
　屋内での受動喫煙による健康影響を未然に防止
し、東京を誰もが快適に過ごせる街にするために、
｢子供を守る｣｢働く人を守る｣という｢人｣に着目した
2つの対策を柱に、｢東京都受動喫煙防止条例｣を定
めました。都独自の新しいルールであるこの条例に
より、受動喫煙防止対策を一層推進し、｢健康ファー
スト｣を実現してまいります。都民の皆様や事業者の
皆様のご理解とご協力をお願いします。

｢東京都受動喫煙防止条例｣に関する詳細は､ホームページをご覧下さい｡

小池知事からのメッセージ

公布の日から6カ月
以内の規則で定める日

9月1日までの間において規則で
定める日 ＊改正法の施行
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｢人｣に着目した対策
｢働く人や子供｣を受動喫煙から守ります 喫煙所整備を積極的に支援します
　健康影響を受けやすい子供､受動喫煙を防ぎにくい立場の
従業員を受動喫煙から守ることを対策の柱としています｡

　喫煙者･非喫煙者が快適に生活できる街づくりを目指して､
事業者･区市町村に対する支援を行います｡

○公衆喫煙所整備補助
　 公衆喫煙所の整備または改修のための区市町村への補助

○事業者における喫煙専用室整備補助
　 喫煙専用室を整備する中小飲食店、宿泊施設への補助
施行までの流れ

屋内での受動喫煙による健康影響※を未然に防止し､
誰もが快適に過ごせる街を実現するために､
都独自の新しいルールを構築します｡

福祉保健局保健政策部　☎03-5320-4361　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/お問い合わせ

 ［内容]
  a.学校・病院・児童福祉施設等、行政機関  
     の敷地内禁煙
  b.店頭表示ステッカーの義務化

 ［内容]
  都・都民・保護者
  の責務等

体制整備 体制整備

検索東京都受動喫煙防止条例

○子供を受動喫煙から守ります
敷地内禁煙（屋外に喫煙場所設置可） 
学校、医療機関、児童福祉施設、行政機関、バス、タクシー、航空機など。
ただし、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等については､屋外
喫煙場所の設置も不可とします｡
この他、以下の取り組みを実施します。
　●喫煙･受動喫煙の健康影響に関する教育を徹底します｡
　●�ホテル･飲食店などの喫煙室などへの子供の立ち入りを禁止します｡

○従業員を受動喫煙から守ります
原則屋内禁煙（禁煙または喫煙専用室設置等）
老人福祉施設、運動施設、ホテル、事務所、船舶、鉄道、従業員がいる飲
食店など、多数の者が利用する施設等は原則屋内禁煙とします。
　従業員がいない飲食店は事業者が屋内の全部または一部を喫煙することができる場所とし
　て定めることができます｡

　他人の喫煙によりたばこから発生した煙(副
ふく

流
りゅう

煙
えん

･呼
こ

出
しゅつ

煙
えん

)にさらされる受動喫煙は､肺がんや乳
幼児突然死症候群､虚血性心疾患等のリスクを高
めるとされています｡また､年間死亡者数は､約1
万5千人､受動喫煙のある人は､ない人に比べ､肺
がんリスクが約1.3倍になると言われています｡
出典：喫煙と健康　喫煙の健康影響に関する検討会報告書(平成28年8月)�[厚生労働省]

副流煙

呼出煙 主流煙

※受動喫煙による健康影響とは

｢東京都受動喫煙防止条例｣を
　　　　制定しました

｢東京都受動喫煙防止条例｣を
　　　　制定しました

東京2020パラリンピック
カウントダウンイベントを開催

みんなでラジオ体操プロジェクト
動画コンクールを実施します

「東京アイランドモーターショー」
 を開催

東京都･中央区･港区合同
総合防災訓練 9月2日　実施

700万774世帯　人口1,383万1,421人
 （男：680万7,675人　女：702万3,746人）
＊参考：外国人数53万7,977人

世帯と人口 30年6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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スポーツ

オリンピック･パラリンピック準備局パラリンピック部　☎03-5388-2496　

東京マラソンエントリーセンター（東京マラソン財団）
☎03-6635-5351（10時〜17時、 除く） 　https://marathon.tokyo/ 

同プロジェクト事務局　☎03-6278-7404
オリンピック･パラリンピック準備局スポーツ推進部　☎03-5320-7727

8月25日 11時〜19時　
M

メ ガ
EGA W

ウ ェ ブ
EB（江東区）

カウントダウンセレモニー、パラアスリー
ト等によるトークセッション、パラリン
ピック競技の体験コーナー、パートナー企
業等によるブース出展　など

31年3月3日
9時10分（車いすは9時5分）

8月1日〜31日に で。応募多数の場合抽選。

私（私たち）の「ラジオ体操」
「ラジオ体操第一」全編を収めた3分30秒以内の動画（保存形式:mp4）。
9月6日までに特設サイトから投稿して下さい。
特設サイト　動画コンクール終了後も、引き続き投稿を受け付けます。 
https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/radiotaisou/index.html

　募集した動画は、東京都公
式動画チャンネル「東京動画」で
公開します。
　東京都のマスコットキャラク
ターによるラジオ体操動画や、
自治体、企業等の皆さんによる
ラジオ体操動画もご覧いただけ
ます。

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

日　時

日　程

参加申込

作品テーマ

場　所
内　容

スタート

作品規格
応　募

　東京2020パラリンピック競技大会開催まで2年となる8月25日に、
カウントダウンイベントを開催します。8月最後の土曜日、皆さんぜひ
ご参加下さい。

　東京マラソン2019は、前
回大会より定員を2,000人
増やして実施されます。な
お、開催日は、2月第4日曜
日から、3月第1日曜日に変
更となりました。

　東京都では、「ラジオ体操でニッポンを一つにする」をコンセプトに、東京
2020大会の開催期間に当たる7月24日から9月6日までを重点期間とし、全国
にラジオ体操の実施を呼びかけています。
　今年度は、広くラジオ体操動画を募集し、動画コンクールを実施します。ぜひ
ご応募下さい。

