
区分 大会ボランティア 都市ボランティア
（「ホストシティTokyoプロジェクト」事業）

運営主体 東京2020組織委員会 東京都

活動内容 競技会場、選手村等における観客サービス、
競技運営サポート、メディアのサポートなど

空港･主要駅･観光地、競技会場の最寄り駅周辺お
よびライブサイト※における観光･交通案内、観客
の案内など

人数 8万人 3万人

応募可能な方
･2002年4月1日以前に生まれた方
･�日本国籍を有する方または日本に滞在する
資格を有する方

･2002年4月1日以前に生まれた方
･�日本国籍を有する方または日本に居住する資格
を有する方
･日本語による簡単な会話（意思疎通）ができる方

活動日数等 ･10日以上を基本
･休憩、待機時間を含む1日8時間程度

･5日以上
･休憩時間を含む1日5時間程度

応募単位 個人 個人またはグループ（4人以下）

ボランティアの概要

大会ボランティア

都市ボランティア

　東京2020オリンピック･パラリンピック競技
大会の成功は、ボランティアの皆さんの活躍
にかかっています。ご応募お待ちしています!

＊活動日が重複しなければ、大会ボランティア･都市ボランティア両方への応募･
　参加も可能です。

日程 大会ボランティア 都市ボランティア

　2019年2月～ オリエンテーション（説明会･面談等) 面談・説明会

　2019年9月頃 研修通知 面談結果通知

　2019年10月～ 共通研修

　2020年3月頃 役割･会場通知 採用通知

今後のスケジュール

申込期限  12月上旬
応募方法

●ホームページ｢大会ボランティア特設サイト｣による申し込み
https://tokyo2020.org/jp/special/volunteer/
問  Tokyo2020大会ボランティア運営事務局
☎0570-08-2020 (IP電話の場合☎045-330-3036)

活動にあたりお渡しするもの
ユニフォーム一式、活動中の飲食、ボランティア活動向けの保険、活動

期間中の滞在先から活動場所までの交通費相当(一定程度)

申込期限  12月5日　12時　※郵送は当日消印
応募方法

●ホームページ｢東京ボランティアナビ｣による申し込み
http://www.city-volunteer.metro.tokyo.jp/
●郵送またはファクスによる申し込み
都庁舎等で配布している専用申込用紙に必要事項を書き、
｢東京2020大会 都市ボランティア募集事務局｣へ。
問  東京2020大会　都市ボランティア募集事務局
☎0570-05-2020 (IP電話の場合☎050-3786-0320)

ボランティア募集説明会を開催しています。
申込等詳細はホームページ「東京ボランティアナビ」をご覧下さい。※ ライブサイト…競技会場以外で大型スクリーン等での競技中継、ステージイベント等を実施する場所

水

活動内容等詳細はホームページをご覧下さい。

お問い合わせ オリンピック・パラリンピック準備局運営課　☎03-5388-2266　https://www.volasapo.tokyo/ 検索 2年後の夏

「Old meets New
東京150年」事業

「東京150年祭」を
開催します

10月、11月は｢里親月間｣

10月11日
豊洲市場が開場します！

都民の日記念／
秋の｢都民半額観劇会｣
お得な料金で観劇の機会を提供します

700万2,157世帯　人口1,383万9,323人
（男：681万795人　女：702万8,528人）
＊参考：外国人数54万772人

世帯と人口 30年8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

10月26日 17時〜21時 
27日 ･28日 9時〜21時 

（入園は20時30分まで）
浜離宮恩賜庭園
東京150年の移り変わりを初音ミクと
振り返るプロジェクションマッピング、
東京の過去･現在･未来を楽しみながら
実感できる展示ブース、伝統の技を体験
できるプログラム、野だて体験、パラリ
ンピック競技体験　など

内　容

一般300円･65才以上150円
（カッパバッジ提示の方は無料）

リポビタンDチャレンジカップ2018
｢日本代表対ニュージーランド代表戦｣観戦招待
11月3日 14時45分、味の素スタジアムで。都内在住･在勤･在学の方(小学生以

