
　東京都では、｢時差Biz｣をはじめ、ボランティア休
暇制度整備や、柔軟な働き方･休み方の導入を支援
する｢働き方改革｣など、東京2020大会時の交通混
雑緩和につながる取り組みを推進しています。

都市整備局交通企画課
☎03-5388-3321  https://jisa-biz.tokyo/

東京都では、昨年度より、快適通勤ムーブメント｢時差Biz｣を実施しています。
今年度は実施期間を拡大し、夏は7月9日から8月10日まで集中して取り組みます。また、初めて冬にも実施します。　
この期間中、多くの人に快適な通勤を実感してもらうため、企業には時差出勤やテレワークの推進などの取り組みを、

鉄道事業者には、混雑状況の見える化、時差通勤者への特典などの取り組みを一斉に行うよう協力を呼びかけています。
皆さん、ぜひ｢時差Biz｣に参加し、快適な通勤を実現しましょう！

〇夕方の時間を、資格取得の勉強等に充てることができた。
〇朝の涼しく静かな環境で、集中して仕事ができた。
〇海外のスポーツの観戦時間を確保できた。　など

通勤時の快適性、仕事の効率性、プライベートの充実において、
時差Bizに参加した約6割の方が効果を実感しています。

昨年度時差Biz参加者の声(アンケートより一部抜粋)

小池都知事からのメッセージ

今年もやります、
夏の時差Biz！

お問い合わせ

検索2020　輸送計画　オリンピック･パラリンピック準備局輸送課　☎03-5320-7743 お問い合わせ

7月9日月〜8月10日金 期 間

検索時差ビズ

　｢朝が変われば毎日が変わる｣とのキャッチフ
レーズで始めた時差Bizも、今年で2年目となりま
した。鉄道の混雑緩和に向けた取り組みを企業や
鉄道事業者、鉄道を利用する皆様と一体となって
進め、時差Bizをライフスタイルとしてしっかり定着
させたいと思っています。時差Bizはみんなで一斉
に取り組むことが重要です。都民の皆様にも、引き
続きのご協力をお願いします。

東京2020大会開催期間中は、道路や鉄道の交通混雑が予想されます。
オリンピック開催期間:2020年7月24日祝〜8月9日日

パラリンピック開催期間:2020年8月25日火〜9月6日日

東京2020オリンピック･パラリンピック競技大会時の交通混雑緩和に向けた準備にご協力を!

東京2020オリンピック
カウントダウンイベントを開催

東京の湧き水に
触れてみよう！

カッパバッジを復刻します！
昭和52年発行のデザインを模した復刻版と
新デザイン版の｢カッパバッジ｣を販売します

夏の｢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

699万1,373世帯　人口1,382万325人
 （男：680万2,772人　女：701万7,553人）
＊参考：外国人数53万7,016人

世帯と人口 30年5月1日現在の推計
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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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広報東京都　　　検索

♦ホストシティTokyoプロジェクト
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スポーツ

東京2020大会

オリンピック･パラリンピック準備局計画推進部　
☎03-5320-7768　

同事務局　☎03-6261-6866（10時〜17時、 除く）
オリンピック･パラリンピック準備局事業推進課　☎03-5320-7714　

7月24日 14時〜20時
東京スカイツリータウン®
競技体験、マスコット記念撮影、スタンプラリー、�
大会スポンサーブース出展　など

　オリンピアンやマスコットも登場して2年前を祝いま
す。スカイツリーをライトアップし、みんなで東京五輪音頭
2020を踊り、会場を盛り上げます。

カウントダウンセレモニー
マスコットデビューイベント

（19時〜20時）

10月6日 ･7日 10時〜17時　
駒沢オリンピック公園･国営昭和記念公園（予定）

7月22日 11時〜11時30分　
東京ミッドタウン日比谷
マスコット登場、ネーミング発表、�
誕生アニメーション上映　など

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

　東京2020オリンピック競技大会開催2年前にあたる7月
24日に、カウントダウンイベントを開催します。皆さんぜひ
ご参加下さい。

オリンピック･パラリンピック準備局計画推進部　☎03-5320-7769　

東京2020オリンピックカウントダウン
イベント 〜みんなのTokyo2020 2 Years to Go!!〜

全国の小学生の投票により
選ばれたマスコットが始動!

日　時

日　時

日　時

会　場

場　所

場　所

内　容

内　容

　マスコットとの触れ合いや記念撮影ができる
マスコットハウスを、東京ミッドタウン日比谷に
期間限定（7月22日〜9月6日）でオープン。関連
商品の販売も行います。

　誰もが気軽に楽しめるスポー
ツイベントを、2会場で同時開催。
ニュースポーツ体験も充実！
　オリンピアン･パラリンピアン
など多彩なゲストとともに、皆さ
んをお待ちしています。

主なプログラム

◦カヌー体験　
◦車いす卓球体験　
◦フライングディスク体験　
★かけっこ教室　
★釜本邦茂サッカー教室（6日）
★大人が楽しむ運動会（7日）
　など

◦スポーツクライミング体験　
◦トランポリン体験　
◦スポーツ吹矢体験　
◦車いすレーサー体験
★ウオーキング教室　
★ラグビー教室（6日）　
　など

7月17日〜9月10日（消印）に かはがき、ファクスで。応募
多数の場合抽選。当日参加枠有。

★印：要事前申込

申　込

申込方法･会場等の詳細はホームページをご覧下さい。

国営昭和記念公園（予定）駒沢オリンピック公園

スポ博 検索

　ゴルフは、クラブで静止したボールを打ち、直径108mmの小さな穴（カッ
プ）まで、いかに少ない打数で入れられるかを競う競技です。オリンピックで
は、1900年パリ大会と1904年セントルイス大会で開催された後、競技から
除外されていましたが、2016年リオデジャネイロ大会で112年ぶりに復活
しました。
　ゴルフコースではホールごとに距離や地形が異なり、砂地（バンカー）、池な
どの障害物、芝の状態、風の強さや方向などさまざまな自然条件の中で行わ
れます。競技は1ラウンド18ホールで構成され、男女ともに4日間で4ラウン
ド72ホールをプレーし、合計打数の少ない順に上位となります。なお、同位に
複数選手がいる場合、通常の大会は1位のみをプレーオフ（延長戦）で決定し
ますが、オリンピックでは、2位や3位までプレーオフで決定します。
　クラブは最大14本まで持ち歩くことができ、ボールを遠くまで飛ばせるド
ライバー等のウッド類や、正確性を重視するアイアン類、パター等それぞれ用
途が異なります。選手が状況に応じてどのクラブでどのような攻め方をする
か、1打1打の判断力とテクニックが競技の見どころです。

　JOC強化指定認定選手で今年日本人5人目の
米国ツアー優勝を果たした東京都出身の小平智
選手は、「自分も小さい頃からオリンピックを見
ていて、いつか出てみたいと思っています。国を
あげての祭典だからメダルを取れれば英雄だし、
とても名誉なことだと思います。自分の生まれ
育った東京での開催なので、出場して金メダルを
目指したいです」と、意気込みを語っています。
　大きな活躍が期待される日本代表選手に、皆
さんぜひ注目して下さい！

生まれ育った東京で、金メダルを

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、オリンピックのゴルフを紹介します。

てえしお

オ リ ン ピ ツ ク・パラリンピック・パラリンピック
47

PRブース（14時〜20時）�
ステージイベント（17時30分〜18時15分）

　大会ボランティア･都市ボランティアの9月募集開始
に先駆けて、ボランティアの活動を紹介するイベントを
開催します。

オリンピック･パラリンピック準備局計画推進部　
☎03-5388-2266　

内　容

ボランティアPRイベントを同時開催

昨年の「大人が楽しむ運動会」の様子

写真提供　日本ゴルフ協会

新たな楽しさ、見つけよう！

♦ホストシティTokyoプロジェクト

♦ホストシティTokyoプロジェクト
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募　集

環　境

社　会

相　談

①�都内に本社か主たる事業所を置き、以下の分野の企業･団
体で女性の活躍推進に功績のあったもの

　◦産業分野 ◦医療･福祉分野 ◦教育分野�◦地域分野
②�都内在住･在勤で、女性の活躍推進について功績を上げた
個人で区市町村または「女性も男性も輝くTOKYO会議」
の構成団体からの推薦を受けた方
8月31日（必着）　
◦ 受賞者の取り組みを都のホームページや新聞、就職情報サ
イト等のメディアで紹介します。