一般ランナー募集開始!
ハンドボールは、1チーム7人ずつで、ボールを手で扱ってコートの相手

ゴールへと投げ入れる競技です。
　オリンピックでは、男子ハンドボールは1936年ベルリン大会で初めて実
施された後、正式競技から外れ、1972年ミュンヘン大会から再び採用されま
した。女子は1976年モントリオール大会で初めて採用されました。
　試合は前後半各30分で行われ、7人のうち1人はゴールキーパーとして
自陣ゴールを守り、6人はドリブルとパスでボールをつないで相手ゴールを
攻略します。ハンドボールでは、ゴールから6メートルの半円状のゾーンには
ゴールキーパーしか入れません。選手はゾーンの外側からゴールに向かって
ジャンプしながらシュートを放ちますが、全身のバネを使って放つシュートは
迫力満点です。また、体の正面からの接触プレーには反則がとられないため
格闘技に近いボディコンタクトが見られます。
　プレー開始から数秒で得点が決まってしまうこともあるハンドボールは、
一瞬たりとも試合から目を離すことができません。華麗な連係プレー、ダイナ
ミックな個人技、選手の激しい競り合いや展開の速さが大きな魅力です。

　女子日本代表（おりひめJAPAN）キャプテン原
はら

希
のぞ

美
み

選手は、｢一度観戦してもらえれば、迫力があ
り、分かりやすいのに奥が深い、ハンドボールの魅
力に気づいてもらえる自信があります。メダル獲
得に向け、頑張りますので応援よろしくお願いし
ます｣と語っています。
　大きな活躍が期待される日本代表選手に、皆さ
んぜひ注目して下さい。

ハンドボールは奥が深いスポーツ

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、オリンピックのハンドボールを紹介します。

てえしお

オ リ ン ピ ツ ク・パラリンピック・パラリンピック
48

©東京マラソン財団

パラリンピック3年前カウントダウンイベントの様子

写真提供　日本ハンドボール協会

　東京マラソンチャリティは2011大会から始動
し、2019大会で9回目を迎えます。東京マラソン
2019チャリティへご参加の方は、ホームページを
ご覧下さい。寄付金は、31年3月31日まで受け付け
ています。

定　員 制限時間 参加料
マラソン

（男子・女子、車いす男子・
女子）

37,500人 7時間
（車いすは2時間10分）

10,800円
（国内）

10km
（ジュニア＆ユース･視覚
障害者･知的障害者･移植
者･車いすの各男子･女子）

500人 1時間40分
（車いすは35分） 5,600円

♦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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東京動画 検索

みんなでラジオ体操プロジェクト
〜ラジオ体操動画を募集します！〜

映画

東京都は映画「体操しようよ」を
応援しています。

ⓒ2018「体操しようよ」
製作委員会
11月9日（金）公開
主演 草刈正雄

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/radiotaisou/index.html
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募　集

8月29日 14時　　　　　　　　都庁大会議場
都内在住･在勤･在学の方、400人。応募多数の場合抽選。
小池知事、国崎信江（（株）危機管理教育研究所代表）、浅野
幸子（減災と男女共同参画 研修推進センター共同代表）、優
木まおみ（タレント）

8月14日（必着）までに かはがき、ファクスに住所･氏
ふり

名
がな

･
年齢･性別･職業･電話･ファクス･メール･テーマに関する質
問や提案（任意）を200字以内で書き、防災に関する都民シ
ンポジウム運営事務局（〒151-0053渋谷区代々木2-26-5-
608（株）ヒップ内）FAX 03-3370-2017へ。
※ 車いす席および手話通訳希望の有無･託児（6カ月〜就学前）希

望の有無と子供の氏
ふ り

名
が な

･年齢を明記。

9月2日 9時〜12時（雨天決行）
◦中央区立浜町公園および周辺地域
　（都営新宿線「浜町」駅徒歩2分）
◦港区立お台場学園および周辺地域
　（新交通ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅徒歩7分）

▼   地域住民の避難場所への避難訓練
▼   地域住民の自助･共助として実施する消

火･救出･応急救護の体験訓練
▼   警察、消防、自衛隊などによる倒壊家屋か

らの救出救助訓練（中央区のみ）
▼   家庭で用意できる災害時備蓄品の展示や

耐震対策の紹介など
▼   医療救護、緊急支援物資搬送訓練など

金融に関する都民のニーズや課題
都内在住･在勤･在学の18歳以上の方
8月27日までに か郵送、ファクスで

内　容
対　象
申　込

8月15日から、白熱電球または
電球形蛍光灯をご持参いただいた方に、
LED電球を無料で交付します!

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

お問い合わせ

日　時 会　場日　時

申　込

出演者
定員･対象会　場

　今年3月に都が作成した女性視点の防災ブック「東京く
らし防災」を活用し、日常の中で無理なくできる防災対策
などについて、ご来場の皆さんと一緒に考えます。　

　家庭での省エネを進めるため、これま
でのLED電球無償交換事業をより利用
しやすい内容で行うとともに、省エネア
ドバイスを行う事業を開始します。白
熱電球または電球形蛍光灯1個から利
用可能となるほか、従来のE26型に加え
小型のE17型も対象となります。省エネ
効果の高いLED照明に交換して、光熱費
の無駄を見直しましょう!

防災に関する都民シンポジウム
「防災」×「女性」

同シンポジウム運営事務局　☎03-3370-2411
総務局企画計理課　☎03-5388-2288　

お問い合わせ

※来場者全員に女性視点の防災ブック「東京くらし防災」を配布。

申込方法･内容等の詳細はホームページをご覧下さい。

　首都直下地震を想定し、「自分のまちは自分たちで守る」という自助･共助
の理念に基づいた、実地体験を重視した訓練を実施します。各防災機関の活
動を間近で感じられる機会となっていますので、ぜひ会場にお越し下さい。

◦ 当日は熱中症に十分注意し、こまめな水分補給を心掛けましょう。
◦ 当日訓練会場へお越しの際は、公共交通機関をご利用下さい。
◦ ヘリコプターによる訓練に伴い、騒音が発生する場合があります。
◦ 中央区立浜町公園周辺で交通規制を行うため、迂

