
お問い合わせ 検索小笠原  50周年

Bon-Odori Festa〜竹芝で!50周年だョ!全員集合!!〜
 日 時  9月29日土15時　  場 所  竹芝桟橋周辺
 内 容  小笠原名物の盆踊りや南洋踊りなど

大花火大会  日 程  8月11日祝　  場 所  父島　荒天の場合、順延

文化歴史交流祭
 日 程  10月7日 日･8日 祝　  場 所  父島･母島
 内 容  歌、踊り、太鼓など文化と歴史の祭典

Ogasawara Music Festival
 日 程  10月26日金･27日土･28日日　  場 所  父島･母島
 内 容  村内外のミュージシャンによる音楽祭

この他にも年間を通し、さまざまな記念行事を行います。

南島扇池

小笠原はイルカやクジラなど鯨類の宝庫。写真はザトウクジラ 島でしか見られない動植物が数多く生息する母島の森 東京都指定無形民俗文化財にも指定されている南洋踊り

小笠原諸島返還50周年記念式典
 日 時  6月30日 土17時　  場 所  父島大神山公園お祭り広場

小笠原諸島の
あ ゆ み

昭和19(1944)年
　　27(1952)年
　　43(1968)年6月26日
平成30(2018)年6月26日

太平洋戦争により全島民が本土へ強制疎開
対日講和条約が発効され米国の施政下に
小笠原諸島日本復帰(返還)
小笠原諸島日本復帰(返還)50周年

小笠原諸島返還50周年記念事業実行委員会　☎04998-2-3941　http://50th.anniv-ogasawara.gr.jp/

小笠原諸島は
返還50周年を迎えます

 独自の自然と文化を育む
｢世界自然遺産｣の島、小笠原にようこそ

TOKYOスポーツ施設
サポーターズ事業
大学・企業等の
スポーツ施設を
身近なスポーツの
場として利用
できます

ラグビー日本代表戦
観戦イベントを開催

都立霊園の使用者を募集
申込期間は7月2日～17日です

私立高校等に通う生徒の
教育費を支援

695万6,247世帯　人口1,378万4,212人
 （男：678万5,283人　女：699万8,929人）
＊参考：外国人数52万2,897人

世帯と人口 30年4月1日現在の推計

平成30年
（2018年）
6月1日発行
水無月 みなづき　
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東京都生活文化局広報広聴部広報課
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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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スポーツ

　大会へのわくわく感や期待感を高めていくさまざまな事業を展開しています。
◦｢都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト｣
　東京2020大会で使用する約5,000個のメダルを、携帯電話など小型家電
から集めたリサイクル金属で作るプロジェクトです。
　都庁舎には、都立足立工業高校の生徒が製作した協力ボックスを設置し、
不要になった携帯電話などの提供を受け付けています。都庁舎での受付数は
4月に10万個を超えました。皆さんのご参加をお待ちしています。
◦会場整備など大会関連情報の発信
　現在整備中の競技会場や選手村の
工事現場を定点カメラで撮影した写
真をつなぎ合わせた映像（タイムラ
プス映像）をホームページで公開し
ています。昨年完成した｢武蔵野の
森総合スポーツプラザ｣の映像には、
施設建設関係者のイン
タビューも。大会開催
に向けて工事が進む様
子をぜひご覧下さい。

Ⅰ  大会気運醸成

Ⅳ  環境

Ⅲ  復興・防災

Ⅵ  人材育成・活躍支援

Ⅱ  魅力発信

Ⅴ  先端技術

平昌冬季オリンピック

平昌冬季パラリンピック

東京都パラリンピック
選手発掘プログラム

平昌冬季オリンピック･
パラリンピックメダリストに
東京都栄誉賞･都民スポーツ大賞贈呈 

同事務局　☎03-6903-5405
オリンピック・パラリンピック準備局障害者スポーツ課　☎03-5320-7829
http://www.para-athlete.tokyo/

（東京都栄誉賞について）生活文化局文化振興部　☎03-5388-3141
（都民スポーツ大賞について）
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　

協力先一覧（30年6月1日現在）
大学･企業等 貸出施設名

首都大学東京
南大沢キャンパス（八王子市）
日野キャンパス（日野市）
荒川キャンパス（荒川区）

東京大学 検見川総合運動場（千葉県千葉市）
東京健保組合大宮運動場 大宮けんぽグラウンド（埼玉県さいたま市）
出版健康保険組合 健康増進センターすこやかプラザ（板橋区）

実施日 会　場 実施競技 定　員

①�プール競技重点回 9月30日 江戸川区スポーツ
センター

水泳、ボート、トラ
イアスロンなど 50人程度

②�アリーナ競技重点回 11月4日 三鷹市総合スポー
ツセンター

柔道、バドミント
ンなど 70人程度

③�トラック競技重点回 12月1日 東京スタジアム
西競技場 陸上、自転車など 60人程度

お問い合わせ

お問い合わせ
（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　
（各事業について）
オリンピック･パラリンピック準備局計画推進部　☎03-5388-2493　

お問い合わせ

お問い合わせ

　都内の大学･企業等のご
協力により、体育館やテニ
スコートなどのスポーツ
施設を利用いただけます
（有料）。授業･部活･社員の
福利厚生などで利用しな
い日が対象です。協力先は
順次拡大していきます。

（施設利用について）東京都スポーツ文化事業団　☎03-6804-5693
（事業について）�オリンピック･パラリンピック準備局スポーツ推進部　�

☎03-5388-2478

大学･企業等のスポーツ施設を
身近なスポーツの場として
利用できます！
〜ＴＯＫＹＯスポーツ施設サポーターズ事業 

各スポーツ施設の概要、利用等の詳細はホームページをご覧下さい。
https://www.sports-tokyo.info/index.html

　東京の選手が、1人でも多くパラリンピッ
ク競技大会等に出場できるよう、今年度も
「東京都パラリンピック選手発掘プログラ
ム」を実施します。あなたも未来のパラリン
ピアンを目指して挑戦してみませんか。

　平昌2018オリンピック･パラリンピック冬季競技大会でメダルを
獲得した、東京にゆかりのある選手の功績をたたえ、7人のメダリスト
に対して都民スポーツ大賞を、重ねて3人の金メダリストに東京都栄
誉賞を贈呈します。