下は保護者同伴)、100組200人。
申込／10月17日（必着）までに か往復はがき(1枚1組･重複申込不可）に大会名･
代表者の住所･電話･全員の氏

ふ り が な

名･年齢を書き、〒163-8001東京都オリンピック･パ
ラリンピック準備局ラグビーワールドカップ開催準備課(☎03-5320-4247)へ。

東京150年祭

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/

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
https://www.para-sports.tokyo/

11月3日 11時〜17時
有楽町インフォス（旧1000days劇場）
◦�パブリックビューイング
◦�DJによるミニライブ
◦�ラグビー強豪国グルメコーナー
◦�ミニラグビー体験　など

10月12日 〜21日
東京駅および丸の内仲通り周辺
◦�パラスポーツに関するアスリート等によるトーク

ショー
◦�パラアスリートを応援する絵てがみ･音楽パフォー

マンスのコンテスト「BEYOND AWARD 2018」の
授賞式
◦�パラスポーツの競技体験会
◦�パラスポーツ･パラアスリートの魅力を伝える競技

情報や大会情報、パラスポーツを支援する企業の取
り組み等の展示
◦�パラスポーツ競技大会の観戦会

お問い合わせ お問い合わせ

日　時

開催期間

場　所

場　所

内　容

内　容

　「リ ポ ビ タ ンDチ ャ レ ン ジ
カップ2018日本代表対ニュー
ジーランド代表戦」のパブリッ
クビューイングを開催します。

各国のビールやグルメを楽
しみながら、試合会場と同じ熱
気と興奮を体感して下さい。

　パラスポーツを応援する人を増やすプロジェクト「TEAM 
BEYOND」の一環として、パラスポーツ･パラアスリートの魅力
を体感･体験できるイベントを開催します。皆さんのご来場をお
待ちしています。

「東京ラグビー
ファンゾーン2018」開催!

丸の内でパラスポーツに
触れよう!

「BEYOND FES 丸の内」

開催時間等詳細はホームページをご覧下さい。

開催内容の詳細は、ホームページをご覧下さい。

日　時 入園料

場　所

　今年は、江戸から東京への改称、東京府開設から150年という
節目の年です。
「伝統」と「革新」が共存する東京の魅力を再発見いただけるさ

まざまな事業を展開しています。

「Old meets New 東京150年」事業　「東京150年祭」を開催

政策企画局政策課　☎03-5388-2299　お問い合わせ

東京史　年表

西　暦 年　号 月　日 内　容
新暦 旧暦

1868年
慶應  4年   9月  3日 7月17日 東京府の開設

（江戸を「東京」と称する詔書が出される）
明治 元年 10月23日 9月  8日 明治改元

1893年 明治26年   4月  1日 ─ 神奈川県から多摩三郡移管

1898年 明治31年 10月  1日 ─ 東京市役所開庁（特別市制を脱し、一般
市となる）

※「東京百年史 別巻年表・索引」（東京都公文書館）より抜粋

プロジェクションマッピング イメージ
ill.by iXima@CFM

東京府開設書

前回のパブリックビューイングの様子

♦ホストシティTokyoプロジェクト



　自転車はヨーロッパで発明され、貴族階級の間でスポーツとして楽しまれてい
ました。オリンピックでは、第1回大会の1896年アテネ大会から正式競技として
採用されています。競技は、コーナー部分に外側が高くなるような傾斜がついたト
ラックで実施されるトラックレース、一般公道で実施されるロードレース、起伏に
富んだコースで実施されるマウンテンバイクとBMX（バイシクル･モトクロス）の4
つに大別されます。
　このうちトラックレースは最も種目数が多く、東京2020大会から追加される2
人1組のペアで選手が交代しながら走るマディソン、日本発祥のケイリンなど、男
女それぞれ合計6種目あります。
　BMXは、ゴールへの着順を競うBMXレースに、新たにBMXフリースタイル･
パークが追加され東京2020大会から2種目になりました。曲面やスロープを複
雑に組み合わせた施設で1分間にトリック（ジャンプ、空中動作、回転などの技）を
いくつも行い、その点数を競います。
　巧みなコーナリング、ポジション争いの駆け引き、繰り出される華麗な技の数々
など見どころ満載です。