う
回
かい

等にご協力をお願
いします。

募集概要

ニーズ
･

課題例

東京金融賞とは

東京都･中央区･港区合同
総合防災訓練を実施します

総務局防災対策課　☎03-5388-2483　お問い合わせ

　東京金融賞の創設･実施に伴い、皆さんが日頃から感じている金融
サービスやESG投資※に関するニーズや課題を募集します！ぜひご
意見等をお寄せ下さい。

◦�銀行窓口に行かなくてもまとまったお金を海外送
金できるようにしたい。

◦�環境活動に積極的な企業に投資できる仕組みを
作ってほしい。

※ESG投資… 環境（Environment）、社会（Social）、企業統治･ガバナンス
（Governance）をそれぞれ意味し、地球温暖化対策や女性
の活躍、社外取締役選任など、ESGに配慮している企業の姿
勢を投資判断に活用する投資手法。

　都民のニーズや課題解決につながる画期的な金融商品などの開
発･提供を行う金融事業者と、ESG投資の普及を実践する金融事業
者を表彰するもの。

金融に関する都民ニーズ･
課題を募集します!　
〜「東京金融賞」創設〜

政策企画局渉外課　☎03-5388-2144
https://finaward.metro.tokyo.jp

お問い合わせ
LEDムーブメント 検索

東京都防災 検索

7月9日までの内容 8月15日からの内容

対象者 18歳以上の方（1人1回まで）
18歳以上の方（1人1回まで）
※�7月9日までに交換された
方も対象

交付場所 参加協力店（指定の地域家電
店および家電量販店）

参加協力店（指定の地域家電
店および家電量販店）

店頭で交
付される
LED電球

電球の形状 A型 A型

口金サイズ E26
E26またはE17
※�ご持参の電球と同じサイズ
を交付

ワット数 40W相当または60W相当 40W相当または60W相当

必要なもの

· ご家庭で使用中の白熱電球
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
や健康保険証など）

· 白熱電球または電球形蛍光
灯いずれか1個（切れている
電球も対象で、口金サイズ
がE26またはE17）

· 本人確認書類（運転免許証
や健康保険証など）

◦ お近くの参加協力店は、ホームページかクール･ネット東京コールセンターへ。

8月 金融に関する都民ニーズや課題を募集
9月〜10月頃 都民ニーズや課題を解決する金融事業者を募集
11月〜31年1月 選抜した金融事業者の開発を支援
31年2月頃 開発商品･サービスのプレゼンテーション、表彰

昨年度の訓練風景

訓練内容

お
知
ら
せ

国崎信江 浅野幸子 優木まおみ

形状A型の電球

26mmか17mm

防サイくん

♦ホストシティTokyoプロジェクト



お知らせ

募　集

Information／暮らしの情報4
平成30年（2018年）8月1日　第876号

Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

　 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。

緊急情報伝達試験を
8月29日に実施� �
　8月29日 11時ごろ、全国一斉に全国
瞬時警報システム（Jアラート）を用いた緊
急情報伝達試験が実施されます。試験時
には、都内の多くの区市町村で防災行政
無線等による「これは、Jアラートのテスト
です」という放送や、防災情報メール送信
等が行われます。詳細は各区市町村へお
問い合わせ下さい。
総務局防災管理課☎03-5320-7891

9月は
�障受給者証の更新月です�
　新たに申請される方や8月31日までに
新しい受給者証が届かない方は、区市町
村の担当窓口へ。対象／身体障害者手帳
1・2級（内部障害は3級まで）か愛の手帳1・
2度をお持ちの方。ただし、次の表の所得
制限基準額を超える方、65歳以上で新規
に上記障害になった方、後期高齢者医療
制度加入者で住民税が課税されている方
などは対象外。

　

区市町村か福祉保健局医療助成課☎
03-5320-4571、 03-5388-1437

音声コード付き文書で
使用水量や水道料金等をご案内�
　水道局では、給水契約者で希望する方
に、水道使用量等のお知らせや請求書等

東京都への事業提案�

　行政にはない新たな発想を活用し、都
政の喫緊の課題を解決します｡皆さんから
頂いたご提案は、31年度の予算案に反映
させていきます｡申込／9月25日（消印）ま
で｡申込等詳細は へ｡
財務局財政課☎03-5388-2669

都営住宅入居者�

　［問合先］JKK東京（東京都住宅供給公�
社）都営住宅募集センター☎0570-010-�
810（8月1日〜13日）、☎03-3498-8894�
（その他の期間）、いずれも 除く。
募集戸数／①ポイント方式による募集（家
族向）1,290戸②単身者向・単身者用車
いす使用者向・シルバーピア住宅299戸
③病死の発見が遅れた住宅等112戸。募
集案内・申込書の配布／8月1日〜9日に
都庁、区市町村窓口、同募集センター・

各窓口センターで。期間中のうち、4日�
・5日 は、9時30分〜17時に東京観
光情報センター（都庁第一庁舎1階）のみ
で。 からも入手可。申込／郵送で8月
13日（必着）までに①は同募集センター②
③は渋谷郵便局へ。

国公立高等学校等の
奨学給付金�
　高校生等（特別支援学校を除く）がいる世
帯を対象に返済不要の給付金を支給しま
す。対象／高等学校等就学支援金の受給
資格がある生徒（26年度以降入学者）の保
護者で、7月1日時点で都内在住の生活保
護受給世帯か都道府県民税所得割および
区市町村民税所得割が非課税世帯の方。
申込／9月14日 までに学校（都立高校
生）か教育庁高等学校教育課（都立以外の
国公立高校生）へ。申込等詳細は で。
各校か同課☎03-5320-7862

8月15日正午の黙とうに
ご協力を�
　先の大戦により尊い生命を失われた全
ての方に追悼の意を表するため、8月15日
正午から1分間の黙とうを捧げます。家庭
や職場、地域で黙とうをお願いします。
福祉保健局生活福祉部☎03-5320-

4076

東京2020オリンピック・パラリンピック
に関する詐欺にご注意ください� �
　東京2020オリンピック・パラリンピック
のチケットに関する詐欺などのトラブルが
発生し、被害も生じています。東京2020
大会のチケットはまだ販売していません。�
くれぐれもご注意ください。チケット申し込
みや購入などに関する連絡があっても絶
対に応じず、お近くの消費生活センターに
ご相談下さい。東京都消費生活総合セン
ター☎03-3235-1155（相談専用電話）
オリンピック・パラリンピック準備局調

