いもの、海を越えてやってきた！〜

東京愛らんどフェア｢島じまん2018｣

ぎょう こう

幅73mの街路｢行幸通り｣へ足を進めてみる。行幸通りは、一昨年から
東京マラソンのゴール地点となったことでも注目を集めたが、首都の
真ん中にぽっかりと空いたスペースでは、今年も盆踊りや打ち水など、
季節に合わせたイベントを準備中というから楽しみだ。
この通りと交わる｢丸の内仲通り｣は、さらに刺激的。そこはオフィス
街でありながら緑に溢れ、歩行者中心の空間となる車両交通規制の時

同運営事務局 ☎03-5379-1336
港湾局広報･国際担当 ☎03-5320-5524
http://www.tokyoport.or.jp/minato70/

伊豆諸島･小笠原諸島からなる、
東京の島々の特産品グルメや特設
ステージでの郷土芸能披露など、子
供から大人まで楽しめる企画をご
用意しています。ご家族でぜひご
来場下さい。

間帯は、カラフルなテーブルや椅子が並び、まるで外国にいるかのよう
な気分に。また、"アート作

日 時

品に出会える"ことでも知ら
れ、草間彌生氏をはじめと
する巨匠の作品を身近に感

会 場

じられるのも嬉しい。

5月26日 ･27日
10時〜18時
オープニングセレモニーは26日9時30分。
竹芝桟橋･竹芝客船ターミナル

主な内容

かつては、平日の街と言
われた丸の内。これからも

◦各島の食材を使用した料理の提供、特産品の展示･販売

時代の流れの中で、その姿

◦太鼓や踊りなど各島自慢の郷土芸能を披露

を大いに変えていくことだ
ろう。

散歩ついでに芸術も楽しめる丸の内仲通り

[丸の内仲通り]車両交通規制：平日11時〜15時、

11時〜17時。

◦さかなクンの｢世界一受けたいお魚授業｣
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）

神津島太鼓

ごあんない

島じまん実行委員会事務局 ☎03-5472-6546
総務局振興企画課 ☎03-5388-2444
http://www.shimajiman2018.com

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

（★）
東京サイト
（テレビ朝日）

9:30〜12:00
13:00〜17:00

印刷物規格第1類
印刷番号
（29）
58

月曜〜金曜 13:55〜13:59

（★） 日曜 21:29〜22:00
東京クラッソ！ NEO
（TOKYO MX）
（★）
（TOKYO MX）
テレビ 東京JOBS

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

9:00〜17:00

★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。

など

（★）
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

★
「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
（6月1日発行）
は、5月31日・6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