◦ 都の公共工事等（総合評価方式）において、受賞実績が加点
評価される場合があります。

◦豊洲市場魅力発信フェスタ
　7月15日 11時〜17時。市場内を巡るバスツアーや水産体験コーナー、
場内を探検してキーワードを集めるリアル宝探し、築地市場の飲食･物販店
舗出店など。事前申込不要。
◦豊洲市場見学会
　①7月20日 ②28日 10時･11時･13時･14時。抽選で各回30人。

◦親子で巡る!産地と豊洲市場見学ツアー
　7月26日 ・29日 （行先は別）。小学生とその保護者、各日18組36人。

　豊洲市場では、10月11日の開場前に、①食の安全･安心の確保②効率的
な物流の実現や新たなニーズへの対応③省エネや環境への配慮④活気やに
ぎわいの創出といった、新市場のさまざまな魅力を皆さんに体感していた
だけるイベントを開催します。

　豊洲市場では、さらなる安全･安心の確保に向けて、追加対策工事（建物地
下床面へのコンクリート敷設・換気設備設置・地下水管理システムの機能
強化）を実施しています。工事完了後、専門家会議の確認（7月末）、国の認可
を経て開場します。

豊洲市場の魅力を体感していただくために

豊洲市場の安全性をさらに高めるために

開場まであと100日
豊洲市場は10月11日に開場します！

中央卸売市場総務課　☎03-5320-5720　お問い合わせ

①7月9日②17日までに か往復はがきで。申込等詳細は同
事務局☎03-6426-0514へ。

申　込

7月11日までに で。申込等詳細は同事務局☎0570-064-
205へ。

申　込

めいすいくん

対　象

締　切

受賞の特典

　東京都では、全ての女性が意欲と能力に応じて多様な生き方が選択で
きる社会の実現に向け、女性の活躍推進に取り組むさまざまな分野の企
業や団体、個人に対し、「東京都女性活躍推進大賞」を贈呈しています。

東京都女性活躍推進大賞を募集します

生活文化局男女平等参画課　☎03-5388-3189 　お問い合わせ

申込等詳細はホームページをご覧下さい。

東京都女性活躍推進大賞 検索

　夏は冷房などの使用により、電力消費量が多くなる時期です。
　夏の省エネの工夫を知って、地球にも家計にも優しい暮らしを送り
ましょう！

◦�白熱電球をLED電球に交換�
※7月9日までLED電球無償交換実施中。�
　8月15日からはより利用しやすい内容で実施予定。�
　詳しくは☎03-6704-4299か で。
◦�冷房時の室温は28℃を目安に調整し、扇風機で室内の空気を循環
◦�エアコンのフィルターをこまめに掃除し、頻繁なオンオフを行わない
◦�室外機の周囲に物を置かない
◦�すだれやカーテンで日差しを遮る
◦�冷蔵庫の設定温度を「中」に設定
◦�テレビの輝度を下げる･省エネモード設定
◦�節水型シャワーヘッドへの交換

◦�お中元、お歳暮
◦お祭りへの寄附や差し入れ
◦�運動会やスポーツ大会などへの飲食物の差し入れ
◦結婚祝い、香典
◦葬式の花輪･供花

簡単にできる夏の省エネ

禁止されている寄附〈例〉

空き家に関する普及啓発イベント等

空き家のワンストップ相談窓口

夏の省エネに取り組みましょう！

環境局地域エネルギー課　☎03-5388-3533　お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙課　☎03-5320-6913
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/

お問い合わせ

寄附禁止のルールを守りましょう。

　東京都は、空き家の発生抑制･有効活用･適正管理に関する普及啓発の取
り組みと、空き家所有者等からの相談に無料で応じるワンストップ相談業
務を一体的に実施しています。

　空き家の相続･売却･賃貸･管理に関する相談窓口です。

　各事業者による空き家に関するセミナーやフォーラム、イベント等を随
時開催します。内容等詳細は をご覧下さい。�

❶ 特定非営利活動法人空家･空地管理センター 0120-336-366

❷ 東京急行電鉄株式会社    ☎ 03-3477-9524

❸ 東京都行政書士会    ☎ 03-3477-2881

❹ ネクスト･アイズ株式会社   0120-406-212

❺ ミサワホーム株式会社    0120-727-330

空き家に関する
ワンストップ相談窓口･普及啓発事業

都市整備局住宅政策課　☎03-5320-5148　お問い合わせ

有権者は求めない！

政治家は贈らない！
7月〜8月は政治家の
寄附禁止PR強化月間です
　政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を
問わず法律で禁止されています。また、有権者が政治家に対し、寄附を求
めることも禁止されています。
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心のバリアフリー普及啓発
ポスターコンクール�

　テーマ／「『気づき』がまちを変えてい
く〜心のバリアフリーがあふれる東京」。
テーマに合った「標語」を入れる。規格／
B3判程度（縦）。対象／都内在住・在学の
小学4年〜中学生。応募／9月10日（必着） 
までに作品（裏面に氏

ふ り が な

名・学校名・学年・ 
学校の住所・電話を記入）を折らずに〒 
163-8001東京都福祉保健局生活福祉部

（☎03-5320-4047）へ。

水道週間作品コンクール�
　テーマ／「安全でおいしい」「生活にか
かせない」など、東京の水道水について感
じたり考えたこと。表題自由。作品／ポス
ター・作文。対象／都営水道を使用する
地域に在住・在学の小・中学生。応募／
9月7日（消印）までに郵送で水道週間作品
コンクール応募作品受付事務局（〒108-
0073港区三田2-14-4-12階）へ。

同事務局☎03-5776-2818（応募期
間のみ）か水道局サービス推進課☎03-
5320-6327

学んでみよう

東京都の仕事が楽しく学べる
キッズコーナーに遊びにきてね！

東京都キッズコーナー 検索

夏休み！
体験！ 挑戦！

体験してみよう
東京都統計グラフコンクール�

　課題／自由。規格／B2判。対象／都内 
在住・在勤・在学の小学生以上。応募／ 
9月5日 （必着）までに郵送か持参で、〒 
163-0920東京都総務局統計部（☎03-
5388-2516）へ。応募方法等詳細は
で。7月25日 〜30日 に都庁南展望室
で昨年度の入賞作品展。

"明日のTOKYO"
作文コンクール�

　テーマ／「スポーツの力
ちから

」。対象／都内
在住・在学の中学生。応募／9月7日（消
印）までに郵送で、手書き・日本語で400
字詰め原稿用紙4枚（1行目に「題」を記入）
にまとめ、別紙に住所・氏

ふ り が な

名・学校名・学
年・電話を書き、東京都人材支援事業団
作文コンクール担当（〒160-0021新宿
区歌舞伎町2-44-1-12階）☎03-5292-
7018へ。応募方法等詳細は で。

小学生ふれあいアート
コンクール�

　テーマ／「家族や地域の人とのふれあ
い・ささえあい」。作品／絵とその絵にま
つわるエピソード。対象／都内在住・在
学の小学生。応募／9月14日（必着）までに
〒163-8001東京都青少年・治安対策本
部青少年課（☎03-5388-3064）へ。応募
方法等詳細は で。

小学生下水道研究レポート
コンクール�

　テーマ／「下水道について学んだことや
気付いたこと」など。部門／①新聞②ポス
ター（B4判〜模造紙大）③標語（所定の応
募用紙で）。対象／都内在住・在学の小
学4年。締切／9月30日（消印）。応募方法
等詳細は で。

みんなの下水道サポートセンター☎03-
3547-3400か下水道局広報サービス課
☎03-5320-6515

「東京150年」事業� ♦
東京150年記念絵画コンテスト�

　テーマ／未来のTOKYO。対象／全国
の小学生。締切／9月6日（必着）。応募方
法等詳細は で。

政策企画局政策課☎03-5388-2299

明るい選挙ポスター
コンクール�

　内容／投票への参加呼びかけなど。規
格／四つ切りか八つ切り。対象／都内在
住・在学の小・中・高校生。応募／9月7
日（必着）までに作品（裏面右下に学校名・
学年・氏

ふ り が な

名を記入）を在学校かお住まいの
区市町村選挙管理委員会へ。

各区市町村選挙管理委員会事務局
か東京都選挙管理委員会事務局☎03-
5320-6913

土砂災害防止月間に関する
絵画・作文�

　絵画の部／描き方、大きさ自由。作文
の部／400字詰め原稿用紙で、小学校低
学年は2枚程度、高学年は4枚程度、中学
生は5枚程度。対象／都内在住・在学の
小・中学生。申込／9月15日（消印）まで
に〒163-8001東京都建設局指導調整課