　東京都出身の古
ふる

山
やま

稀
き

絵
え

選手は、｢私が専門とするトラックレース･チーム･パ
シュートはチーム4人の力を合わせて走る種目です。対戦では最後まで何が起
こるか分からず目が離せません。東京2020大会ではそんなドキドキするレー
スを見せることができるよう、1日1日を大切に過ごしていきたいと思っていま
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。

1日1日を大切に

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、オリンピックの自転車競技を紹介します。

てえしお

オ リ ン ピ ツ ク・パラリンピック・パラリンピック
49

先頭が古山選手
写真提供　日本自転車競技連盟
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※電話番号を間違えないようにお願いします

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

※ ＝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

表　彰

お問い合わせ 生活文化局文化事業課　☎03-5388-3141 政策企画局秘書課　☎03-5388-2064 名誉都民について 東京都功労者について

　明治期の東京市は市制特例という法令により自治が制限されていましたが、明治31年にこの法令が廃止され、同年10月1日、一般の市と同じく市長を持つ東
京市が誕生しました。この「10月1日」が、自治意識を高め東京の発展と都民の福祉向上を目指して「都民の日」と定められました。
　東京都は、この日、奥山峰石さん、笹本恒子さん、美輪明宏さんの功績をたたえ、東京都名誉都民の称号をお贈りします。また、都民の生活と文化の向上に貢献
された302人（内団体24）の方々を東京都功労者として表彰します。

　この3人の方々の功績は、広く都民が敬愛し、誇りとするところです。

10月1日は「都民の日」

「名誉都民」の称号を贈ります

奥
おくやま

山�峰
ほう

石
せき

さん
（81歳）
金工鍛金家

　奥山さんは、職人と
して厳しい修行に励み
ながら、高度な鍛金技
法を習得し、奥山さん
の代表的な技法である
切
き り

嵌
ば め

象
ぞ う

嵌
が ん

や打
う ち

込
こ み

象
ぞ う

嵌
が ん

な
どを用い、自然の情景
描写に果敢に挑戦しています。
「一代一職」を座右の銘とし、与えられた仕事

が続けるべき仕事という信念のもと、鍛金によ
る加飾の技を磨き、江戸時代以来の伝統技術の
継承、振興および発展に尽力し続けています。

笹
ささ

本
もと

恒
つね

子
こ

さん
（104歳）
写真家

　笹本さんは、日本初
の女性報道写真家とし
て内外の要人を撮影す
るなど活躍しました。
一時期写真の世界から
遠ざかるも71歳にし
て活動を再開した後
は、厳しい時代に自立心を持って生き抜いた女
性を中心に写真に収め続けています。
　女性の社会進出の先駆者として、また、100
歳を超えた現在も活動を続けるその姿は、人々
に希望や活力を与えています。

美
み わ

輪�明
あき

宏
ひろ

さん
（83歳）
歌手、俳優、演出家

　美輪さんは、戦後の
日本にジェンダーを超
えた生き方を示すとと
もに、長きにわたり、
舞台･映画･テレビ･講
演･著作と多方面で活
躍してきました。
　趣向を凝らした舞台や、示唆に富むウィット
にあふれた巧みな話術で、夢と感動を与える姿
は、幅広い世代の人々を魅了し続けています。

支　援

養育家庭になるための主な要件

  養育家庭の体験発表会を開催
　都内52会場で開催。養育家庭として子供を育てた方の体験
や、そこで生活していた里子の方の話を聞くことができます。
ぜひご参加下さい。申込等詳細は各児童相談所へ。

　親の病気や離婚、虐待などのさまざまな事情により、親と一緒に
暮らすことのできない子供たちを、家庭に代わり公的に育てる仕組
みが「社会的養護」です。社会的養護を必要とする子供たちは、乳児
院や児童養護施設等のほか、「里親」宅で生活しており、東京都ではそ
の普及に取り組んでいます。
　｢養育家庭｣は、里親制度の中の一つで養子縁組を目的とせずに一
定期間子供を育てる家庭です。この機会に養育家庭について理解を
深めてみませんか。