　次はいよいよ東京2020大会です。多くの選手の活躍にご期待下
さい。

対　象

申　込

都内在住･在勤･在学で、30年
度時点で小学5年～59歳の該
当する障害のある方（競技経験
不問）

①プール重点回8月20日（消印）②アリーナ重点回9月25日（消印）③
トラック重点回10月22日（消印）までに所定の様式（ で入手可）を
郵送で、「東京都パラリンピック選手発掘プログラム」事務局（〒170-
0004豊島区北大塚1-20-7（株）セレスポ東京支店内）へ。

羽生 結弦 選手
（フィギュアスケート）

写真：アフロスポーツ/JOC

村岡 桃佳 選手
（アルペンスキー）

◦金メダル ◦金メダル

◦金メダル

平野 歩夢 選手
（スノーボード）

新田 佳浩 選手
（クロスカントリー
スキー）

◦銀メダル

髙梨 沙羅 選手
（スキー・ジャンプ）

森井 大輝 選手
（アルペンスキー）

◦銀メダル

◦銅メダル ◦銅メダル

原 大智 選手
（スキー・フリースタイル）

オリンピックアクアティクスセンターの工事の様子
（30年5月11日現在）

首都大学東京　南大沢キャンパス

　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、国内外に発
信するため、｢ホストシティTokyoプロジェクト｣を展開しています。
　今回から、ホストシティ（開催都市）として取り組む6分野の事業を定期的に紹
介していきます。第1回は、｢大会気運醸成｣の分野についてお伝えします。

大会気運醸成～わくわく感の共有Ⅰ



防　災

教　育
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※電話番号を間違えないようにお願いします※問＝問い合わせ先、申＝申し込み先、HP ＝ホームページ、FAX ＝ファクス、 ＝フリーダイヤル

は 「WEB広報東京都」からアクセス!　広報東京都　　　検索 ※バックナンバーもあります

スポーツ

　

リポビタン D チャレンジカップ 2018

ラグビーパブリックビューイング2018 in TOKYO

ラグビー日本代表戦
観戦イベント開催！ 

オリンピック･パラリンピック準備局スポーツ推進部　☎03-5320-7841
http://tokyorugby.metro.tokyo.jp/

6月16日 12時～17時　
※試合：14時キックオフ（兵庫県）
ベルサール秋葉原
試合観戦（ゲスト解説有）、トークショー、ラグビーVR体
験など

6月23日 12時～17時30分
※試合：14時45分キックオフ（愛知県）
調布駅前広場、イオンシネマシアタス調布
試合観戦、ステージイベント、ジョージアの伝統料理等
の飲食ブース、ラグビー体験など

お問い合わせ

日　時

日　時

場　所

場　所

内　容

内　容

　ラグビーワールドカップ2019™開催まであと1年、ぜひご家族やご友人
と一緒にお楽しみ下さい。

第1弾「日本代表対イタリア代表」

第2弾「日本代表対ジョージア代表」

　東京都では、浸水被害を解消するために施設整備を進めています。
　しかし、都市化の進展に伴い地中への雨水の浸透が減り、下水道への雨
水流入量が増えたことや、頻発する集中豪雨などにより、下水道が整備さ
れた地域でも浸水被害が起こっています。ぜひ、皆さんのご家庭でも、浸
水への備えをお願いします。

6月は浸水対策強化月間です
浸水への備えを心がけましょう

◦豪雨時の地下室や半地下家屋は危険
　道路面から家屋に雨水が流れ込みやすい
ため、浸水する恐れがあります。半地下部な
どに入る際はご注意下さい。

◦ 雨水ますや側溝の上に物を置いたり、ご
みを入れない
　雨水ますや側溝のまわりにごみがたまっ
たり、上に物が置かれていたりすると、雨水
は下水道管に流れ込まず、浸水の危険性が
高くなります。

家庭でできる浸水の備え

下水道局管路管理課　☎03-5320-6615お問い合わせ

◦浸水への備えとして
　土のう、水のう、止水板などの準備をお願
いします。これらは、身近にあるもので代用
が可能です。

  降雨情報システム「東京アメッシュ」
　スマートフォン版「東京アメッシュ」には、GPSを
使った現在地表示などの機能があります。豪雨などに
よる浸水への備えとして、ぜひご利用下さい。

ごみ袋を利用して

置かないで下さい

水圧で、
開かない

豪雨時の
地下室利用は
危険です！

環　境

　行楽シーズンに向けて、自動車で行楽地へ出かけることが多くなり
ます。
　自動車の点検整備は、運転中のトラブルを防止するだけでなく、CO2
や排出ガスの削減に効果があります。しっかり日常点検と定期点検を
行いましょう。
　さらに、急発進･急加速や無駄なアイドリングをしないエコドライブ
を実践することは、CO2の削減、燃料の節約とともに、交通事故の低減
にもつながります。
　運転の際は、環境に優しいエコドライブに取り組みましょう。

1　 ふんわりアクセル「eスタート」 
※やさしい発進をしましょう

2　加減速の少ない運転
3　早めのアクセルオフ
4　自分の燃費を把握しよう
5　エアコンの使用を控えよう

  6　アイドリングストップ
  7　道路交通情報の活用
  8　 タイヤの空気圧をこまめに

チェック
  9　不要な荷物は積まずに走行
10　 駐車場所に注意 

※迷惑駐車はやめましょう

エコドライブ10のポイント

授業料軽減助成金　

奨学給付金　

楽しいドライブは点検整備と
エコドライブから

環境局自動車環境課　☎03-5388-3497　お問い合わせ

浸水対策強化月間 検索 東京都私学財団 検索

　東京都は、私立高等学校等に通う生徒の教育費負担軽減のため、授業
料軽減助成金・奨学給付金の申請受付を行います。

　授業料以外の教育費負担を軽減。

私立高校等に通う生徒の
教育費を支援

東京都私学財団　☎03-5206-7925お問い合わせ

30年5月1日以前から申請時まで生徒と保護者が都
内在住で、私立の高等学校･中等教育学校後期課程･
特別支援学校高等部･高等専門学校（1年～3年）･専
修学校高等課程に在学する生徒の保護者のうち、住
民税額が一定基準以下の方（年収目安約760万円未
満）。なお、30年度から、通信制高校※に通う場合や、
生徒が学校の指定する都外の寮などに移り住む場合
も対象となります。
44,800円～330,200円
　 就学支援金と合わせて年額449,000円（通信制高校※