（☎03-5320-5406）へ。

未成年者喫煙防止ポスター
コンクール�

　テーマ／「たばこを吸わない決意」「たば 
こを吸わないでいようとの友達への呼びか 
け」「誘われてもたばこを断る勇気をもつ
大切さ」「受動喫煙が健康に及ぼす影響の
周知」のいずれか。規格／B3判程度（縦）。 
対象／都内在住・在学の小学4年〜高校
生。応募／9月12日（消印）までに作品（裏
面に住所・氏

ふ り が な

名・学校名・学年・電話を記
入）を折らずに未成年者喫煙防止ポスター
担当（〒157-0076世田谷区岡本3-37-6

（株）スチュワード内）へ。
福祉保健局健康推進課☎03-5320-

4361

「東京空襲犠牲者を追悼し平和を
祈念する碑」の花壇デザイン画�

　花壇（幅18.4m・奥行き8.5m・扇型）
に植え込む草花のデザイン画（B4〜A3
判）。資格／都内在住・在学の小・中・高
校生。応募／9月28日（必着）までに所定
の応募用紙（ で入手可）を添えて〒163-
8001東京都生活文化局文化事業課（☎
03-5388-3141）へ。

楽しいこと、
盛りだくさん！

29年度入賞作品

東京都環境科学研究所施設公開
「Let's�サイエンス2018」�� �
　7月21日 10時〜16時。①夏休みの自
由研究にも役立つ科学実験やワークショッ
プなど。②「サイエンスショー」13時・15時。
抽選で各回80人（1組4人まで）。申込／①
予約不要②7月10日までに で。

東京都環境科学研究所☎03-3699-
1333

多摩消費生活センター
親子夏休み講座� �

　7月24日〜8月10日（ 除く）10時。 
小学生と保護者、抽選で各10組〜15組。
｢セーフ?アウト?お買い物大作戦!!」｢エシ 
カル消費のススメ・フェアトレードチョコ
でアイスデザートづくり」など8テーマ。申
込／7月10日(消印)までに往復はがきに
講座名と希望日(複数可)・代表者の住
所・電話・全員の氏

ふ り が な

名・学年・託児希望
者は幼児の年齢・性別を書き、多摩消費
生活センター(〒190-0023立川市柴崎町
2-15-19)☎042-522-5119へ。

築地市場「こどもいちば教室」�
　7月26日 ・8月7日 9時。市場見学と 
魚料理の実習。小学5・6年と保護者、抽選 
で各日10組20人。申込／7月9日（消印）まで 
に往復はがきに希望日・全員の住所・氏

ふり

名
がな

・ 
学年・電話を書き、築地市場（〒104-0045
中央区築地5-2-1）☎03-3547-8061へ。

お肉の親子教室「市場見学会」�
　8月10日 ・23日 10時。市場見学、
お肉の試食。小・中学生と保護者、抽選
で各日15組30人。申込／7月14日（消印）
までに往復はがきに催し名・希望日（1日
のみ）・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。

サマースクーリング
親子で見学会�

　7月21日〜8月18日（一部除く）、9時・
13時。東京テレポート駅集合。小・中学生

（保護者同伴）、各回50人。中学生はグ 
ループでの参加可。環境学習、中央防波
堤埋立処分場内の関連施設などを見学。
申込等詳細は で。

東京都環境公社☎03-3570-2230

親子で行く!東京港高潮対策
センター&運河見学会�

　8月14日 ・15日 ・16日 10時・13
時10分。東京港建設事務所（港区港南） 
集合。同センター見学と水上タクシーなど
で巡る運河見学。小・中学生と保護者の
グループ（5人まで）、抽選で各回20人。申
込／7月25日12時までに で。

港湾局広報・国際担当☎03-5320-
5524

Web動画を作ろう�
　Web動画の制作から公開までの活動
を通して、メディアリテラシーを学び、想
像力や自己表現する力を育むことを目指し
ます。8月27日 ・28日 ・29日 （全3
回）。3日間とも参加可能な中・高校生、抽
選で20人。申込／7月31日（必着）までに

かはがき、ファクスに住所・氏
ふ り が な

名・学年・
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、 03-3521-3506へ。

夏休み親子税金教室�
　8月10日 10時・15時、都庁で。小学
生と保護者（1人につき子供2人まで）、抽
選で各回10組。税金の種類や使い道を、
親子で楽しく学ぶ。中・高学年向け。申
込／7月13日（必着）までに往復はがきに
希望時間・代表者の住所・全員の氏

ふ り が な

名・
学年・電話を書き、〒163-8001東京都主
税局相談広報班（☎03-5388-2924）へ。

計量検定所　夏のイベント�
　①「計量展示室の特別展示」8月1日〜
31日（ を除く）10時〜16時。計量
器の展示など。②「親子はかり教室」8月7
日 ・8日 ・9日 13時30分。小学生
と保護者、抽選で各日21組42人。申込／
②7月10日（消印）までに往復はがきに希
望日（第2希望まで）・代表者の住所・電
話・全員の氏

ふ り が な

名・学年を書き、計量検定所
（〒136-0075江東区新砂3-3-41）☎03-
5617-6643へ。

水再生センター・ポンプ所
夏のイベント� �

　施設見学や微生物観察など大人から子
供まで楽しめるイベント。砂町・浮間・北
多摩一号など17の水再生センターと白鬚
西ポンプ所で。日程・内容等詳細は で。

下水道局広報サービス課☎03-5320-
6515

夏休み子供安全フェスタ�
　8月5日 13時30分、北とぴあ（北区）
で。快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦
隊パトレンジャーショーやクイズ大会など
楽しみながら学ぶことができる防犯イベン
ト。都内在住・在学の小学生以下と保護
者（保護者1人につき子供2人まで）、抽選
で1,000人。申込／7月17日（消印）までに

か往復はがきに催し名・人数（6人まで）・
代表者の住所・全員の氏

ふ り が な

名・年齢・電話・
託児（未就学児）希望の場合子供の氏

ふ り が な

名・
年齢を書き、〒163 
-8001東京都青少 
年・治安対策本部 
安全・安心まちづく
り課（☎03-5388-
2281）へ。

「夏の体験ボランティア」
キャンペーン2018� �

　7月〜9月、ボランティア活動を体験して
みたいという方に、1日だけの活動などさ
まざまな分野のボランティア活動を紹介。
各活動・申込等詳細は で。

東京ボランティア・市民活動センター☎
03-3235-1171

消防博物館「夏の特別展」��
　7月21日 〜9月2日9時30分 〜17時。

「関東大震災-炎の記憶」をテーマに、関
東大震災火流動行図の実物とデジタル
データを活用し、当時の被災状況に迫る。

同館☎03-3353-9119

東京の木育
「東京の木を知る体験ツアー」�
　7月26日 。森林・林業現場の見学や
木工体験など。小学生（保護者同伴）、抽
選で30人。500円。申込／7月10日（必
着）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、東京の木を
知る体験ツアー事務局（株）長谷萬（〒135-
8535江東区富岡2-11-6）☎03-5245-
1151へ。

同ツアー事務局か産業労働局森林課
☎03-5320-4861

フクシを知ろう!
おしごと体験� �

　周りの人を笑顔にする福祉の仕事を体
験しよう。期間／7月23日〜9月2日。対
象／都内在住・在学の小学3年〜6年・中・
高校生。申込／7月11日（必着）。活動内
容・体験先等詳細は で。

東京都福祉人材センター☎03-6261-
3925

小学生だけの夏休み1泊2日
「大江戸探検倶楽部」�
　中野の街を江戸時代のできごとを学び
ながら巡る。絵巻物・落語体験教室など
東京の伝統文化・産業を体験。8月23日

〜24日 。小学4年〜6年、抽選で20
人。費用／7,000円（1泊4食・交通費等
含む）。申込／8月2日（必着）までに、 か
はがき、電話、ファクスに、催し名・住所・
氏
ふ り が な

名・学年・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、 03-
3521-3506へ。

「夢のみち」2018
親子体験ツアー�

　①「神田川・環状七号線地下調節池の
見学ツアー」7月26日 8時45分・13時
15分。②「標識工場見学ツアー」31日 12
時。③「道路お掃除隊ロードスイーパー（路
面清掃車）体験試乗」8月6日 12時20分。
対象／①・②小・中学生と保護者③4歳
以上〜中学生以下と保護者、抽選で各回
40人。申込／7月10日までに で。

東京都道路整備保全公社☎03-5381-
3380

全国育樹祭�都民育樹行事
「親子で楽しむ育樹体験＠ひのはら」�
　8月25日 、武蔵五日市駅集合。檜原
都民の森で育樹体験・セラピーロード散
策など。小学4年〜6年（保護者同伴）、抽
選で100人。昼食付き。申込／7月25日