整課☎03-5388-2868

東京都障害者への理解促進及び
差別解消の推進に関する条例を公布�
条例の主なポイント
◦�事業者による「合理的配慮の提供」を義
務化
◦�情報保障の推進・言語としての手話の
普及
◦専門相談体制の整備
◦紛争解決の仕組みの整備
この条例は、30年10月1日から施行します。
福祉保健局障害者施策推進部☎03-

5320-4559、 03-5388-1413

の内容を、音声コード付き文書でご案内
するサービスを行っています。
23区／お客さまセンター☎03-5326-

1101、多摩地区／多摩お客さまセンター
☎0570-091-101か☎042-548-5110

特別児童扶養手当受給資格者の
皆さんへ� �
　8月12日〜9月11日までに「所得状況届
（現況届）」を区市町村の手当担当窓口に
提出して下さい。
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

子育ての悩みや困っていることを
相談して下さい� �
　相談は、お住まいの区市町村の子供家
庭支援センターか児童相談所で受け付け
ています。
◦よいこに電話相談室
　☎03-3366-4

よ
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い
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こ
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に

◦聴覚・言語障害者専用ファクス
　 03-3366-6036
◦虐待相談
　児童相談所全国共通ダイヤル☎189
相談時間／ 〜 9時〜21時（ は
17時・年末年始除く）
福祉保健局家庭支援課☎03-5320-

4090

都税についてのお知らせ�

◦8月は、個人事業税第1期分の納期で
す。8月1日発送の納付書で、31日 まで
にお納め下さい。
◦不動産、動産、自動車のインターネット
公売を実施します。申込／8月16日13時
〜9月3日23時。
主税局相談広報班☎03-5388-2925

都庁南展望室閉室の
お知らせ�
　改修工事のため、9月1日 から南展望

室を休室します。31年春ごろリニューアル
オープン予定。
財務局庁舎管理課☎03-5320-7890

こどものネット・ケータイの
トラブル相談「こたエール」�
　電話・メール・LINEで気軽に相談して
下さい。電話／ 0120-1-78302 〜
9時〜18時（ は17時）。メール／24時
間。LINE／8月1日〜14日（ 除く）10時
〜21時。
青少年・治安対策本部青少年課☎03-

5388-3186

「SNSトラブル回避術」の
情報発信中�
　中・高校生などが自分の裸の画像を撮
影して、送信するよう要求される「自画撮
り被害」が発生しています。被害防止策や
ネット利用の注意点などをSNSで発信して
います。LINE、Twitter、Facebookで�
「みまもりぃぬ」を検索。
青少年･治安対策本部青少年課☎03-

5388-3186

無料特別相談
「多重債務110番」�
　弁護士・司法書士への相談も可。電話
か来所。9月3日 ・4日 9時〜17時、
消費生活総合センター（飯田橋）で。区市
町消費生活相談窓口でも実施（詳細は各
窓口へ）。
同センター☎03-3235-1155

中学校卒業程度認定試験�

　試験／10月25日 。申込／8月20日
〜9月7日に文部科学省生涯学習推進課
（☎03-5253-4111内線2643）へ。受験
資格・出願方法など詳細は「受験案内」か
文部科学省 で。
教育庁義務教育課☎03-5320-6752

記念プレート付き
「思い出ベンチ」�
　あなたの思い出がつづられた記念プ
レート付きのベンチを都立公園などに寄
付しませんか。募集数／公園30基、霊園
10基、動物園10基。価格／15万円・20

万円。締切／12月10日。
〈23区〉東部公園緑地事務所☎03-
3821-7431〈多摩地区〉西部公園緑地事
務所☎0422-47-1210

津波･高潮対策に
取り組んでいます

お問い合わせ 港湾局港湾整備部　☎03-5320-5622　

　東京都では、地震による津波や台
風による高潮に備えて、防潮堤や水
門などの整備を進めるとともに、24
時間365日、潮位の監視活動などを
行っています。
　東京港に設けられた防潮堤は54km、水門は19カ所。
　非常時には水門を閉めることなどにより、水害から皆さんの生命、財産、首都
東京の中枢機能を守っています。

みずほ銀行�東京都庁出張所（店番号777）
預金種目　普通　　口座番号　1069449
口座名　　平成30年7月豪雨東京都義援金
※みずほ銀行本支店からは、振込手数料はかかりません。

福祉保健局指導調整課☎03-5320-4192　
金融機関から口座振込
みで（8月31日まで）

平成30年7月
豪雨災害に
対する義援金

LINEアカウント

扶養親族等の数 所得制限基準額
0人 360万4千円
1人 398万4千円
2人 436万4千円
3人 474万4千円
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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

イベント

産業労働局能力開発課　☎03-5320-4715　お問い合わせ

行政書士試験��� �

　試験／11月11日 。受験料／7,000
円。願書配布／7月30日〜8月31日、都
庁・東京国際フォーラム・立川パスポート
センター・行政書士試験研究センター・
行政書士会で。郵送希望は8月24日まで
に140円切手を貼った角2封筒（住所・氏
名記載）を同封し、〒252-0299日本郵便
（株）相模原郵便局留行政書士試験研究
センターへ。申込／8月28日17時までに
か31日（消印）までに郵送で行政書士試

験研究センターへ。
同センター☎03-3263-7700か総務

局行政部☎03-5320-7777（テレホン
サービス）

創薬系ベンチャー育成支援事業
「Blockbuster�TOKYO」を開始します�
　対象／創薬系ベンチャーや起業を目
指す研究者等。①研修プログラム／セミ
ナー、勉強会、専門相談等。100チーム
程度。②選抜プログラム／メンタリング、
マッチング支援、ビジネスプラン発表会
等。20チーム程度。申込／①随時。②9
月14日（必着）まで。申込等詳細は で。
政策企画局渉外課☎03-5388-2176

堀切菖蒲園

東京都港湾審議会委員�� �

　東京港や海上公園に関する重要な事項
を審議｡資格／都内在住・在勤の20歳以
上で、年2回程度の審議会に出席できる
方（公務員を除く）｡人数／2人｡任期／11
月から2年間｡申込／8月22日（消印）まで
に作文「魅力ある東京港の実現に向けて
取り組むべきこと」（800字程度）と住所・
氏
ふりがな