は223,000円）の範囲内で、保護者が負担する授業料
が上限。

26年4月以降に入学した生徒の保護者で、7月1日現
在、都内在住かつ生徒が私立の高等学校･中等教育学
校後期課程･高等専門学校（1年～3年）･専修学校高
等課程･各種学校の一部などに在学している、生活保
護世帯および住民税が非課税または均等割のみ（所
得割額が0円）の方。
38,100円～138,000円

6月22日～7月31日（消印）に所定の申請書（6月中旬以降に
在学校か私学財団 で入手可）を郵送で〒162-8799牛込
郵便局留東京都私学財団へ。
通信制高校の授業料軽減助成金の申し込みは10月頃を予定。

※通信制高校は都認可校に限る（生徒非募集校を除く8校）。

対　象

対　象

申　込

助成額（年額）

給付額（年額）
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方と保護者。申込／各日4日前までに電
話で同センター☎03-3360-4192へ。

｢教育相談一般｣を
フリーダイヤルに� �

　高校生相当年齢までの方を対象に、い
じめや不登校等、学校・家庭教育の相談
を受け付けています。東京都教育相談セ
ンター 0120-53-8288（24時間）。

30年度特別児童扶養手当・
特別障害者手当等の手当額改定�

　4月から手当額が改定されました。
対象／特別児童扶養手当・特別障害者
手当等を受給している方。特別児童扶養
手当（1級）51,450円→51,700円、同（2
級）34,270円→34,430円。特別障害者
手当26,810円→26,940円。障害児福祉
手当・福祉手当（経過措置分）14,580円
→14,650円。

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

気管支ぜん息の都医療券（もも色）を
お持ちの方へ〜大気汚染医療費助成�

　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が必要です｡有効期
間満了の1カ月前を目安に区市町村の窓
口で手続をして下さい｡更新手続を行わな
い場合､資格喪失となり再度の認定は受
けられなくなります。医療機関や薬局等を
受診する際は､｢都 医療券｣と一緒に、｢自
己負担限度額管理票(もも色)｣を忘れずに
窓口に提示して下さい｡

区市町村か福祉保健局環境保健衛生
課☎03-5320-4491

心身障害者医療費助成障の
対象拡大(精神手帳1級)�

　31年1月から、｢精神障害者保健福祉手
帳1級｣を 障 の対象に追加します。住民票
のある区市町村で、11月1日から事前受
付を開始します。65歳以上で、手帳交付日 
が30年12月31日以前かつ有効の精神手
帳1級をお持ちの方は、経過措置の対象。

区市町村か福祉保健局医療助成課☎
03-5320-4571

東京都生計分析調査�

　都民のくらしむきの実態を明らかにする
ことを目的に、家計簿をご記入いただく調
査です。対象世帯に調査員が伺いますの
で、回答をお願いします。

総務局社会統計課☎03-5388-2554

都民住宅（東京都施行型）
入居者�

　収入・住宅によっては使用料補助有。
募集戸数／家族向83戸。募集案内・申
込書の配布／6月4日〜12日に都庁、区
市町村、東京都住宅供給公社都営住宅募
集センター・各窓口センターで。期間中
のうち9日 ・10日 は同募集センター
のみで入手可。 からも入手可。申込／
郵送で6月14日（必着）までに同募集セン
ター（☎03-3498-8894）へ。

都庁インターンシップ2018�

　8月6日〜31日のうち2日以上、都庁の
仕事を体験。短大・大学・大学院生（学年
不問）、高等専門学校4年以上、214人。
申込／6月1日〜18日12時までに で。

総務局人事課☎03-5388-2375

高校奨学金予約募集
（東京都育英資金）� �
　進学後速やかに奨学金（無利子）を借り
ることができるよう、事前に申し込む制
度。所得等の審査有。対象／31年4月に
高等学校・専修学校高等課程に進学を希
望する都内在住の中学3年で、経済的な
理由により修学が困難な方。申込／在学
校へ。締切／7月〜9月初旬の在学校が
指定する日。

在学校、東京都私学財団☎03-5206-
7929

水道水質モニター�

　簡易測定キットを使った水質測定とアン
ケート回答。対象／都営水道の給水契約
者（家庭用）。受付／31年1月31日まで。
1,000人程度。謝礼／水道局オリジナル
グッズ。申込／ かはがきに住所・氏

ふりがな

名・
水道契約者名・電話・建物の種類（戸建・
集合住宅）・貯水槽の有無を書き、水道水
質モニター事務局（〒166-0015杉並区成
田東5-34-21-6階（株）リサーチ東京内）☎
03-3391-8836へ。

同事務局か水道局サービス推進課☎
03-5320-6326

産業技術高等専門学校
学校見学会�

　6月17日 13時、品川キャンパス（☎
03-3471-6331）で。24日 13時、荒川
キャンパス（☎03-3801-0145）で。中学
生と保護者。当日会場へ。

東京都都市緑化基金
緑化活動へ助成�

　対象／①｢街かど緑化支援事業｣接道、
壁面等の緑化工事。②｢花壇・庭づくり活
動支援事業｣ボランティアや学校による都
内での緑化活動。助成内容／①緑化工事
費の半額（上限有）。②初年度10万円、2・
3年目5万円。締切／7月27日 。申込等
詳細は で。

東京都公園協会☎03-3232-3099

東日本大震災による避難者の方へ
水道・下水道料金の減免を継続します�

　都内に避難し居住している方および避
難者の方が同居している世帯を対象に実
施している水道料金と下水道料金の減免
措置期間を、31年3月31日まで延長しま
す。減免措置を適用されている方の再申
請手続きは不要です。
申請等のお問い合わせ

〈水道料金〉23区／水道局各営業所かお
客さまセンター☎03-5326-1101、多摩
地区／水道局サービスステーションか多
摩お客さまセンター☎0570-091-101か
☎042-548-5110