（必着）までに か往復はがきで。申込等
詳細は で。

同事務局☎03-5337-6630か産業労
働局森林課☎03-5320-4837

東京スーパーエコタウン
親子見学会� ��

　8月17日 9時、東京テレポート駅集合。
小・中学生（保護者同伴）、50人。リサイク
ル施設や最終処分場の見学など。申込／
前日までに電話で東京都環境公社☎03-
3570-2230へ。

東京国際フォーラム
丸の内キッズジャンボリー2018�

　8月14日 ・15日 ・16日 10時〜
17時。子供たちの夢を育む参加体験型イ
ベント。たくさんの不思議や感動・発見と
出会える多彩なプログラムが満載。

東京国際フォーラム（同事務局）☎03-
5221-9630（平日10時〜17時）

夏休み
水のふるさと体験会� �

　8月21日 〜22日 。八ッ場ダム建設
現場見学や自然観察会。小学4年〜6年と
保護者、抽選で20組40人。1組14,000円

（1泊4食付、交通費含む）。申込／7月20
日（消印）までに かはがきで。申込等詳細
は で。

都市整備局広域調整課☎03-5388-
3289

森林ふれあい教室
「森の昆虫観察会」� �
　7月21日 ・28日 10時、農林総合研
究センターの試験林（日の出町）で。カブト
ムシのお土産付き。山歩きができる小学
生以上（小学生は保護者同伴）、抽選で各
日30人。500円（緑の募金へ）。申込／7
月10日（必着）までにはがきかファクスに催
し名・希望日・全員の住所・氏

ふ り が な

名・年齢・
電話を書き、農林水産振興財団（〒190-
0013立 川 市 富 士 見 町3-8-1）☎042-
528-0641、 042-528-0619へ。

ビジターセンターの催し
〜昆虫教室・自然教室� �

　①「昆虫教室・どこにいるかな夏の虫」
8月5日 永山公園、青梅丘陵周辺。抽
選で40人（小学生以下は保護者同伴）。
100円。
　②「御岳山子ども自然教室」8月7日
〜9日 。御岳山内。小学4年〜6年、抽
選で15人。29,800円。申込／①7月19
日②21日（消印）までに往復はがき（②は

も可）に催し名・全員の住所・氏
ふり

名
がな

・年
齢・電話を書き、御岳ビジターセンター

（〒198-0175青 梅 市 御 岳 山38-5）☎
0428-78-9363へ。

親子で行こう!
蛇口の向こうの水道水源林�

　8月11日 8時、JR青梅線河
か

辺
べ

駅集合。 
水源地ふれあいのみち柳沢峠ゾーン散
策。全行程バス。寄附者か都営水道使用
の小学生以上の親子、抽選で40人。申
込／7月11日までに で。

水道局水源管理事務所☎0428-21-
3543

神代植物公園
「夏休み親子自然教室」�� �
　8月22日 12時30分。木の実遊びや
植物観察。小学3年〜6年と保護者、抽選
で20組。50円。申込／7月22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・学年・電話を書き、神代植物公園
（〒182-0017調布市深大寺元町5-31-
10）☎042-483-2300へ。

自然にふれよう

コンクールに挑戦しよう
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お問い合わせ 　環境局水環境課　☎03-5388-3547

　地中から澄んだ水が湧き出し、豊かな自然環境を象

徴する湧水（ゆうすい、わきみず）。東京にも数多くの湧

水が存在し、都心から多摩や島しょの大自然に囲まれた

場所まで、さまざまな湧水に触れることができます。

　暑い夏を過ごすクールスポットとして、都内の名湧水を

訪ねてみませんか?

　善福寺の参道右手にあり、清らか
な水が湧き出ています。区の文化
財に指定され、近隣には史跡が点在
して散策にも適しています。

　一年を通して安定した湧水量を誇り、水質も
良好です。周りには豊かな林が広がり、水辺と
一体となってさまざまな生物を育んでいます。
環境省の「平成の名水百選」に選ばれています。

　古くから「明神様の泉」とし
て地域に親しまれています。
水量豊富で透明度が高く、生
活用水（野菜などの洗い場）と
しても利用されています。

　日野市を代表する湧水群で、
今も雑木林の風景が残ってい
ます。一帯は「黒川清流公園」
として整備され、親しまれて
います。

　古くから旧青梅街道を往来する人々の憩いの
水として親しまれてきました。豊富な湧水はわ
さびの栽培にも利用されています。

　都内でも有数の湧出量を誇り、市の南側に位
置する青柳崖線を代表する湧水群です。市民に
親しまれるだけでなく、市外からも多くの人が
訪れます。

　市街地に残された貴重な湧水群です。年間を
通じてほぼ変わらない豊富な水量で、環境省の

「名水百選」にも選ばれています。現在、遊歩道と
して整備され、多くの人々に親しまれています。

　湧き出すところから川に至るま
で自然の状態が保たれ、素晴らし
い景観を形作っています。水量が
多く、水辺の憩いの場として最適
です。

　境内の奥、国分寺崖線の下の
大きな岩の間から湧き出してい
ます。水量が比較的多く、枯渇し
ないことから黄

 こ  が ね  い  

金井と呼ばれ、
「小金井」の名前の由来となった
とも言われています。

　「水配り神話」のある天
て ん

上
じょう

山
さ ん

に降った雨が、すそ野の多幸
湾海岸付近から湧出しています。湧出口から約30mで浜に
浸透します。

　23区内唯一の渓谷で、
数多くの湧水が存在しま
す。かつて修行に用いら
れた滝もあり、多くの人
が訪れます。

練馬区大泉町1-6
練馬区西部公園出張所

☎03-3904-7557

港区元麻布1-6 善福寺前
港区環境課

☎03-3578-2331

世田谷区等々力1-22先
世田谷区みどり政策課☎03-5432-2536

東久留米市南沢3-9
東久留米市環境政策課☎042-470-7753

小金井市貫井南町3-8-6
小金井市観光まちおこし協会☎042-316-3980

神津島村榎木が沢
神津島村産業観光課

☎04992-8-0011

八王子市中野山王2-23
八王子市水環境整備課☎042-620-7291

日野市東豊田3-16-1（黒川清流公園）
日野市緑と清流課☎042-514-8307

奥多摩町境341
奥多摩水と緑のふれあい館

☎0428-86-2731

国立市矢川3-15
国立市環境政策課☎042-576-2111

国分寺市東元町3丁目、西元町1丁目
国分寺市緑と建築課☎042-325-0111

西武池袋線「石神井公園」駅か
ら西武バスまたは国際興業バ
ス（成増駅南口行き）「土支田二
丁目」下車徒歩3分。

東京メトロ南北線､都営大江戸
線「麻布十番」駅から徒歩8分｡

東 急 大 井 町 線「等 々
力」駅から徒歩7分｡

西武池袋線「東久留米」駅から徒歩20分。

JR中央線「武蔵小金井」駅から京王バス（西之久保循環）「貫井
南町4丁目」下車徒歩5分。

多幸湾船客待合所から徒歩2分。

JR中央線「八王子」駅北口から西東京バス(中野団地行き)「中野北小」下車
徒歩4分。

JR中央線「豊田」駅から徒歩10分。

JR青梅線「奥多摩」駅から西東京バス「境橋」下
車徒歩5分。

JR南武線「矢川」駅から徒歩12分。 JR中央線･西武線「国分寺」駅から徒歩15分、
JR中央線「西国分寺」駅から徒歩15分。

　東京の名湧水57選の一覧、東京の「湧水マップ」は からご覧いた
だけます。

◦ 東京都では、湧水について飲用の可否の検査は行っていないため、
飲用として推奨しておりません。

◦ 湧水を訪れる際には、一般に公開されていない場所への立ち入り
は避けて下さい。

◦ 水辺の近くでは、虫刺されなどに気をつけて下さい。

湧水周辺を散策する際の注意点

湧水に関する情報

湧水（ゆうすい、わきみず）とは
　湧水は、地下水が台地の崖下や丘陵の谷間などから自然に湧き出
している現象です。湧水は、それ自体がかけがえのない自然であると
ともに、周辺の自然環境とあいまって人々に潤いと安らぎを与え、ま
た身近な生き物などにも触れあえる場として、都市においては貴重
なオアシスとなっています。