名・年齢・性別・職業・勤務先・電話
を書き、〒163-8001東京都港湾局企画
計理課（☎03-5320-5507）へ｡

児童生徒発明くふう展� �

　児童・生徒の創意工夫による自由作品。
対象／都内在学の小・中学生。規格／
縦・横・高さ各1m、重量20kg以内。1校
20作品、1人1点まで（共同製作は3人）。�
申込／在学校経由で。9月28日（必着）
までに所定の申込書を郵送で発明協会
（〒105-0001港区虎ノ門2-9-14）☎03-
3502-5434へ。申込方法等詳細は で。
同協会か産業労働局創業支援課☎03-

5320-4745

東京動物園
ボランティアーズ�
　①ドーセント（動物のガイド）②サービス
ガイド（園内の案内・イベント補助）。人

員／18歳以上①40人②65人。場所／
上野動物園・多摩動物公園・井の頭自然
文化園。資料請求／8月9日（消印）までに
82円切手を貼った返信用封筒（長3）を同
封し、東京動物園協会ボランティアーズ募
集係（〒110-0007台東区上野公園9-83）
☎03-3828-8235へ。

みんなで育む水源林
東京水道�水源林寄附金�
　水道局が管理する多摩川上流域の水
源林（約24,000ha）を守り育て、安全で
おいしい水を供給するため、皆さんのご
協力をお願いします。寄附金／1口1,000
円。寄附方法等詳細は で。
水道局浄水部☎03-5320-6437

東京都オープンデータアイデアソン
キャラバン2018�
　オープンデータを活用した地域の課題
解決や、それに伴うアプリのアイデアを
生み出すイベント（IT知識不問）。テーマ／
「スポーツで輝く」。①9月17日 10時、
府中市市民活動センタープラッツ②29日
10時30分、大島町開発総合センター
③10月14日 10時、グランパークカン
ファレンス（港区）。申込／①②8月31日③
9月28日までに で。
総務局情報通信企画部☎03-5388-

2402

東京都子育て支援員研修
（第2期）受講者募集���� �
　対象／都内在住・在勤で保育や子育て
支援分野に就職を希望する方。コース／
①地域保育②地域子育て支援③放課後
児童④社会的養護。開催時期／10月18
日から順次。場所／新宿・立川ほか。定
員／各回80人程度。申込／8月15日（必
着）まで。申込等詳細は区市町村窓口か
で。
福祉保健局少子社会対策部☎03-

5320-4121

ものづくりの世界を気軽に体験
「職人技トライアル」参加者募集�
　見学ツアーと体験実習。期間／10日間
程度（8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か臨時的
な職に就いている方。職種／和裁、江戸
表具、畳製作、タイル張り、印章彫刻など。
定員／20人。説明会申込／電話か来所
で東京都職業能力開発協会☎03-5211-
2353へ。実習先は、説明会や見学ツアー
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

　日本を支えてきた伝統的な匠の技と最先端のものづくり技術の魅力を発信します。

◦�衣･食･住･工のさまざまな分野の優れた匠の技が集結
　建築大工、表具、和裁、洋裁、貴金属、日本調理、
　金属加工など

◦�伝統的な日本建築と匠の技を紹介
　造園･左官等、匠の技を結集した茶室の展示や家屋の
　上棟式など

◦�ステージイベント
　�古流松藤会家元のいけばなの実演（8日）、
　着物ファッションショー（9日）、
　和楽器の演奏と日本舞踊（10日）など

◦�体験プログラム
　(一部事前予約･有料)
　浴衣着付け、だし巻き卵づくり、
　オリジナルはんこづくり、
　タイルコースターづくり、
　光る泥団子づくりなど

◦�全国各地の「匠」を体感
　日本各地の匠の技や最先端のものづ
　くり技術の展示･実演･販売など

日　時 �8月8日 ･9日 ･10日 10時〜18時（10日は17時）

会　場 ��東京国際フォーラム

検索ものづくり匠

匠による手描き友禅

　日本人の心の原風景ともいえる、瓦
のある美しい街並み。藤井禎夫さんは、
数多くの社寺や住宅、歴史的建造物の
瓦ぶきを手がけ、全国を飛び回る。
　雨風から家を守る力強い屋根をふく
ことはもちろん、屋根の上の芸術も追
求する。瓦の角度を一枚一枚緻密に考
え、その建物に最適な図面を描く。角
度がわずかに異なるだけで屋根の外
見が大きく変わるため、設置する瞬間
は緊張が走る。何もない空間に美しく
収まるような瓦をふくことは、熟練技
能の見せ所でもあり「最高に面白い仕
事。天空に絵を描くようなものです」。
　瓦ぶきの屋根は、歳月をかけその古
びた美しさがにじみ出ると藤井さん。
時には「良い歳の取り方をしている」と
自らふいた屋根の歩みを見に行くこと
もあるという。
　ものづくり日本大賞の内閣総理大
臣賞受賞など、輝かしい功績を果たし
ながらも「転機は毎日｡常に向上心を持
ち続けている」と話す｡「記憶に残る仕
事はない。一つの仕事が終われば次
の仕事のために神経を集中させるから」

「違いを見極める観察力を磨くことが大切」と藤
井さん。

「後戻りはできない、前に進むしかな
い」。潔い言葉の根底には、かわらふき
工という仕事への敬意と誇りがある。
　現在は弟子に会社の経営を任せ、自
身は後進を育成する立場に。「従業員
一人一人がその店のトップとしての気
概を持ってほしい」。藤井さんの信念
は、絶えることなく受け継がれていく。

最高に面白い仕事

かわらふき工
藤
ふじ

井
い

　禎
さだ

夫
お

さん（平成15年度受賞）

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



催　し

子育て応援とうきょうパスポート
事業 夏休みキャンペーン 

　8月1日〜31日､キャンペーンに賛同す
る協賛店で｡夏休み限定サービスの提供
など｡対象／妊娠中の方､中学生以下の
お子さんがいる世帯｡協賛店の検索やパ
スポートの入手方法等詳細は で｡