〈下水道料金〉23区／下水道事務所か下
水道局業務管理課☎03-5320-6573

高齢者万引き相談を
受け付けます�

　6月4日〜29日（ 除く）9時〜17時、
万引きをしてしまう高齢者（おおむね65歳
以上）本人や家族など周囲の方を対象に電
話相談☎03-6907-0511を行います。

青少年・治安対策本部安全・安心まち
づくり課☎03-5388-2281

6月は東京都HIV検査・相談月間
｢私たちにできる事｣� �

東京都南新宿検査・相談室（要予約）
☎03-3377-0811（15時30分 〜19時、

13時〜16時30分）
東京都多摩地域検査・相談室
先着順（即日）検査（ 13時〜15時、50 
人）。☎090-2537-2906（9時30分〜17
時、 除く）。いずれも検査は匿名・無料。
東京都HIV／エイズ電話相談
☎03-3292-9090（9時〜21時、
14時〜17時）

福祉保健局感染症対策課☎03-5320-
4487

6月は固定資産税・都市計画税
（23区内）第1期分の納期�
　6月1日に納税通知書を発送します。7
月2日 までにお納め下さい。

主税局相談広報班☎03-5388-2925

進路相談会�

　不登校や高校を中途退学した方などに、 
進路情報の提供や個別の相談を行います。 
6月16日 ・7月21日 ・27日 東京都
教育相談センターで。6月30日 ・7月14
日 同センター立川出張相談室で。いず
れも9時30分〜16時30分（27日は18時
〜21時）。対象／中・高校生相当年齢の

　デング熱やジカウイルス感染症など
の蚊が媒介する感染症の発生を未然に
防止するためには、日頃からの蚊の発
生防止や、蚊に刺されないよう心がけ
ることが大切です。
　皆さんで協力し、蚊の発生防止に取
り組みましょう。

お問い合わせ 福祉保健局環境保健衛生課　☎03-5320-4391

防　除

6月は蚊の発生防止強化月間
たまり水チェックで
｢蚊

か

｣も無く｢孵
ふ

化
か

｣も無し!!

◦不要なたまり水をなくそう
◦草むら･やぶは定期的に手入れを
◦�刺されないよう長袖の着用や虫
よけ剤の活用を 検索東京都 蚊対策

防蚊対策のポイント

一都三県ヤミ金融被害防止
合同キャンペーン�

　6月13日 13時〜17時、新宿駅西口
広場で。東京都・神奈川県・千葉県・埼玉 
県が合同で実施。無料法律相談（弁護士・
司法書士）、無料家計診断・セミナー、ス
テージイベント、啓発動画の上映など。14
時からキャンペーングッズを配布。

産業労働局貸金業対策課☎03-5320-
4793、都知事登録業者の苦情・相談、貸
金業者の登録照会は☎03-5320-4775

6月の宝くじ発売開始予定日�

◦1等3,000万円スクラッチ（300円）� 6日
◦1等100万円スクラッチ（200円）� 13日
◦1等1,000万円くじ（100円）� 13日
◦1等30万円スクラッチ（200円）� 20日
◦1等1,000万円スクラッチ（200円）�27日
◦幸運の女神くじ（200円）� 27日
　（1等前後賞合わせて5,000万円）

財務局公債課☎03-5388-2685

飼育担当の田村さんより一言
｢お尻に見られる白い房

ふさ

毛
げ

が子
供の印です。行動範囲が少しず
つ広がり、姉のコモモやモモカ
と過ごす時間も増え始めまし
た。まだ母乳も飲んでいますが、
大人と同じものも食べ、日々す
くすくと成長しています｣

上野動物園☎03-3828-5171

　10月9日に生まれたニシゴリラの
｢リキ｣が日々成長中。
(写真は3月19日撮影)HP

 



働　く

※電話番号を間違えないようにお願いします※問＝問い合わせ先、申＝申し込み先、HP ＝ホームページ、FAX＝ファクス、 ＝フリーダイヤル
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都庁では により情報を発信しています！

職業能力開発センター
8月入校生� �

　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）。対象／①一般求職者、転職希
望者。②③30歳未満で、就業経験が無い

　職人の街、墨田区で、約100年続く
畳店の伝統技術を守る小宮太郎さん。
家庭用の畳の製作はもちろん、高い技
術が必要とされる特別な畳、有

ゆう

職
そく

畳も
多く手がける。
　一般的な畳は、稲わらを圧縮させた 
畳
たたみ

床
どこ

を、い草を織り込んだ畳
たたみ

表
おもて

で覆い、
縁
へり

部分に布製等の畳
たたみ

縁
べり

を縫い付ける。
一方、有職畳は、畳表で覆う部分は同
様だが、畳床の上下、四方、角に板を
入れ、縁部分は絹の｢繧

うん

繝
げん

縁
べり

｣などを、
縫い糸が見えないよう手縫いで仕上
げていく。用途や格式によって形や大
きさはさまざまながら、完成品は調度
品のような優美さと重厚さを備える。
　この有職畳は、宮中に由来し、神社
仏閣などで受け継がれてきた。小宮さ
んは、皇居で執り行われる儀式や行事
で使用する畳を、実に30年以上作り続
けている。「中でも大

だい

嘗
じょう

祭
さい

※で使われ
る畳を納めたことは忘れられません。
困難もありましたが、畳屋として輝かし
い経歴ができました」。
　皇居の仕事も「人との縁」から生まれ
た。「縁に支えられ、今の自分がある」
と話す。異業種の職人との交流会にも
積極的に参加し、「先輩方から多くの学
びと刺激を受けている」と言う。
　「江戸時代の中頃まで庶民は板の間

ものづくりが好き。だから、｢まだまだ続けられ
る｣と力強く語る。

で生活し、畳は高級品でした。時を経
て、今はフローリングが主流ですが、
薄い畳や畳コーナーが注目され始めて
います」。
　い草の香りは癒し効果だけでなく、
集中力を高める効能もある。時代は繰
り返すのだとしたら、日本が誇る和み
の文化は、どんな変化を見せてくれる
だろうか。