10月、11月は
「里親月間」です

◆ ��児童の養育についての理解や熱意、児童に対する豊かな愛情
を有すること

◆ ��養子縁組を目的としないこと
◆ ��経済的に困窮していない、かつ、世帯収入が生活保護基準以

上であること
◆ ��配偶者がいない場合、成人の親族もしくは親族以外の同居者

である補助者がいること（親族以外の同居者は、同居の継続
性･安定性を十分に考慮する。特段の事情がある場合は、単身
も可能）

◆ ��家族の構成に応じた適切な居住要件であること　など

福祉保健局育成支援課　☎03-5320-4135　お問い合わせ

※短期間のみの養育を行う家庭も募集しています。
※子供の養育中は、東京都から養育費が支払われます。

※ 「ほっとファミリー」は養育家庭の愛称です。

ほっとファミリー 検索
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子育てママが再び働くためのイベント
「レディGO!Project」�
　10月12日 、ベルサール秋葉原で。
26日 、新宿エルタワーで。いずれも10
時30分〜15時30分。子育てとの両立に
協力的な企業との合同就職面接会やタレ
ントによるトークショー（秋葉原は優木ま
おみ、新宿は渡辺美奈代）など。キッズス
ペース・きかんしゃトーマスの絵本の読み
聞かせも有。プログラム等詳細は で。

産業労働局就業推進課☎03-5320-
4708

保育の仕事
「就職支援研修・相談会」�
　11月3日 ､森下文化センター（江東区）
で｡「就職支援研修」10時｡「就職相談会」 
14時30分〜16時｡対象／保育士有資格者

（取得見込者も可）。申込／所定の申込書
（ で入手可）を か郵送、ファクスで（株） 
アイフィス（〒112-0005文京区水道2-10-
13）☎03-5395-1201､ 03-5395-1206
へ｡当日参加も可｡

福祉保健局保育支援課☎03-5320-
4130

30年度後期技能検定�

　職種／特級（25職種）、1・2級（47職種）、
3級（20職種）、単一等級（2職種）。資格／
実務経験のみの場合、1級は7年以上、2
級は2年以上、単一等級は3年以上の経
験者（短縮有）。3級は実務経験があること

（年数不問）。申込／10月1日 〜12日
に受検申請書等を東京都職業能力開

発協会（☎03-5211-2353）へ持参。
同協会か産業労働局能力開発課☎03-

5320-4717

シニアの就業を応援
「シニアしごとEXPO」�
　10月18日 10時30分〜16時、パレ
スホテル立川で。再就職セミナー、合同
就職面接会、林家木久扇（落語家）のトー
クショー、シニア向け健康測定など。プロ
グラム等詳細は で。

同事務局☎03-6427-2882か産業労
働局就業推進課☎03-5320-4676

労働相談情報センターの
街頭労働相談�

　解雇・雇い止め・賃金不払い・雇用保
険など労働問題全般。日時・場所／①
10月16日 12時〜17時、新宿駅西口広
場。②19日 11時30分〜15時、昭島駅
北口とモリタウン光の広場。③20日 12
時〜16時・21日 10時〜16時、グリー
ンホール（板橋区）。④25日 11時30分
〜15時30分、調布駅前広場。⑤26日 ・ 
27日 10時〜17時・28日 10時〜15
時、葛飾区産業フェア。⑥11月9日 11
時〜15時、世界貿易センタービル。

同センター☎03-3265-6110

で）。対象／小・中学生と保護者。個別面
談方式。予約不要。③は上履き持参。託
児希望は各開催日の3営業日前までに㈱
明日香☎03-6912-0015へ。

教育庁高等学校教育課☎03-5320-
6742

10月は
不正軽油防止強化月間です!��

　不正軽油に関する情報は、
不正軽油110番 0120-231-793へ。

主税局課税部☎03-5388-2958

11月の第1土曜日は
「東京都教育の日」�
　次代を担う子供たちの教育について、
都民全体で考える日。記念行事／11月3
日 13時、都庁大会議場で。「オリンピッ
ク・パラリンピック教育の推進〜障害者
理解の促進」をテーマに、子供たちや行
政による障害者理解を育む取り組みの発
表、パラリンピアンを交えたディスカッショ
ン。申込等詳細は で。