湧水と人々との関わり
　湧水は、古くから農業用水や生活用水として利用されてきました。
湧水の周辺から縄文時代の遺跡が発掘されたり、水田に利用されて
きた記録が残っています。また、豊富な湧水のある場所に神社やお寺
が建てられたり、湧水そのものが信仰の対象となるなど、湧水は長い
間人々の暮らしと関わり合いながら利用されてきました。
　現在では、飲料水など人々の生活に直接利用されることは少なく
なりましたが、都内の中小河川の貴重な水源であり、身近な自然環境
の一部として大切な存在です。

湧水の保全に向けた取り組み 〜東京の名湧水57選
　都内では都市化が進み、地表が建物やアスファルトに覆われて雨
水が地下に浸透しにくくなったことで、湧水が枯れてしまったり、湧
き出る水の量が減るなどの問題が生じています。
　そのため東京都では、身近な自然環境としての湧水等を保護･回復す
るため、区市町村と連携･協力しながら、湧水の保全に努めています。
　これらの取り組みの一つとして、貴重な湧水について都民の皆さ
んに関心を持っていただくため、57カ所の湧水を「東京の名

め い ゆ う す い

湧水」と
して選定し、2003年1月に発表しました。

東京の
湧き水に
触れてみよう! 柳の井戸
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飼育担当の清水さんより一言
｢生まれてから1時間後には立って歩き、乳
を飲む行動が見られました。母親であるア
オイにとっては5産目の子供。ベテランらし
い落ち着きのある子育てのおかげで、伸び
伸び育っています｣

多摩動物公園☎042-591-1611

　4月19日に生まれたキリンの｢ジャック｣
が日々成長中。(写真は5月29日撮影)

HP
 

募　集

お知らせ

働　く

正社員就職!合同企業面接会�
　7月12日 13時〜16時、東京しごとセ
ンターで。正社員就職を希望する方。参
加企業／14社程度。入退場自由・予約不
要。11時から求職者向けセミナーも有（要
事前申込）。

産業労働局就業推進課☎03-5320-
4628

看護職復職支援研修�

　看護職員地域就業支援病院等で｡最新
の医療に関する講義･実習･就業相談な
ど。対象／保健師･助産師･看護師･准看
護師の免許を持ち､現在離職中の方｡申込
等詳細は で｡

東京都ナースプラザ ☎03-5229-
1525か福祉保健局医療人材課☎03-
5320-4447

職業能力開発センター
10月生�

　①普通課程:高卒程度／3DCAD・
CAM（1年）。高卒程度かつおおむね30
歳以下／精密加工（1年）。②短期課程:一
般／配管、溶接、ネットワーク施工、介護
サービス等27科目（6カ月）。30歳未満／
若年者就業支援（3コース・1年）。エンジ
ニア基礎養成、電気制御基礎養成（4カ
月）。③高年齢者（おおむね50歳以上）／
ビル管理、ホテル・レストランサービス等
6科目（6カ月）。クリーンスタッフ養成、生
活支援サービス、マンション維持管理、施
設警備（3カ月）。選考／8月21日 か22
日 。申込／7月27日 までに住所地の
ハローワークか各センター・校へ。費用／
①授業料・入校選考料が必要。いずれも
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

保育士試験�
　試験／筆記:10月20日 ・21日 、実
技:12月9日 。受験料／12,950円（全部
免除基準に該当する場合は、2,650円。
送料含）。締切／7月25日（消印）。受験手
引きの請求／「手引き請求」と朱書きした
封筒に返信用封筒（角2、切手不要）を同
封し、保育士試験事務センター（〒171-
8536豊 島 区 高 田3-19-10） 0120-
4194-82へ。 でも請求可。

福祉保健局保育支援課☎03-5320-
4130

保育の仕事
「就職支援セミナー」�
　8月1日 ・2日 ・3日 10時、シアター
1010（足立区）で。希望者には実習有。
対象／保育士有資格者。申込／7月25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

介護の職場体験・初任者研修
資格取得支援・就業促進�

　①職場体験／都内介護事業所で最大
3日。対象／介護業務の体験を希望する
方。②初任者研修／介護職の基本となる
資格取得講座。対象／①の職場体験を
行った方。③就業促進／都内介護事業所
で働きながら初任者研修資格等の取得を
支援。雇用期間6カ月以内、継続も可。対
象／介護業務への就労を希望する離職者
等。申込等詳細は か東京都福祉人材セ
ンター☎03-5211-2910へ。

同センターか福祉保健局介護保険課☎
03-5320-4267

都議会提供テレビ番組�
　「トウキョウもっと!2 元気計画研究所」
7月21日 19時55分〜20時55分（再放
送は29日 17時）、TOKYO MXで。司
会／いとうせいこう。「もっと東京の食品
ロスを減らすために!」をテーマに有識者と
都議会議員が討論。　　

議会局広報課☎03-5320-7124

7月23日〜29日は肝臓週間
肝炎ウイルス検診を受けましょう�

　肝炎ウイルスは、早期発見・早期治療
が大切です。お住まいの区市町村で無料
で検診が受けられます。

福祉保健局健康
推進課☎03-5320
-4363

首都大学東京�大学説明会
（オープンキャンパス）�
　南大沢（全学部）7月15日 ・8月18日

、日野（システムデザイン学部）7月28日
、荒川（健康福祉学部）8月7日 。いず

れも10時〜16時30分（受付15時まで）。
ガイダンス、模擬授業、個別相談、キャン
パスツアーなど。予約不要。

同大学入試課☎042-677-2392

7月の宝くじ発売開始予定日�

◦1等300万円スクラッチ（200円）     4日
◦サマージャンボ宝くじ（300円）        9日
　（1等前後賞合わせて7億円） 
◦サマージャンボミニ（300円）　　    9日
　 （1等前後賞合わせて7,000万円）
◦1等50万円スクラッチ（200円）     11日
◦1等100万円スクラッチ（200円）   18日
◦1等30万円スクラッチ（200円）     25日

財務局公債課☎03-5388-2685

心身障害者医療費助成障の
負担上限額の改定�

　高齢者の医療の確保に関する法律施行
令改正に伴い、8月1日から 障 住民税課
税者（　 食 の受給者証所持）の方の負担
上限額が変わります。

年間上限・多数回該当の詳細は をご覧
ください。 障 住民税非課税（ 食 の受給者
証所持）の方は変更ありません。

区市町村か福祉保健局医療助成課☎
03-5320-4571

7月は｢愛の血液助け合い運動｣
実施月間�

　献血へのご協力
をお願いします!

福祉保健局疾病対策課☎03-5320-
4506

震災時火災における
避難場所等の指定を公表�

　避難場所等の概要、区別ごとの指定図
等を に掲載しています。

都市整備局防災都市づくり課☎03-
5320-5123

都民生活に関する世論調査�

　都内在住の方から無作為に抽出した
3,000人を対象に調査を実施します。7月
6日〜22日に調査員が伺いますので、ご
協力をお願いします。

生活文化局都民の声課☎03-5388-
3133

通院
（外来）

14,000円／月
年間上限：144,000円／年

入院 57,600円／月
多数回該当：44,400円／月

森林の整備や緑化の推進を呼
びかける緑化運動の標語�

　対象／都内在住･在勤･在学の方。申
込／9月10日(消印)までに郵送で標語 

（1人1点)と住所･氏
ふ り が な

名･電話・勤務先･学
校名･学年を書き、東京緑化推進委員会

（〒190-0013立川市富士見町3-8-1)☎
042-528-0644へ。

同委員会か産業労働局森林課☎03-
5320-4854

野鳥の巣箱コンクール作品�
　対象／都内在学の小・中学生。応募／ 
在学校経由で。各校は9月5日 〜10日 

に郵送か持参で多摩環境事務所（〒 
190-0022立川市錦町4-6-3）☎042-
521-2948へ。

一部

  夏季VOC対策セミナー 「光化学スモッグのない青空を目指して」
 7月27日 13時30分､都庁都民ホールで｡

環境局化学物質対策課　☎03-5388-3457　お問い合わせ

環　境　

　気温が高く日差しの強い夏は、光化学スモッグ注意報が発生しやす
い季節です。光化学スモッグの原因物質の1つには、揮発性有機化合物
（VOC）があり、塗装･印刷などに使われる有機溶剤のほか、身近な生活用
品にも用いられています。VOCの排出削減に皆さんのご協力をお願い
します。

光化学スモッグのない
青空を目指して
〜夏季のVOC対策強化月間〜

◦�生活用品では、噴霧にガスを使わない霧吹きや手押し
ポンプなど、できるだけVOCの少ない製品を選びま
しょう。

◦�工場などで有機溶剤を取り扱うときは、容器のふた閉
めを徹底しましょう。

7月20日までに で｡申　込

かんぞうくん

けんけつちゃん
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職 員 採 用

東京都地域医療支援ドクター
（常勤）　　　　　　　　　
　資格／31年4月1日現在60歳未満
で、地域医療に従事する意思のある医
歴5年以上の医師。診療科／周産期医
療、小児医療、へき地医療、救急医療
のいずれか。人員／若干名。採用／
31年4月1日。締切／7月31日。
福祉保健局医療人材課☎03-5320�

-4552

新たな障害者雇用
「教育事務サポーター」��������
　対象／知的障害・精神障害・身体障
害のいずれかのある方（その他要件あ
り）。人員／非常勤30人。採用／10月
1日。勤務先／新宿NSビル。申込／7月
17日（消印）までに所定の応募書類（
で入手）を郵送。申込等詳細は で。
教育庁総務課☎03-5320-6799

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。

催　し

「東京150年」事業　�� ♦
都庁南展望室VR体験イベント��

　7月19日 〜23日 9時30分〜17時。
明治時代の景色を見ることができるバー
チャルタイプの双眼鏡を設置。対象年齢8
歳以上。

政策企画局政策課☎03-5388-2299

河川愛護月間関連行事�

　都の河川事業の紹介や川のフォトコン
テスト応募作品の展示など。①パネル
展／7月5日 〜10日 、都庁南展望室
で。23日 〜26日 、新宿駅西口広場
で。②かわフェスタ／7月28日 10時〜
16時、井の頭恩賜公園で。③シンポジウ
ム／7月31日 13時30分、新宿区立角
筈区民ホールで。申込／③は7月13日（消
印）までに かはがきで。申込等詳細は

で。
建設局河川部☎03-5320-5425

東京水辺ライン�

　「水上バスで行くプラネタリウム・宇宙
ふしぎ大探検2〜太陽系のひみつ」7月25
日 ・26日 10時10分、墨田区役所集
合。各日46人。3,900円（食事付）。申込／
7月10日（必着）までに往復はがきに催し
名・希望日・人数（中学生以上・小学生・
4〜6歳の別）・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。

食肉市場「お肉の情報館」
夏季臨時開館����

　7月21日・8月18日 10時〜18時。食
肉流通の仕組みや食肉市場・と場への差
別や偏見の解消に向けた展示、お肉の生

産から食卓に届くまでのビデオ上映、記
念品プレゼントなど。

同市場☎03-5479-0651

海の灯まつりinお台場2018�

　7月15日 ・16日 18時30分〜22時
頃、お台場海浜公園で。砂浜をロウソク
の灯の地上絵で彩る光のイベント。13時
から地上絵作成参加者を受付。

東京港埠頭（株）☎03-3599-7305

東京都障害者総合美術展�

　7月27日 〜31日 10時〜21時（29
日は20時、31日は16時まで）、西武池袋
本店で。都内の障害者の絵画・造形・書・
写真の入選作品を展示。

日本チャリティ協会☎03-3341-0803、 
03-3359-7964か福祉保健局障害者

施策推進部☎03-5320-4147、 03-
5388-1413

東京水道のPR施設3館
スタンプラリー�

　7月20日 から「水道歴史館」「水の科学
館」「奥多摩 水と緑のふれあい館」を回るス
タンプラリー。2館達成、3館達成ごとに記
念品をプレゼント（なくなり次第終了）。

水道局サービス推進課☎03-5320-
6326

4 〜 5 面にも夏休みの催しなどを
掲載しています。

　監査委員は、都の行財政が正しく無駄なく運営されているか監査し、問
題点を指摘して各局に改善を求めています。
　今回は143件の指摘等が改善され、これにより、24年以降の指摘等559
件のうち519件（約93％）が改善済みとなりました。

監査事務局総務課　☎03-5320-7017
http://www.kansa.metro.tokyo.jp/

お問い合わせ

★�生活文化局および福祉保健局では、それぞれ学校法人および社会
福祉法人に補助金を交付していますが、交付した補助金が過大と
なっていました。　　　

　学校法人と社会福祉法人から過大交付分が返還されました。
また、審査の複数チェック体制等の徹底を図りました。

★�東京消防庁では、消防防災に関するメールマガジンを各消防署か
ら地域の登録事業者に配信するとしていましたが、28年度は全81
署中23署で配信実績がありませんでした。

　　　　　　　

　メールマガジンの共通原稿案を各消防署が共有し、地域情報
などを追加することで容易に作成･配信できる仕組みを作りまし
た。その結果、全消防署でメールマガジンが配信されました。

監査により事務が改善されました

監　査

【 主 な 改 善 事 例 】

改善状況の詳細は、監査事務局ホームページの｢監査指摘･改善措置等
検索システム｣からご覧いただけます。

昨年度受賞作品

　後藤順一さんが手がけるのは、お皿
の上の芸術。東京･六本木の瀟

しょうしゃ

洒なホ
テルの副総料理長として、ペストリー
(デザート)部門を取り仕切る後藤さん
は、見た目と味、両方を兼ね備えた創
作スイーツを40年にわたり探求し続け
ている。

　中でも得意とするのは、あめ細工作
品。洋菓子のあめ細工は、和菓子のそ
れに比べ、食用として作られることは
少ないが、装飾品のような華やかさが
ある。材料は、砂糖と水あめを煮付め
たもの、粉砂糖とゼラチンを合わせた
ものなど、さまざま。多様な手法を用
いることで、｢どんなものでも作れる｣
と言う。
　後藤さんが23歳の時。約4年に1度
行われるお菓子の博覧会｢全国菓子
大博覧会｣が東京で開催されることに
なった。まだ駆け出しの身だったが、博
覧会に展示する作品の製作者に、抜

ばっ

擢
てき

された。与えられたテーマは、イタリ
ア･フィレンツェの大聖堂、ドゥオーモ。

「設計図を描き、その通りに砂糖細工
を作り、畳1畳にもなる作品をコツコツ
作り上げていった｣。肉体的にきつかっ

｢今作っているものを、きれいに、おいしそう
に、完璧に｣と後藤さん。

たが、高い評価を得て、忘れられない
仕事になった。
　以降、国内外の大会で輝かしい成績
を残し、洋菓子界のワールドカップと
称される｢クープ･デュ･モンド｣で優勝を 
果たす。後藤さんは言う。｢誰かのま
ねは嫌い｣｢しくじった記憶は鮮明だ
が、褒められた仕事はほとんど覚えて
いない｣。
　現在は、洋菓子学校の講師をはじ
め、後進の育成にも力を注いでいる。
｢機会は与えるが、何から何までは教
えない。自分で工夫してほしいから｣。
ものづくりへの愛に溢れる後藤さんの
言葉は、気持ち良いほど明快だ。

名誉や賞賛より
大切なもの

洋生菓子製造工
後

ご

藤
とう

　順
じゅん

一
いち

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/

※電話番号を間違えないようにお願いします
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都庁では により情報を発信しています！

※ ＝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、♦＝「ホストシティTokyoプロジェクト」事業



自然・公園

葛西海浜公園
「海水浴体験と里海まつり」�
　①海水浴体験 7月16日〜8月26日の
毎日10時〜16時、西なぎさの指定区域
内で。②里海まつり ①の期間中の 。
和船乗船・漁業体験など。荒天中止。

同公園☎03-5696-4741、②NPOふ
るさと東京☎03-3869-1992

向島百花園「大輪朝顔展」�

　7月29日 〜8月5日 8時〜12時。直

径20cm前後の大輪朝顔約500鉢を展示。
同園☎03-3611-8705

暑い夏に涼を届ける風鈴祭りが、7
月2日から8月5日に西新井大師で開
催。境内に日本全国の風鈴約600種
が集められ、展示販売される。10時
〜16時( は17時)。日曜・祝日
は、風鈴の絵付け体験などの催しも。

(27年7月11日西新井大師で。日暮里･舎人ライナー
｢西新井大師西｣駅下車、徒歩20分)

西新井大師風鈴祭り

都立広尾病院都民公開講座�

　「腰痛予防とウオーキング」7月24日
19時。当日先着120人。

同病院☎03-3444-1181

職業能力開発センター
夏休み高校生向け実習講座�

　将来の職業を考えるきっかけとなるよ
う、ものづくりのプロが指導。掲載以外も
有。申込／電話で各センター・校へ。
　中央・城北センター板橋校☎03-
3966-4131「3次元CADの作図と自動プ
ログラミング（CAD/CAM）操作、NC工
作機械での加工体験」7月30日 ・31日

9時15分。各日5人。締切／7月13日。
　多摩センター☎042-500-8700「バス
ツアーin多摩（多摩センター・府中校・八
王子校の見学、自動車ドアパネルの塗装・
水道工事体験など）」8月2日 9時。25
人。締切／7月10日。