福祉保健局少子社会対策部☎03-
5320-4115

IWA世界水会議プレイベント
（丸の内キッズジャンボリー内） 
　8月14日 ・15日 ・16日 10時〜
17時、東京国際フォーラムで。9月に行わ
れる、世界の水問題を考える国際会議に
向け、東京水道をPR。東京の安全で高品
質な水道水を家庭に届けるための取り組
みや国際貢献活動の紹介、水道局の仕事
体験など。

水道局サービス推進課☎03-5320-
6326

8月は道路ふれあい月間
「夢のみち2018」 
　8月16日 ・17日 10時〜18時（17日
は15時）、新宿駅西口広場で。春風亭昇太

（16日）・蝶野正洋（17日）による寄席・トー
クショー、花苗の定植（東北の花プロジェ
クト）、しまじろうカーの展示など。

東京都道路整備保全公社☎045-633-
1960

消防署を巡る「消防署ラリー」 

　8月18日 〜24日 10時〜16時、消
防署（牛込・中野・杉並・小石川・本郷・
練馬）で。防災訓練や災害体験参加者に
消防カード、6署達成で記念品をプレゼント

（なくなり次第終了）。参加方法等詳細は
で。
東京消防庁広報課☎03-3212-2111

内線2315

東京水辺ライン 

　「市場移転間近!築地で食べる江戸前寿
司と落語と水上バス」9月5日 10時、墨
田区 役 所 集 合。100人。6,000円（食 事
付）。申込／8月17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。

映画「めぐみー引き裂かれた家族
の30年」上映会 

　9月6日 ①15時〜16時45分②19時
〜20時45分、都庁都民ホールで。各回
当日先着200人。拉致問題の解決を願う
ブルーリボングッズ配布等。

総務局人権施策推進課☎03-5388-
2588

9月1日「防災の日」水道キャラバン
「震災への水道の備え」 
　9月1日 14時〜15時、水道歴史館で。
70人。安全でおいしい水道水を届ける取
り組み、震災への備えや対策等を分かり
やすく説明する大人向け講座。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-
6326

新東京丸で行く!
東京港土曜見学会　 

　9月の毎 、TOKYOミナトリエ（江東
区）集合。小学生以上、抽選で各便60人。
船で東京港内見学。申込等詳細は で。

港湾局広報・国際担当☎03-5320-
5524

都民クルーズ 客船｢にっぽん丸｣
秋の味覚クルーズ〜松島･館山 

　9月27日 〜30日 （3泊4日､3食3
回）を通常価格の10％引きで｡コンフォート
ステート（2人1室利用で1人134,100円）
10組｡東京港発着｡最少催行人員2人｡添
乗員なし｡応募多数の場合抽選｡申込／8
月10日（消印）まで｡申込等詳細は で｡

港湾局振興課☎03-5320-5529

食肉市場「肉料理講習会」
市場の紹介と調理実習 

　①9月28日 ②10月26日 ③11月
22日 10時。抽選で各日25人。500円。
申込／ ①9月3日②10月1日③29日（消
印）までに往復はがきに催し名・希望日（1
枚1日）・住所・氏

ふ り が な

名・電話を書き、食肉
市場業務衛生課（〒108-0075港区港南
2-7-19）☎03-5479-0695へ。　

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」8月17日
13時〜15時30分。②「教養講座」26日
13時30分〜16時。聴覚障害／③「文章
教室」8日・22日・29日・9月5日 18時
30分〜21時。④「教養講座」〈夜の部〉9月
6日 19時〜21時。①③④東京都障害
者福祉会館②三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

こころといのちの講演会
「若者の自殺予防とSNS」 
　9月7日 14時、都庁都民ホールで。
200人。講演「若者の自殺対策を考える」
など。申込／8月31日までに所定の申込書

（ で入手）を かファクスで福祉保健局
健康推進課（☎03-5320-4310） 03-
5388-1427へ。

ご当地検定
「東京シティガイド検定」 
　12月9日 14時、日本大学三崎町キャ
ンパスで。東京の歴史や文化などの理解
度を測る。受験料／5,400円。申込／9月
7日〜11月8日に か郵便局で。要項／9
月3日から東京観光情報センター（都庁第
一庁舎1階）・東京国際フォーラム・一部
書店などで配布。

東京観光財団☎03-5579-2682

森のめぐみの
保育環境セミナー 

　9月8日 12時30分、都庁都民ホール
で。250人。木育の重要性と現状の講演、
保育現場からの報告など。申込／8月31日
までにファクスに催し名・住所・氏

ふ り が な

名・電話・
ファクスを書き、産業労働局森林課（☎03-
5320-4855） 03-5388-1466へ。

DV防止講演会
「子供の発達と配偶者暴力（DV）」 
　9月15日 13時15分、関戸公民館（多
摩市）で。150人。託児有（10人）。申込／
9月7日（消印）（託児希望は5日）までに
かはがき、ファクスに氏

ふ り が な

名・性別・職業・
電話・メール・託児希望者は子供の氏

ふ り が な

名・
年齢（6カ月〜就学前）・性別を書き、東
京ウィメンズプラザ（〒150-0001渋谷区
神宮前5-53-67）☎03-5467-1980、
03-5467-1977へ。落選者のみ通知。

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。
　府中工業高校☎042-362-7237

（〒183-0005府中市若松町2-19）「初め
てのスポーツ吹き矢」9月29日〜10月6日

（ 全3回）。締切／8月15日。
各校か教育庁生涯学習課☎03-5320-

6893

今年で62回を数える高円寺の阿波お
どり。子供から大人まで延べ約1万人
が踊り、100万人を超える観客が迫
力の踊りに酔いしれる。今年は、8月
25日 ･26日 17時〜20時に開催。少雨決行。全国の味を楽しめる屋台も出店。

(27年8月29日撮影。JR｢高円寺｣駅、
東京メトロ丸の内線｢新高円寺｣駅周辺)

東京高円寺阿波おどり

　企業内で非正規から正規雇用になった従業員が安心して働き続けられ
るよう労働環境を整備する企業に助成金を支給します。

産業労働局労働環境課　☎03-6205-6730　お問い合わせ

正規雇用化した従業員が働き続けられる
労働環境を整備する企業を応援!