日本文化に自信と誇りを

畳工
小

こ

宮
みや

　太
た

郎
ろう

さん（平成23年度受賞）

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

か少ない方。実施校／①②城東③多摩。
定員／各10人。選考／7月18日 。申
込／6月1日 〜7月6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。教科書・作業服代等は自己負担。

産業労働局能力開発課☎03-5320-
4716

狩猟免許試験� �

　①7月29日 ②8月25日 、足立区勤
労福祉会館③10月8日 、ルミエール府
中で。対象／都内在住の20歳（網猟、わ
な猟は18歳）以上で欠格事由に該当しな
い方。申込／各試験実施日の10日前まで
に申込書等を環境局自然環境部（☎03-
5388-3505）か多摩環境事務所（☎042-
521-2948）、各支庁へ持参。

保育の仕事
｢就職支援セミナー｣�

　7月16日 ・17日 ・18日 10時、すみ 
だ産業会館で。希望者には実習有。対象／
保育士有資格者。申込／7月9日（消印）まで 
に所定の申込書（ で入手）を郵送かファク 
スで東京都保育人材・保育所支援センター 

（〒102-0072千代田区飯田橋3-10-3-7階）
☎03-5211-2912、 03-5211-1494へ。

福祉保健局保育支援課☎03-5320-
4130

東京ライフ・ワーク・バランス
認定企業募集� �

　生活と仕事を両立しながら、生き生きと
働き続けられる職場の実現に向け、優れ
た取り組みを実施している中小企業等を
13社程度認定。DVDやリーフレット、イ
ベントで紹介。ライフ・ワーク・バランスを
推進するコンサルティングも実施。申込／
7月6日（必着）までに応募書類（ で入手）
を郵送で〒163-8001東京都産業労働局
労働環境課（☎03-5320-4649）へ。

新規大卒者等
合同就職面接会�

　6月29日 13時30分〜16時30分（受
付15時30分まで）、新宿NSビルで。対
象／31年3月大学院・大学・短大・高専・
専修学校等の卒業予定者と既卒者。参加
企業／120社。履歴書等持参。

産業労働局就業推進課☎03-5320-
4720

職人さんに弟子入り！
「職人塾」塾生募集� �
　ものづくりの職場体験実習。期間／1カ
月程度（6月下旬から随時実施）。対象／
34歳以下の現在仕事に就いていない方
か臨時的な職に就いている方。職種／江
戸表具、畳製作、タイル張り、印章など。
定員／40人。申込／6月1日から電話で
職業能力開発協会☎03-5211-2353へ。
体験先は、事前説明や職場見学などを通
して決定。

同協会か産業労働局能力開発課☎03-
5320-4729

職業能力開発センター等
非常勤講師�
　科目／電気、自動車、機械、障害者向
け訓練、介護、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)。選考／6月中旬。面接･	
能力実証等。人数／30人程度。勤務場
所／各センター等。任用期間／7月1日以	
降〜31年3月31日。申込／6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

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。

職 員 採 用

※天皇が即位後、初めて行う大規模な収穫祭
　(新

にい
嘗
なめ

祭
さい

)のこと。

お問い合わせ 募集専用番号　☎0570-783-802（6月25日～7月17日は も可）  東京都公園協会霊園課　☎03-3232-3151（ 除く）　http://www.tokyo-park.or.jp/reien/

募　集

申込方法・期間

申　 込　 書

申 込 資 格

①郵送：所定の申込書で7月2日～
17日の消印があるもの。
②ホームページ：7月2日～17日。
事前に申込者情報の登録ができます
（6月25日から）。
※�①②いずれかの方法で、1人・1カ所の
申し込みに限る。

6月25日～7月17日に、都庁案内
コーナー、東京都公園協会、各都立
霊園・葬儀所、都内区市町村、松戸
市の窓口で配布します。

都内に一定年数以上継続して居住し
ているなど、施設ごとに資格が定め
られています。詳細は申込書をご確
認下さい。

都立霊園の使用者を募集します
募集霊園 墓所の種類 募集数 使　用　料 年間管理料

多磨霊園

一　　般 380カ所 162万円	〜580万5,000円 1,320円〜4,620円
芝　　生 10カ所 364万円 3,560円

みたま堂 40カ所
2体用　22万7,000円

（30年更新可）
3,140円

4体用　30万3,000円 4,190円
6体用　37万9,000円 5,240円

小平霊園

一　　般 70カ所 154万800円〜509万3,200円 1,320円〜3,960円
芝　　生 20カ所 346万4,000円 3,560円
小型芝生墓地 100カ所 181万8,000円 1,780円

樹林墓地
遺骨申込 150体 ①遺骨1体あたり	　		12万8,000円

②粉状遺骨1体あたり		4万2,000円

不　要

遺骨・生前申込 300体
生前申込 1,150体

樹木墓地（遺骨申込のみ） 300体 遺骨1体あたり	　18万8,000円

合葬墓地
遺骨申込 192体 ①一定期間後共同埋蔵　遺骨1体あたり　7万円

②直接共同埋蔵　　　　遺骨1体あたり　5万9,000円遺骨・生前申込 250体
生前申込 358体

八王子霊園 芝　　生 90カ所 118万円		 3,560円

八柱霊園

一　　般 310カ所 33万4,900円〜118万2,000円 1,320円〜3,960円
芝　　生 20カ所 82万8,000円 3,560円

合葬墓地
遺骨申込 265体 ①一定期間後共同埋蔵　遺骨1体あたり　13万円

②直接共同埋蔵　　　　遺骨1体あたり　		5万2,000円 不　要遺骨・生前申込 459体
生前申込 676体

青山霊園 一　　般 50カ所 427万4,900円〜923万9,300円 1,320円〜2,640円
谷中霊園 一　　般 60カ所 268万500円〜348万4,650円 1,320円

立	体	式 70カ所 第5区　64万5,000円 不　要
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