産業労働局能力開発課☎03-5320-
4719

は勤務先・学校の区市町村名）・氏
ふ り が な

名・年
代・電話・ファクス・職業・応募動機を書き、
①多摩消費生活センター（〒190-0023立
川市柴崎町2-15-19）☎042-522-5119、

042-527-0764②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。

AIITシニアスタートアップ
プログラム�

　対象／起業を目指す概ね50歳以上の
方。期間／8月25日〜31年2月上旬、産
業技術大学院大学ほかで。科目／東京経
済事情含む3科目以上。申込／7月2日〜
18日に で。選考手数料（10,000円）・
受講料（1科目20,000円）。

同大学OPI企画運営係☎03-3472-
7833

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

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室�

　視覚障害／①「音楽教室」7月20日
13時〜15時30分。②「教養講座」22日

13時30分〜16時。聴覚障害／③「文
章教室」11日から8月1日までの毎 18
時30分〜21時。④「コミュニケーション教
室」7月28日 13時30分〜16時。⑤「教
養講座」〈昼の部〉13日 13時30分〜16
時。①〜③東京都障害者福祉会館④都
民ホール⑤三鷹駅前コミュニティセンター
で。各日50人。事前申込不要。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、
03-5388-1734

消費生活総合センター
消費者問題マスター講座�

　9月〜12月（全13回）①14時、多摩消費
生活センターで。100人。②19時、消費
生活総合センターで。120人。都内在住・
在勤・在学で9回以上受講でき、受講経
験がない方。申込／8月3日（消印）までに

かはがき、ファクスに住所（都外在住者

校へ。応募多数の場合抽選。受講料等必
要。掲載校以外も有。
　武蔵野北高校☎0422-55-2071

（〒180-0011武蔵野市八幡町2-3-10）
「親子実験教室（小学4年〜6年対象）」8
月18日・25日（ 全2回）。締切／7月31日

（消印）。
　城東高校☎03-3637-3561（〒136-
0072江東区大島3-22-1）「中学生柔道教
室」9月2日 ・24日 ・10月27日 ・11月
17日 （全4回）。締切／7月31日（消印）。

各校か教育庁生涯学習課☎03-5320-
6893

人権問題都民講座
「東京のイスラム社会」�
　7月14日 14時、東京都人権プラザ
で。抽選で80人。テーマ／豊島区にある
イスラム教の礼拝堂「マスジド大塚」のさま
ざまな取り組みから、東京のイスラム社会
を知る。申込／7月9日までに か電話、
ファクスで同プラザ☎03-6722-0123、

03-6722-0084へ。 

　梅雨が明けると、いよいよ夏本番。家族連れで海や川に出かけることも
多くなり、熱中症や水の事故が増える時期でもあります。
　いざというとき、救急車の利用か医療機関の受診かで迷ったら、東京消
防庁救急相談センター・東京版救急受診ガイドをご利用下さい。

東京消防庁　☎03-3212-2111〈代表〉お問い合わせ

夏の事故から尊い命を守ろう
注　意

夏のレジャー時期の火気器具取り扱いに注意!
　バーベキューや夏祭りでは､カセットこんろなどの火気器具を間
違った方法で使用するとたいへん危険です｡火気器具取り扱いには
くれぐれも注意しましょう！

東京消防庁調査課　☎03-3212-2111 内線5066　

東京消防庁救急相談センター･東京版救急受診ガイド
 　

つながらない場合は
　　　　　☎03-3212-2323　　　　 　☎042-521-2323

東京消防庁救急医務課　☎03-3212-2111 内線4545　

23区 多摩地区

検索♯7119

学　ぶ

☎ #7119　24時間･年中無休
　　　　　　　（携帯電話･PHS･プッシュ回線)
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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。

◦減免期間：新築後新たに課税される年度から3年度分
◦�減免額：住宅部分の全額減免
�������������(対象戸数は建て替え前後の家屋により異なる)
◦�申請期限 : �新築した年の翌々年の2月末
　　　　　　※1月1日新築の場合は翌年の2月末

◦減免期間：改修工事完了日の翌年度分から一定期間
◦�減免額：�居住部分で1戸あたり120㎡の床面積相当部分までを耐震

減額制度の適用後に全額減免
◦申請期限：改修工事が完了した日から3カ月以内

　昭和57年1月1日以前から23区内に所在する家屋で、平成32年（2020年）
3月31日までに耐震化のための建て替え･改修を行った住宅が対象です。

住宅が所在する区の都税事務所か
主税局資産税部　☎03-5388-3045　

お問い合わせ

建て替え

改　修

耐震化のための
建て替え･改修を行った住宅の
固定資産税･都市計画税を
減免します(23区内)

税の減免

申請方法等詳細はホームページをご覧下さい。



文化・スポーツ

東京都障害者スポーツ大会
「スポーツの集い」�
　9月5日 10時、武 蔵野の森総合ス
ポーツプラザで。知的障害者（児）。種目／
大玉ころがし・綱引きほか。申込／7月
20日（必着）までに所定の申込書（ で入
手可）を郵送かファクスで東京都障害者ス
ポーツ協会（〒162-0823新宿区神楽河岸
1-1セントラルプラザ12階） 03-6265-
6077へ。

同協会☎03-6265-6001かオリンピッ
ク・パラリンピック準備局障害者スポー
ツ 課 ☎03-5320-7799、 03-5388-
1229

東京都美術館「障害のある方
のための特別鑑賞会」　　　�

　「没後50年　藤田嗣治展」8月27日 。
身体障害者手帳等をお持ちの方、抽選で
各回350人。申込／7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・駐車スペース希望の有無を書き、
東京都美術館（〒110-0007台東区上野公
園8-36）☎03-3823-6921へ。

ファミリーコンサート
オーケストラで楽しむスポーツの祭典�

　8月19日 14時、東京オペラシティで。
出演／荻原健司、青木愛、東京フィルハー
モニー交響楽団ほか。都内在住・在勤・
在学の方（3歳以上入場可）、抽選で1,500
人。申込／7月17日（必着）までに か往
復はがきに人数（4人まで）・代表者の住
所（在勤・在学は勤務先・学校名と所在
地）・氏

ふ り が な

名・電話・全員の年齢・車椅子で
の来場人数・託児希望の人数と年齢を書
き、ファミリーコンサート公演窓口（〒151-
0051渋 谷区 千 駄ヶ谷4-10-3-4階）
0120-762-540へ。

同窓口か東京都人材支援事業団☎03-
5292-7018

博物館・美術館の
開館時間延長�

　7月19日〜8月31日の 、21時まで。
①江戸東京博物館②東京都庭園美術館
③東京都写真美術館④東京都美術館（③
は も、④は7月27日 〜）。日程等詳細
は か東京都歴史文化財団☎03-5610-
3503へ。

「東京150年」事業〜歴史的建造
物保存のチャリティイベント�

　講演とピアノ演奏会。8月5日 13時、
自由学園明日館講堂（豊島区）で。抽選で
200人。中学生以上は2,000円（東京歴史
まちづくりファンドへ）。申込／7月10日（消
印）までに か往復はがきに催し名・人数

（5人まで）・代表者の住所・電話・全員の
氏
ふ り が な

名を書き、〒163-8001東京都都市整備
局緑地景観課（☎03-5388-3359）へ。

「パンパシフィック水泳選手権大会
2018（競泳）」観戦招待�

　東京辰巳国際水泳場で。都内在住・在
勤・在学の小学生以上のペア（小学生は 
保護者同伴）。①観戦招待（予選）／8月9日

〜12日 10時。抽選で各日100組200
人。②バックヤードツアー／8月11日
16時30分。抽選で20組40人。申込／7
月20日（消印）までに往復はがき（1枚1組）
に大会名・希望日・全員の住所・氏

ふ り が な

名・
年齢・電話・①②の別を書き、パンパシ
フィック水泳選手権大会事務局（〒107-
0052小松ビル内郵便局留）へ。申込は①
②それぞれ1回のみ。

同事務局☎03-6257-1947かオリン
ピック・パラリンピック準備局事業推進課
☎03-5320-7714

シニア健康
スポーツフェスティバルTOKYO�

　10月6日〜11月23日、都内各会場で。
対象／昭和35年4月1日以前に生まれた
方。種目／ソフトボール・テニス・ペタン
ク・ラージボール卓球・ソフトテニスなど
全10種目。1人1種目につき1,000円。申
込／7月31日（消印）までに申込書（区市町
村、社会福祉協議会、都庁案内コーナー、
東京都体育協会ほかで配布）を郵送。