東京都正規雇用転換安定化支援
助成金

支　援

対　象 　東京労働局管内に雇用保険適用事業所があり、東京労働
局からキャリアアップ助成金（正社員化コース）の支給決
定を受けた中小企業等

助成要件 　対象労働者に支援期間内（3カ月間）に下記の支援を行う
こと
◦指導育成計画（3年間分）の策定
◦指導育成者（メンター）の選任･メンターによる指導
◦研修の実施
※�上記に加え、新たに退職金制度を整備した場合、加算
有。

助成金額 　�対象労働者1人につき20万円（上限60万円）
退職金制度整備加算：10万円（1事業主1回まで）

申請方法 　下記申請受付期間に郵送（消印）か持参。
8月15日〜9月3日、9月18日〜10月1日、
10月15日〜11月1日

検索安定化支援助成金

助成要件等詳細はホームページをご覧下さい。
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自然・公園

きく・かく・えがく
〜東京のふるさと・自然公園 

　11月23日 〜25日 （2泊3日）、檜原
村で。森林に関わる「名人」の下で宿泊取
材を行い、作品にまとめる。31年3月に成
果を発表、表彰予定。中学生20人、選考
有。申込等詳細は で。

環境局緑環境課☎03-5388-3507

「高尾の森自然学校」で自然を体感
しながら環境について学ぼう! 

　①「植物調査隊」9月2日 。1,000円。
②「生きものがすむ森づくり（草地編）」9 
日 。200円。③「野鳥の巣を学ぼう!」30 
日 。小・中学生300円、高校生以上
500円。いずれも9時30分。抽選で①小

防災ウーマンセミナー 

　9月17日 13時、都庁大会議場で。抽
選で250人。テーマ／「災害時に避難生活
で起きることを女性の視点から学ぶ（初め
て防災を学ぶ方向け）」。申込／8月10日
〜9月4日（必着）に かはがきに催し名・
住所・氏

ふ り が な

名・性別・電話・テーマに関する
質問を書き、〒163-8001東京都総務局
総合防災部（☎03-5388-2549）へ。

都立駒込病院市民公開講座
「知ってほしい！緩和ケア」  
　10月6日 14時。抽 選 で150人。申
込／9月7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。

高尾の森わくわくビレッジ
｢英語ガイドに挑戦!｣  

　10月13日 〜14日 。小学4年〜6年
生、抽選で20人。6,480円(1泊3食付)。
高尾山口駅前で簡単な英語を使い観光ガ
イドに挑戦。申込／9月3日(消印)までに
往復はがきに催し名･住所･参加者全員の
氏
ふ り が な

名･年齢（学年）･性別･電話を書き、高尾
の森わくわくビレッジ(〒193-0821八王子
市川町55)☎042-652-0911へ。

学4年生以上、15人②③小学生以上、20
人。申込／開催日の2週間前までに か
ファクスに、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

檜原都民の森 

　①自然教室「サンショウウオの観察と
自然保護について」8月26日 。「寄生
植物のガイド」9月1日 。「夏の三頭山と
ブナの森ガイド」8日 。「小型哺乳類に
ついて」16日 。いずれも100円。②木
工教室「肘掛け椅子」8月26日 。3,100
円。「ショートベンチ」9月2日 。4,100 
円。「小型机」9日 。5,100円。「桧

ひのき

のベ
ンチ」16日 。4,100円。③大自然塾「三
頭山の地質について」30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。

六義園「お江戸歴史体験」 

　8月18日 〜26日 。園内を巡るクイ
ズラリー、ちょうちんを片手に記念撮影
など。

同園☎03-3941-2222

文化・スポーツ

東京大茶会2018　　　　　♦

　流派を超えた大規模な茶会。①10月
13日 ・14日 、江戸東京たてもの園
で。②10月20日 ・21日 、浜離宮恩
賜庭園で。参加料／茶席700円、野だて・
茶道はじめて体験各300円ほか。②は要
入園料。茶席申込／8月1日〜31日（消
印）に か往復はがきに希望会場・希望
日（午前・午後の別）・人数（2人まで）・住
所・氏

ふ り が な

名・電話を書き、東京大茶会事務局
（〒137-8691新東京郵便局私書箱第79
号）☎03-6426-0558へ。

同事務局か生活文化局文化事業課☎
03-5320-7703

「BEYOND AWARD 2018」 ♦
実施中! 

　パラスポーツを応援する人を増やすプ
ロジェクト「TEAM BEYOND」で、パラ
アスリートを応援する絵てがみ・音楽パ
フォーマンスを9月3日まで募集。応募方
法等詳細は で。

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

｢TURNフェス4｣　　　　♦
〜TURNに出会う! 

　8月17日 ･18日 ･19日 9時30分 
〜17時30分(17日は21時)、東 京 都 美
術館で。TURNのアーティストや交流
先メンバーのほかゲストが集結。｢日

ピッジョッ

常
非
ピ ジ ョ ッ ピ

常日」をテーマに展示、ワークショップ、
ツアー、トークなど。

アーツカウンシル東京☎03-6256-
8435か生活文化局文化振興部☎03-
5320-7736

全国高等学校総合文化祭
優秀校東京公演 

　8月25日 ・26日 13時、国立劇場 
で。演劇・日本音楽・郷土芸能。整理券
が必要。申込等詳細は で。

同事務局☎03-5657-0836か教育
庁高等学校文化振興担当☎03-5320-
7471

バドミントン･テニス
観戦招待 

　①｢ DAIHATSU YONEX JAPAN  
OPEN（バドミントン）｣9月11日 〜14日

、武蔵野の森総合スポーツプラザで。
抽選で各日250組500人。②｢東レ パン 
パシフィック オープンテニストーナメン
ト｣9月23日 、アリーナ立川立飛で。抽
選で10組20人。いずれも小学生以上(小
学生は保護者同伴)のペア。申込／8月
20日(必着)まで。申込等詳細は で。

オリンピック･パラリンピック準備局事
業推進課☎03-5320-7714

植物調査隊の様子

飼育担当の木村さんより一言
｢体の毛はまだ赤茶色をしています
が、生後1カ月が過ぎ、首のまわり
から大人と同じ黒色の毛が生えて
きました。最近は母乳の他に青草や
乾
かん

草
そう

などのさまざまなものを食べ
るようになり、すくすくと成長して
います｣

上野動物園☎03-3828-5171

　5月12日に生まれたアメリカバイソン
の｢オーレ｣が日々成長中。
(写真は6月2日撮影)HP

 
上野動物園

では31年ぶり

の誕生!