教育庁地域教育支援部☎03-5320-
6858

ドリーム夜さ来い祭り
外国人観光客対応専門ボランティア�

　11月3日 ・4日 、臨海副都心など
で。30人（審査有）。対象／英語等の外国
語で対応できる大学生以上。内容／会場
案内・観客誘導。申込／10月10日まで
に所定の申込書（ で入手可）を かファ
クスで同祭りグローバル振興財団（☎03-
5796-2550） 03-5796-2551へ。

港湾局誘致促進課☎03-5320-5580

多摩川上流域の民有林を
購入します�

　対象／多摩川と日
にっ

原
ぱら

川
がわ

との合流点より
上流域の人工林か人工林を含む山林。面
積要件／5ha以上か水道水源林に接する
1ha以上5ha未満。通年募集。

水道局水源管理事務所☎0428-21-
3907

「医療と暮らしのほっとライン」
を開設します�

　相談ダイヤル☎03-6907-1781
　毎月第1 13時〜16時、第3 10時〜
13時。医療ソーシャルワーカーによる医
療や福祉に関する電話相談。日程等詳細
は で。

福祉保健局医療人材課☎03-5320-
4441

ひきこもり相談会�

　10月21日 14時〜17時、国立オリン
ピック記念青少年総合センターで。NPO
法人等が支援に向けた取り組みの紹介や
ひきこもりの本人・家族からの相談に応じ
ます。

青少年・治安対策本部青少年課☎03-
5388-2257

都立高等学校等合同説明会�

①10月28日 、晴海総合高校②11月
4日 、立川高校③11日 、新宿高校で。
いずれも10時〜16時（受付15時40分ま

九都県市
省エネ家電買い替えキャンペーン�

　九都県市で連携し、家庭での電気使用
量が多いエアコン・冷蔵庫の買い替えキャ
ンペーンを実施します。応募条件／九都
県市に居住し、期間内に家電（エアコン・
冷蔵庫）を省エネ製品に買い替えた方（抽
選で50人に賞品進呈。また、一番古い機
器を買い替えた方にも賞品有）。期間／
10月1日〜12月31日。締切／31年1月7
日（消印）。応募等詳細は で。

環境局地球環境エネルギー部☎03-
5388-3486

九都県市「容器包装ダイエット宣言」
プレゼントキャンペーン�

　家庭から出るごみの多くは容器包装ご
みです。容器包装ごみ削減を図るため、
九都県市で連携し、「容器包装ダイエット
宣言」プレゼントキャンペーンを実施しま
す。応募等詳細は で。

環境局資源循環推進部☎03-5388-
3577

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」
10月28日 19時〜20時（再放送は11月
3日 14時）、TOKYO MXで。司 会 ／
いとうせいこう。「もっと子供たちがイン
ターネットを適切に使うために!」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

旧前田家本邸洋館
一般公開を再開�

　建物保存を目的とした改修工事が終了
し、10月27日 9時に開館します。 （祝
日を除く） ・年末年始休館。28日 に

「和菓子作り体験」のイベント有。1日5回・
各回先着30人。500円。

教育庁地域教育支援部☎03-5320-
6862

ボランティア活動等に関する
実態調査�

　無作為に抽出した5,000人を対象に調
査を実施します。10月1日〜31日に調査員
が伺いますので、ご協力をお願いします。

生活文化局地域活動推進課☎03-
5388-3156

物品買入れ等競争入札参加資格審査
31･32年度（2019･2020年度）�

　対象／東京都各局(交通局・水道局・
下水道局含む)等が発注する物品・委託
関係の入札に参加希望の方。日程／一般
(個人・法人)10月31日まで。事業協同組
合等12月11日〜17日。申請は東京都電
子調達システムで。