池袋防災館ナイトツアー�

　毎 17時・19時。夜間の発災を想定
した地震・消火体験など。申込／電話で
池袋防災館☎03-3590-6565へ。

川を歩こう・施設見学会�

　①「隅田川」7月1日 。「石神井川」7日
。各100人。「多摩川」12日 。「南浅

川」14日 。各50人。②「大雨から街を守
る地下調節池見学（荏原調節池）」20日

。40人。③「環七地下の巨大トンネルを
体験」21日 。200人。申込／①6月8日
②③22日（消印）までに往復はがきに催し

名・人数（1枚5人）・代表者の住所・電話・
メール・全員の氏

ふりがな

名・年齢を書き、〒163-
8001東京都建設局河川部 （☎03-5320-
5425）へ。応募多数の場合抽選。

隅田川著名橋等ツアー�
勝鬨

どき

橋・清洲橋・吾妻橋等を巡る��
　7月26日 から毎月第4 。12時、か
ちどき橋の資料館集合。抽選で15人。水
上バス乗船有。申込／希望月の前月末日

（消印）までに往復はがきに催し名・希望
月・人数（小学生以上3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。

催　し
nomu�nomu�東京水ライフイベント�
味の素スタジアム感謝デー�

　6月24日 10時〜16時、味の素スタ
ジアムで。東京水を飲み、楽しく学ぶ。水
滴くん、水玉ちゃんも登場。

水道局サービス推進課☎03-5320-
6326

「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」
都民の集い　�

　6月24日 13時30分〜16時、歌舞伎
町シネシティ広場で。ホリ（お笑いタレン
ト）によるトークライブ、薬物捜索犬デモ
ンストレーションなど。

福祉保健局薬務課☎03-5320-4505

東京水辺ライン　
東京150年クルーズ�

　①｢幕府政治のなかの御台場｣6月26日
。4,600円（食事付）。②｢勝海舟・福澤

諭吉・佐久間象山と幕末の官僚制」27日
。3,200円。いずれも9時、墨田区役所

集合。各日35人。申込／6月11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・ファクスを書き、東京水辺 
ライン（〒130-0015墨田区横網1-2-16- 
4階）☎03-5608-8869へ。

下水道施設親子見学ツアー�

　①7月21日 ②8月18日 9時、都庁
集合。小学生と保護者、抽選で各日60
人。場所／工事現場・有明水再生セン
ター・虹の下水道館。申込／①6月29日
②7月20日（必着）までに往復はがきで。申
込等詳細は で。

みんなの下水道サポートセンター☎03-
3547-3400

消防救助技術関東地区
指導会�

　7月5日 9時〜15時20分、夢の島消
防訓練場、東京辰巳国際水泳場で。関東
圏内のレスキュー隊員が消防救助技術の
高さを競う。VR防災体験車など。

東京消防庁総務課☎03-3212-2111
内線6928

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」6月15日
13時〜15時30分。②「教養講座」24日
13時30分〜16時。聴覚障害／③「文章
教室」13日から7月4日までの毎週 18
時30分〜21時。④「コミュニケーション教
室」6月23日 13時30分〜16時。⑤「教
養講座」〈昼の部〉8日 13時30分〜16
時。〈夜の部〉7月5日 19時〜21時。い
ずれも東京都障害者福祉会館で（⑤夜の
部は三鷹駅前コミュニティセンター）。各日
50人。事前申込不要。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、
03-5388-1734

「シニアの起業」をテーマとする
講演会・説明会�

　産業技術大学院大学（AIIT）は、「東京経
済事情」、「経営戦略要論」など、AIITシニ
アスタートアッププログラムを8月に開講。
これに先立ち、6月16日 13時、シニア
の起業に関心のある方のための講演会と
説明会を開催。申込等詳細は で。

同大学OPI企画運営係☎03-3472-
7833

都民向け環境学習講座「水のめぐり〜
東京の湧き水から考える水循環」�

　6月23日 9時30分、東久留米市市
民プラザホール。落合川と南沢湧水群
を散策し水と地形を学ぶ。橋本淳司（水
ジャーナリスト）による流域から考える水の
話、水のつながりを体感するワークショッ
プなど。抽選で50人。申込／6月13日
までに かファクスに催し名・氏

ふりがな

名・年
齢・住所・電話・メールを書き、東京都環 
境公社（☎03-3644-8886） 03-3699 
-1409へ。

同公社か環境局環境政策課☎03-5388 
-3464

夏休み自由研究おたすけ隊�

　「水道の歴史を学ぼう／水の実験をし
よう」7月21日 ・22日 ・24日 10時
30分、水道歴史館で。対象／小学3・4
年。抽選で各日60人。申込／6月30日

（消印）までに往復はがきに希望日（第2希
望まで）・住所・氏

ふりがな

名・学年・学校名・電
話・付添人数を書き、水道歴史館（〒113-
0033文 京 区 本 郷2-7-1）☎03-5802-
9040へ。

文京あじさいまつり
文京区で毎年催される｢文京花
の五大まつり｣のひとつで、今年
は6月9日 から17日 に開催。
白
はく

山
さん

神社境内から白山公園にか
けて、約20種、3,000株ほどの多彩なアジサイを、散策しながら鑑賞できる。

(25年6月12日白山神社で。都営三田線｢白山｣駅下車、
徒歩3分)

お問い合わせ

男女平等

　東京都では、6月を｢男女雇用平等推進月間｣と定め、普及啓発セミナーを集中的に実施し、職場での男女平等を推進します。

男女雇用平等推進月間 ｢男女とも　互いに支えて　輝く社会を｣

労働相談情報センター　☎03-5211-2209　

❸�「男女ともにいきいきと働き続ける職場づくり」
6月13日 ・15日 14時30分、
南部労政会館で。各日75人。
申　込 大崎事務所☎03-3495-4872