耐　震

�

10月12日 13時、都庁都民ホールで。
250人。

10月12日 14時30分、都庁都政ギャ�
ラリーで。30組。

9月28日 ･29日 ･30日 10時〜
18時(30日は16時30分)、新宿駅西口
広場で。11月3日 ･4日 ･5日 10
時〜17時、有楽町駅前広場で。

❶❷は電話かファクスでキャンペーン事務局☎03-6261-6604、�
03-6303-0886へ。

申　込

建物の耐震改修工法
等の展示会❸ 

耐震フォーラム❶

耐震化個別相談会❷

9月1日〜31年1月17日　耐震キャンペーンを開催します
　いつ起こるか分からない巨大地震から私たちの命を守るため、建築物の耐震化に向けた具体的な対策を進めましょう。

ブロック塀の安全点検のチェックポイント

都市整備局建築企画課　☎03-5388-3362　お問い合わせ

①塀は高すぎないか（地盤から2.2m以下か）
②�塀の厚さは10cm以上か（塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上）
③控え壁はあるか（塀の高さが1.2m超の場合）
④コンクリートの基礎があるか
⑤塀に傾き、ひび割れはないか
⑥塀に鉄筋は入っているか

チェックポイントの詳細は をご覧下さい。
ブロック塀の改善に活用できる区市町の助
成制度もあります。詳細は区市町の窓口へ。

検索耐震キャンペーン

ひび割れ

控え壁

根入れ

厚さ

鉄筋

高さ

☆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



博物館・美術館  　

東京都歴史文化財団　☎03-5610-3503　http://www.rekibun.or.jp/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
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

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（9月1日発行）は、8月31日・9月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

[白丸ダム魚道]☎0428-83-2295。4月〜11月の 開館。夏休み期間は8月31
日まで毎日開館。10時〜16時。

鳩ノ巣渓谷へは、JR青梅線｢鳩ノ巣｣駅下車、徒歩10分。鳩ノ巣渓谷から白
丸ダムへは徒歩約20分。白丸ダムからJR青梅線｢白丸｣駅へは徒歩20分。

8月3日･10日･17日･24日･31日毎  
（東京都写真美術館は2日･9日･16日･23日･30日毎 も実施）

東京都江戸東京博物館
 •えどはく寄席（ひまわり寄席）
東京都庭園美術館
 •ギャラリートーク
東京都美術館
 •イブニング・レクチャー
 •ミニコンサート 
 •トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー
東京都写真美術館
 •納涼江戸写し絵の夕べ
 •ギャラリートーク
 •ミニコンサート

◦八丈島　8月25日 ･26日 13時〜19時
　 八丈町多目的ホール「おじゃれ」および広場
　※26日は小池知事も参加。
◦新島　9月9日 13時〜19時
　新島港船客待合所広場
•メーカーによるEV展示会･試乗会　　
•EVラリー（26日八丈島のみ）
• ゴルゴ松本（タレント）トークショー（新島のみ）
• 各メーカーによるステージ、協力企業による展

示ブース、ステージイベント　など
※試乗される方は、運転免許証をご持参下さい。

　列車が青梅駅を出発すると、車窓からの眺めが一変する。東京都の
10分の1に当たる広大な土地を所有する奥多摩町は、そのほとんどを豊
かな自然が占め、都心から2時間ほどで行ける観光スポットとして根強
い人気を誇っている。
　鳩ノ巣駅を下車。古民家風の駅舎を背に右折し、道標に従って多摩川
に降りると、奥多摩随一の渓谷美と称される、鳩ノ巣渓谷のダイナミック
な景色が目の前に広がる。多摩川の清流が、巨岩や奇岩が連なる間を
白い水しぶきを上げ勢いよく流れる姿はもちろん、渓谷を見渡すことが
できる吊り橋、鳩ノ巣小橋からの眺めも格別だ。
　橋を渡り、川沿いの遊歩道を上流に向かって進む。岩畳を歩く際は、
足を滑らせないよう注意したい。本コース唯一の難所である、山腹の階
段を上がると、白丸ダムはもう間もなく。
　この白丸ダムには、日本最大級の魚道がある。ダム建設によって多摩
川をさかのぼれなくなった魚を通
すため、平成14年に完成したもの
で、施設内に入り魚道を見学する
ことも可能。そして、ダムの向こう
には、エメラルドグリーンの水を湛
えた白丸湖が静かにたたずむ。
　自然の美景と人工美、双方が織
りなす景観も、ここ奥多摩の魅力
と言えるかもしれない。

八丈島（八丈富士）

新島（黒根海岸）

鳩ノ巣渓谷〜白
しろ

丸
まる

湖（奥
おく

多
た

摩
ま

町
まち

）

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

自然がつくる美を求めて

=パソコン用壁紙

日　程

日時･会場

内　容

対象施設・主なイベント

　東京都立の博物館・美術館では、開館時間を21時まで延長し、夜のミニコンサート、
ギャラリートークなどのイベントや、観覧料の割引などお得なサービスを実施してい
ます。学校や仕事帰りに、ぜひお立ち寄り下さい。

サマーナイトミュージアムを開催中！

「東京アイランドモーターショー」を開催！

お問い合わせ

　環境にやさしい電気自動車（EV）を「見て」「触って」「体験」で
きるモーターショーを八丈島と新島で開催します。自然を満喫
しながら、EVに試乗してみませんか? 島民の方はもちろん、観
光で島に訪れる方も、ぜひご来場下さい。

総務局振興企画課　☎03-5388-2407　

地下へ続くらせん階段を下りると、
魚道入口に到着する

鳩ノ巣渓谷

    7つの謎解きミステリーラリー
　国立･都立の博物館･美術館と東京メ
トロの駅を巡って謎を解く体験型イベ
ント。抽選で賞品有。9月17日 まで。
特設サイト https://mysteryrally.com/

東京都美術館