同協会☎03-6804-8122かオリンピッ
ク・パラリンピック準備局事業推進課☎
03-5320-7714

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　☎03-5388-3154

お問い合わせ

鑑　賞

7月8日（消印）までに、はがきに①希望公演番号（1枚1公演・同一番号の複
数申込不可）�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7,260人。

当選者には、7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。7月25日までにゆうちょ銀行窓口またはATMからご送金下さい。
送金確認後、入場券を郵送いたします。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。

夏の｢都民半額観劇会｣

劇場名・料金 演　　目 公演
番号 日　　時

新橋演舞場
1等席�：7,750円
（1,000席）

新作歌舞伎　「NARUTO」
坂東巳之助、中村隼人、
片岡愛之助　ほか

1 8月7日 16時30分

2 8月8日 16時30分

明治座
S席�：6,500円
（1,000席）

梅沢富美男劇団特別公演
大笑い！おかしなおかしな
「男の花道」　ほか　
梅沢富美男、研ナオコ　ほか

3 9月1日 16時

4 9月6日 16時

新橋演舞場
1等席�：6,750円
（200席）

「オセロー」
中村芝翫、檀れい、神山智洋　　　　　
ほか

5 9月3日 16時

6 9月4日 16時

歌舞伎座
一等席�：9,500円
（800席）

秀山祭九月大歌舞伎
中村吉右衛門　ほか

7 9月10日 16時30分

8 9月13日 11時

東急シアターオーブ
S席�：6,750円
（1,000席）

ミュージカル
「マイ・フェア・レディ」
神田沙也加、別所哲也（18
日）�／�朝夏まなと、寺脇康
文（20日）　ほか

9 9月18日 18時

10 9月20日 18時

国立劇場
1等Ａ席�：5,400円
（1,000席）

10月歌舞伎公演
通し狂言「平

へいけにょごのしま
家女護島」

中村芝翫、片岡孝太郎、
中村東蔵　ほか　　　　　　

11 10月5日 12時

12 10月12日 17時

東京芸術劇場
指定席�：2,900円
（100席）

「書を捨てよ町へ出よう」
佐藤緋美、青柳いづみ��ほか

13 10月9日 19時

14 10月11日 19時

TBS赤坂ACT
シアター
S席�：7,000円
（600席）

ミュージカル「生きる」
市村正親(11日)／鹿賀丈史
(16日)、市原隼人　ほか

15 10月11日 18時30分

16 10月16日 18時30分

シアタークリエ
指定席�：6,900円
（160席）

「おもろい女」
藤山直美、渡辺いっけい
ほか

17 10月11日 17時

18 10月16日 17時

新橋演舞場
S席�：7,000円
（200席）

ミュージカル
「るろうに剣心」
早霧せいな、上白石萌歌、
松岡充　ほか

19 10月16日 13時

20 10月18日 18時

帝国劇場
S席�：7,250円
（1,200席）

ミュージカル
「マリー･アントワネット」
笹本玲奈、ソニン　ほか

21 10月18日 18時

22 10月30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

☆お出かけは、環境にやさしい電車 　 バス    　で☆
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東京都公式動画チャンネル「東京動画」にアクセス！  　　　　　　　検索東京動画

※ ＝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、♦＝「ホストシティTokyoプロジェクト」事業

浜離宮恩賜庭園
｢鷹の御茶屋｣を公開
　東京都では､国の特別名勝･特別史跡である浜離宮恩賜庭園の復元整備に取
り組んでいます｡このたび､戦災で焼失した｢鷹の御茶屋｣を復元し､4月から内部
を公開しています｡
　｢鷹の御茶屋｣は江戸時代､11代将軍家
斉によって建てられ､鷹を使い水鳥などを
捕らえる鷹狩りの待合･休憩所として使わ
れていました。
　往時の姿をしのばせる建物を､ぜひご覧
下さい｡

お問い合わせ 浜離宮恩賜庭園サービスセンター　☎03-3541-0200　

復元された鷹の御茶屋



お知らせ  　

政策企画局政策課　☎03-5388-2299　お問い合わせ

イベント

※電話番号を間違えないようにお願いします

Topics／都政ニュース12
平成30年（2018年）7月1日　第875号

Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

♦ホストシティTokyoプロジェクト

印刷物規格第1類　
印刷番号（29）58

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（8月1日発行）は、7月31日・8月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

[小金井公園]☎042-385-5611。常時開園。サービスセンター等の一部施設は年末年
始休業。[江戸東京たてもの園]☎042-388-3300。4月〜9月は9時30分〜17時30分

（10月〜3月は16時30分まで）。 ･年末年始休園。一般400円、65歳以上･高校生･
都外中学生200円、大学生320円、都内中学生･小学生以下無料。

JR中央線「武蔵小金井｣「東小金井｣駅･西武新宿線「花小金井｣駅からバス
「小金井公園西口｣「江戸東京たてもの園前｣「小金井公園前｣「スポーツセン
ター入口｣「小金井公園入口｣「たてもの園入口｣下車。

1個　300円、復刻版と新デザイン版（グリーン）のセット　600円
店頭およびカプセルトイ（セット販売は店頭のみ）

◦�バッジの提示により、特定日に動物園･博物館等の都立施設や民間レジャー施設、
都営交通（子供のみ）などが無料または割引になります。
◦�付属の応募券で、上野動物園1,000人限定入園チケットや都庁舎スペシャルツアー
などが抽選で当たります。

7月23日 15時15分〜16時15分　�
※雨天・取水制限時は中止
東京ミッドタウン日比谷
小池知事らによる打ち水セレモ
ニー、来場者による打ち水

　花小金井駅南口を出ると、「ブルーベリー栽培発祥の地こだいら｣と書
かれた標柱が目に入る。小平市は昭和43年に、日本で初めてブルーベ
リーが農産物として栽培された地。東京農工大学の岩

い わ が き

垣駛
は や  お  

夫教授が、
日本の気候に合う品種をアメリカから取り寄せ、栽培方法の確立に努め
た。教授の教え子だった農家の方に話を聞くと「どれを食べても甘く、濃
厚な味わいのブルーベリーを作っています。食べる際は、ぜひ生食で楽
しんでいただきたい｣と語ってくれた。
　駅前を横切る「小平グリーンロード｣は1周21kmもの、水と緑の散歩
道。玉川上水、野火止用水、狭山･境緑道などを結ぶ緑道として親しま
れ、16年には「美しい日本の歩きたくなるみち500選｣として認められた。
　涼やかな緑道を抜けて10分ほど進むと、武蔵野段丘の緩やかな起伏
を活かした、小金井公園の草原が現れる。日差しの下で伸び伸びと遊ぶ
子供たちが印象深い。公園内にある「江戸東京たてもの園｣で、移築保
存された江戸時代から昭和中期までのさまざ
まな歴史的建造物を見ることもできる。レトロ
な建物が醸す、どこか懐かしい雰囲気に包ま
れ、タイムスリップしたかのような感覚を味わ
えるだろう。
　歴史を感じる緑豊かな空間で、自分だけの
何かを感じとってみてはいかがだろうか。

小金井公園内にある江戸東京たてもの園

復刻版 新デザイン版 イエローとピンクはカプセルトイのみで販売

グリーン イエロー ピンク

ブルーベリー栽培発祥の地（小平市）

小金井公園（小金井市）

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

自然と歴史が織りなす風景

=パソコン用壁紙

価　格

日　時

場　所
内　容

販売方法

販売場所等詳細はホームページをご覧下さい。

　昭和30年代から親しまれてきた「カッパバッジ｣を21年ぶりに復刻します。昭和52
年発行のデザインを模した復刻版と、安齋肇（イラストレーター）による新デザイン版
のカッパバッジを、7月10日 から都庁舎内売店をはじめ、都内各所で販売します。

「東京150年｣事業　カッパバッジを復刻！

「打ち水日和〜江戸の知恵・東京のおもてなし」
を実施します！

お問い合わせ

　東京では、猛暑日や熱帯夜が増加するなど夏の暑さが課題となっています。また、
東京2020大会開催に向けて、暑さ対策を進めていくことが求められています。
　そこで、涼を得るための江戸の知恵である「打ち水｣が、東京のおもてなし（作法）と
して定着することを目指して、「打ち水日和｣と銘打った打ち水イベントを行います。

環境局環境都市づくり課　☎03-5388-3566　

ブルーベリーの実は7月頃に
出荷量のピークを迎える

♦ホストシティTokyoプロジェクト

昨年8月の打ち水イベントの様子