❹「使用者･人事担当者のための
　働く女性を輝かせるための職場づくりのポイント」

6月19日 ・21日 14時30分、
池袋事務所で。各日75人。
申　込 同事務所☎03-5954-6505

❻�「女性がいきいきと働くために　
　〜『女性活躍推進法』施行2年を振り返って｣

6月18日 ･19日 14時、江東区亀戸文化センターで。
各日75人。
申　込 亀戸事務所☎03-3682-6321

❶「女性が輝く職場づくりの処方箋
　〜キャリアとライフの両立支援について」

6月8日 ･12日 14時、
国分寺労政会館で。各日75人。 
申　込 国分寺事務所☎042-323-8511

❷�「男女ともに働きやすい職場づくり」
6月13日 ・14日 14時、
八王子労政会館で。各日80人。
申　込 八王子事務所☎042-643-0278

◎
事
業
主
向
け

◎
労
働
者
向
け

❺「女性リーダーを育成し、
　キャリア形成を支援する
　企業･上司になるには｣

6月25日 ･26日 14時、
ワイム貸会議室高田馬場で。
各日200人。
申　込 労働相談情報センター
　　　 ☎03-5211-2209

❼�「人生100年時代のキャリア＆
　ライフデザイン〜働く女性が輝くために｣

6月21日 ･22日 14時、ワイム貸会議室高田馬場で。
各日200人。
申　込 労働相談情報センター☎03-5211-2209

※ ＝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

自然・公園

奥多摩都民の森（体験の森）の
催し�

　①「集まれ山ガール・大菩薩嶺」7月14
日 〜15日 。10,000円。②「親子きこ
り体験」21日 〜22日 。大人11,000
円、小学生9,100円。③「親子で渓流釣
り」28日 〜29日 。大人14,000円、小
学生12,100円。④「親子でハイキング・
御岳山」8月4日 〜5日 。大人10,000
円、小学生8,100円。対象／①中学生以
上（女性のみ）。②〜④小学生と保護者。
抽選で各20人、1泊4食付。申込／開催
日の1カ月前（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。

清澄庭園「花菖蒲と遊ぶ」�

　6月2日 〜15日 。特別ガイド「花菖
蒲の楽しみ方」2日・9日 10時・13時
など。

同園サービスセンター☎03-3641-
5892

文化・スポーツ

都立多摩図書館定例映画会
「山水の自然（短編4本立て）」�
　6月21日 14時、同館で。当日先着
200人。

同館☎042-359-4020

都民と消防のふれあい
コンサート�

　①7月23日 18時30分、文京シビッ
クホールで。抽選で1,802人。②28日
14時、武蔵野市民文化会館で。抽選で
1,252人。申込／6月22日（必着）までに
往復はがきに催し名・会場・人数（2人ま
で）・代表者の住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話・
車いす席・親子席希望の有無を書き、東
京消防庁音楽隊（〒102-0083千代田区
麴町1-12）☎03-3221-0119へ。

東京都交響楽団プレミアム
コンサート　町田公演�

　8月1日 15時、町田市民ホールで。指
揮／梅田俊明、曲／モーツァルト: 交響 
曲 第41番ほか。【招待】4歳以上、抽選
で800人。申込／6月22日（消印）まで
に か往復はがきに人数（3人まで）・代 

表者の住所・氏
ふりがな

名・電話・全員の氏
ふりがな

名を 
書き、町田公演事務局（〒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-
7703

東京辰巳国際水泳場
着衣泳講習会〜命を守る着衣泳�

　7月23日 14時。5歳以上の方（未就学 
児は保護者同伴）、抽選で60人。中学生以
下500円、高校生以上1,000円。申込／
7月10日（必着）までに往復はがきに教室
名・住所・氏

ふりがな

名・生年月日・学年・性別・
電話を書き、東京辰巳国際水泳場（〒135-
0053江東区辰巳2-8-10）☎03-5569-
5061へ。

高齢者・運転免許返納者向け
自転車講習会�

　6月25日 13時30分、金町自動車教
習所で。都内在住・在勤の運転免許を
返納した方か65歳以上の方、抽選で50
人。申込／6月11日（消印）までに申込書

（ で入手可）を郵送かファクスで〒163-
8001東京都青少年・治安対策本部交通
安全課（☎03-5388-3127） 03-5388-
1217へ。

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。
　本所工業高校☎03-3607-4500（〒 
125-0035葛飾区南水元4-21-1）「レー
ザー加工機でネームプレート（表札）＆キー
ホルダー製作」6月30日 。締切／6月11
日（消印）。
　一橋高校☎03-3862-6061（〒101-
0031千代田区東神田1-12-13）「初級者
のためのテニス教室」8月19日〜9月17日

（ 全5回）。締切／7月13日（消印）。
各校か教育庁生涯学習課☎03-5320-

6893

お肉の親子教室
「産地見学会」�
　7月27日 8時、都庁集合。バスで都内
の畜産農家見学など。2,000円（昼食付）。
小・中学生と保護者、抽選で15組30人。
申込／6月20日（消印）までに往復はがき
に代表者の住所・全員の氏

ふりがな

名・年齢・電
話を書き、食肉市場（〒108-0075港区港
南2-7-19）☎03-5479-0695へ。

「外国人おもてなし語学ボラン
ティア」育成講座（7・8・9月分）��

　語学力に応じ、おもてなし講座と語学
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。健康プラザハイジ
アほかで。申込等詳細は で。

同事務局☎03-6388-0114か生活文
化局地域活動推進課☎03-5388-3056

復興まちづくりシンポジウム
「専門家と共に考える〜復興準備編」�
　7月10日 14時、都庁大会議場で。
500人。首都直下地震を想定し、避難生
活が長期化した場合に生じる問題の解決
策を識者らが紹介。手話通訳有。申込／
6月29日までに かファクスに氏

ふりがな

名・連
絡先を書き、災害復興まちづくり支援機
構シンポジウム実行委員会事務局 03-
3353-9239へ。

同事務局（東京司法書士会内）☎03-
3353-9191か総務局防災管理課☎03-
5388-2587

消費生活講座「賢い消費者のスス
メ〜消費者被害は、こう始まる」�

　7月9日 13時30分、東京ウィメンズプ
ラザで。250人。講演と落語。講師／菊
地幸夫（弁護士）ほか。申込／6月25日（消
印）までに かはがき、ファクスに講座名・
住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話・ファクスを書き、
消費生活総合センター（〒162-0823新宿
区神楽河岸1-1）☎03-3235-1157、
03-3268-1505へ。

土木技術講習会「ICTを活用した
インフラメンテナンスの将来像」�

　6月29日 13時50分、都庁大会議場
で。50人。申込／6月18日（消印）までに
往復はがきに催し名・住所・氏

ふりがな

名・電話
を書き、土木技術支援・人材育成センター

（〒136-0075江東区新砂1-9-15）☎03-
5683-1500へ。

都立駒込病院市民公開講座
「わかりやすい抗がん剤治療」�
　7月14日 14時。抽 選 で150人。申
込／6月22日（消印）までに か往復はが
きに講座名・代表者の住所・電話・全員
の氏