財務局契約第二課☎03-5388-2632

東京都英語村
"TOKYO GLOBAL GATEWAY"

（TGG）が9月にオープンしました!
　東京都は、児童・生徒が世界に目を向けるきっかけとなるよ
う、体験型の英語学習施設を江東区青海に開設しました。
　海外生活の疑似体験やニュース番組の制作、企業分析と投
資など、海外にいるような空間の中で、さまざまなテーマを英
語漬けで学習できます。
　学校利用の他、一般利用者向けのプログラムもあり、個人で
の申し込みも可能です。

お問い合わせ 教育庁指導企画課　☎03-5320-7772 TGG 検索

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／1069791
口座名／平成30年北海道胆振東部地震東京都義援金
※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で
(10月31日まで)

北海道胆
い

振
ぶり

東部
地震に対する
義援金
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お問い合わせ 環境局資源循環推進部　☎03-5388-3577

環境

　トントン、トントン。ノミを打つ小気味
よい音が、渡邊彰さんの天井の高い
工房に広がる。釘を使わず、精巧なパ
ズルのように木材を組み合わせて作
る木工の調度品、指

さし

物
もの

。分解すると手
の平サイズになる正座椅子から、高さ
1m以上の飾り棚まで、大きさはさまざ
ま。外からは見えないところほど高い
技術を施し、伝統の技で板と板を継い
でいる。
　「江戸指物の代表的な技法と言われ
る、留

と

め型
がた

隠
かく

し蟻
あり

組
くみ

継
つ

ぎはとても高度
な仕事。蟻とは台形のことで、台形に
彫り込んだホゾとホゾ穴を組み合わせ
ると、継ぎ目が隠れ、外からは見えな
くなる仕組みです」。
　江戸時代に開発された、約50種に
も及ぶこれらの技法に精通する渡邊さ
んは、「木は生きている。湿
温度によって膨らんだり縮
んだりもするから、木の動
きを考えながらホゾを彫っ
ていく。そこに難しさがあ
る」と話す。
　正面はもちろん、横も後
ろも、どこから見ても品良
く、すっきりしているのが
江戸指物の特徴。使われ
る木材は、桑、タモ、ケヤ
キなどだが、中でも最高 「長い間、愛用してもらえるよう考えながら作っています」。

とされるのは、伊豆七島の一部でしか
採れない島桑だという。「見る角度に
よって木肌が黄金色に輝く島桑は、年
月を経るにつれ深みを増していく。ど
の素材も、最も美しい木目を探し当て、
それが正面に来るようにデザインする
のも職人の仕事です」。
　祖父から継承した伝統技術に柔軟
な発想を取り入れ、新しい商品も生み
出している。また、ものづくり体験に訪
れる子供たちには、「ノミやカンナなど
の道具についても伝えていきたい」と
の信念を持ち、使い方を教えている。
　渡邊さんには、「生活の中に溶け込
むヒット製品を作る」という一つの目標
がある。それを実現するため、これか
らも努力は続いていく。

料）。参加等詳細は で。
同事務局☎090-6489-3330か福祉

保健局健康推進課☎03-5320-4363

ガイドと歩く街路樹ツアー�

　11月13日 ・22日 12時。抽選で各
日20人。丸の内界隈に秋の街路樹を訪ね
る。申込／10月10日（消印）までに か往
復はがきに催し名・希望日・人数（2人ま
で）・全員の住所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話を書
き、〒163-0720東京都道路整備保全公社

（☎03-5381-3380）へ。重複申込不可。

東京水辺ライン
「江戸の食文化クルーズ」�
　「高級料亭『つきじ治作』」10月24日
10時10分。「100万人都市の食を支えた
生産と流通」31日 10時45分。両日参
加必須。明石町区民館（中央区）集合。25
人。24,500円（食事付）。申込／10月15
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。

特別支援教育理解啓発フェア�

　都立特別支援学校や都立高校の児童・
生徒による舞台発表、障害者スポーツ体
験、生産品販売、喫茶活動など。①「広が
れ絆!オープンフェスタ」10月6日 10時
〜16時、東京都教職員研修センターで。
②「中部フェスタ」20日 10時〜16時、駒
場高校で。③「多摩地区都立学校教育フェ
ア西