ふりがな

名を書き、〒113-8677都立駒込病院
（☎03-3823-2101）へ。

社　会

①産業労働局労働環境課　☎03-5320-4649　②東京都人権啓発センター　☎03-6722-0085　お問い合わせ

就職差別解消促進月間 〜なくそう就職差別 問われる企業と社会の人権感覚
　就職は、生活の安定や労働を通じた
社会参加など、人間が幸せに生きてい
くうえで基本となるものです。このた
め、採用選考は、応募者の適性と能力
に基づき公正に行われなければなり
ません。しかし、面接時に本籍地や思
想･信条等を聞くなど、就職差別につ
ながる恐れの強い事例が現在もあり
ます。
　東京都では、6月を｢就職差別解消
促進月間｣とし、就職差別をなくして
就職の機会均等を確保するため、国等
と連携してさまざまな啓発活動を展
開します。

※ このほか都内7カ所で「雇用主研修会｣を実施

6月21日 13時30分〜16時30分
1,000人（当日先着順）
冲
おき

永
なが

記念ホール（帝京平成大学内）
｢人権に配慮した職場づくりのために〜
ハラスメント予防と対策｣

定　員
日　時

講　演
場　所

6月25日 13時30分〜16時45分
300人（事前申込制）
台東区生涯学習センター

｢“尊重する”から始めよう〜公正採用選考の
基本を学ぶ｣
｢ケアニン〜あなたでよかった」

定　員
日　時 映　画

場　所

講　師

映　画

岡田 康子
(クオレ･シー･キューブ代表取締役会長)
｢だれにでも開かれていますか？〜公正な採
用選考を求めて｣

①�講演と映画の集い・雇用主研修会

②人権啓発映画会

申　込 東京都人権啓発センター　☎03-6722-0085

菊地幸夫
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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
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］、［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（7月1日発行）は、6月30日・7月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

京王線「つつじヶ丘」「調布」駅･JR「吉祥寺」「三鷹」駅からバス「深大寺」「深大
寺入口」「深大寺小学校前」「神代植物公園前」下車。

　バスを降りると、豊かな緑に囲まれた深大寺境内にたどり着く。創建
は奈良時代とされ、都内では浅草寺に次ぐ古

こ

刹
さつ

、深大寺。参道には茶屋
や約20店ものそば屋が軒を連ね、和の情緒あふれる街並みが広がって
いる。
　境内には、東京の名湧水57選に選定された不動の滝など、至るところ
に、澄み切った湧水が流れる水路や、木々が鮮やかに映る池があり、水
を弾く水車の風景は、武蔵野の面影をほうふつとさせる。水のせせらぎ
や風鈴の音色に癒されながら、松尾芭蕉や高浜虚子といった俳人の句
碑や歌碑の数々を巡るのも良いだろう。また、昨年9月に国宝に指定さ
れた「銅造釈

しゃ

迦
か

如来像」も見どころの一つ。その気品ある姿は、私たちに
深いやすらぎを与えてくれる。
　心地よい風に誘われて、本堂を抜けると、深大寺の自然と溶け合った
かのような神代植物公園が現れる。世界中の珍しい植物など約1,300
種の植物を有する大温室や、バラやアジサイといっ
た四季折々の花々は、心華やぐ時間をもたらしてく
れる。
　湧水が流れ込み湿地帯となった神代植物公園の
分園･神代水生植物園では、色とりどりの花菖蒲が
私たちを出迎え、まぶしい緑に包まれながら木道を
進めば、野鳥たちのさえずりが聞こえてくる。
　移ろう時の流れに、想いをはせるにふさわしい空
間が、ここ深大寺に広がっている。

ゆったり散策できる深大寺参道

しまぽ通貨加盟店はこちらの
ステッカーが目印

深大寺周辺（調布市）

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

武蔵野の風情が広がる

=パソコン用壁紙
31年3月31日まで
公式サイトからクレジットカードを利用して購入
大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、
御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島

販売･利用期間
購入方法
利用できる島

　スマートフォンを利用したプレミアム付き宿泊旅
行商品券であるしまぽ通貨を販売中です。10,000円
分の商品券を7,000円で購入することができ、宿泊や
食事･買い物･アクティビティ等にご利用になれます。
　あわせて、11島を巡るスタンプラリーもスマート
フォンでお楽しみいただけます。
※�1セット10,000円のうち3,000円は宿泊施設でのご利
用限定です。

しまぽ通貨で
お得に東京の島を満喫しませんか？

東京都戦没者追悼式 ･ 全国戦没者追悼式
の参列者を募集します

8月15日 11時45分　
文京シビックホール

8月15日 11時45分　
日本武道館

都内在住で戦没者の遺族の方、いずれも
定員200人。
6月1日〜15日に電話で福祉保健局生活
福祉部へ。

東京都戦没者追悼式

全国戦没者追悼式

参列者の募集

日　時

日　時

対　象

会　場

会　場

申　込

お問い合わせ

　多くの都民の尊い命が失われた先の大戦の終戦から、73年の年月が過ぎました。
　東京都では、多くの犠牲者の方々のご冥福を祈り、平和を願う都民の強い決意を表
すため、8月15日に「東京都戦没者追悼式」を実施します。
　また、同日に日本政府主催の「全国戦没者追悼式」が行われます。
　戦争の悲惨さや平和の大切さを次世代に継承していくため、戦争を知らない若い世
代の方々も積極的にご参列下さい。

福祉保健局生活福祉部　☎03-5320-4076　

利用方法等詳細は公式サイトをご覧下さい。 しまぽ通貨 検索

 深大寺「銅造釈迦如来像」

[深大寺]☎042-486-5511。銅造釈迦如来像の拝観時間は9時〜17時（300円）。
[神代植物公園]☎042-483-2300。9時30分〜17時（入園は16時まで）。 休園。一般
500円。65歳以上250円。
[神代水生植物園]9時30分〜16時30分。 休園。