に

風
し

」11月10日 11時〜16時、東京
学芸大学で。

教育庁特別支援教育課☎03-5320-
6753

東京都消費者月間
くらしフェスタ東京2018�

　交流フェスタ10月12日 ・13日 10
時〜17時、新宿駅西口広場で。くらし・
環境・食・安全対策等生活に役立つ情報
の紹介など。シンポジウム「ロボットがあ
なたのくらしにやって来る?!〜家事も介
護もロボットがおたすけ」11月1日 13時
30分、東京ウィメンズプラザで。申込／

か電話、ファクスで同実行委員会☎03 
-3267-5788、 03-3267-5787へ。

同実行委員会か消費生活総合センター
☎03-3235-4167

リレー・フォー・ライフ・ジャパン
2018　東京上野
10月13日 12時〜14日 12時、上

野恩賜公園で。がん患者・家族・支援者
がチームを作り、24時間歩きながら、が
ん予防・がん患者支援・がん征圧をアピー
ルするチャリティーウオーキングイベント。
1,000円（がん経験者・高校生以下は無

生活の中に
溶け込む作品を

指物職
渡
わた

邊
なべ

彰
あきら

さん（平成28年度受賞）

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

　食品ロスやレジ袋の削減、省エネなどの取り組みや行動
を通じて、個人の｢もったいない意識｣を高め、消費行動を
変えていくことを目的に今年8月に発足しました。
チームに賛同し、参加して

いただける企業、NGO等の
団体や個人の方々を募集し
ます。申込等詳細は で。

｢チームもったいない｣参加者募集!

身近なところから
｢もったいない｣に取り組もう！
■食品ロス削減キャンペーン

食品ロスとは、本来食べられるのに捨てら
れてしまう食品のことです。日本国内での食
品ロスは646万t※と推計され、都民が1年間
に食べる食品の量に匹敵します。食品ロスを
削減するため、皆さんが普段食品を購入して
いる店舗等でキャンペーンを実施します。
　家庭でも、食材を「買い過ぎず」「使い切る」
「食べ切る」を心掛けましょう。

※出典：食品廃棄物等及び食品ロスの量の推計値
（平成27年度）／農林水産省・環境省

■プラスチックストローに代わる
アイデア募集
小学生から大人まで多くの皆さんと

使い捨てプラスチックの削減を考える
ため、アイデアを募集します。
応募期限／10月31日まで。応募方法
等詳細は で。

■レジ袋削減に向けて
買い物の際は、マイバッグを持参し

ましょう。

チームもったいない 検索

環境局環境政策課　☎︎03-5388-3426

　持続可能な社会をつくるためには、貴重な食料を無駄にしないことや、
レジ袋をもらわずマイバッグを利用することなど、個人のライフスタイル
を見直していくことが重要です。

ポジティブメンタルヘルス
シンポジウム&相談会
11月15日 13時、日経ホール（大手町）

で。基調講演「健康でいきいきと働ける職
場づくりに向けて：組織開発を考える」な
ど。申込等詳細は で。当日参加可の相
談コーナーも有。

産業労働局労働環境課☎03-5320-
4652

介護と仕事の
両立推進シンポジウム�
　10月16日 13時30分、日経ホール（大
手町）で。500人。基調講演「介護問題を
通して考えるこれからの働き方」、先進企
業等の取り組み事例の紹介など。申込等
詳細は で。

同事務局☎03-6661-7516か産業労
働局労働環境課☎03-5320-4649

職 員 採 用

ネット：10月22日10時〜11月6日10時、
郵送：10月22日〜11月5日（消印）、持
参：11月6日 。

東京消防庁人事課 0120-119-882

東京消防庁職員(自動車整備)�
　主な受験資格／昭和59年4月2日〜平 
成13年4月1日生まれで、自動車整備士
の資格（取得見込含む）を有する方。選
考／（1次）12月8日 。申込／インター

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。



10月は乳がん月間
ピンクリボン in 東京2018 

　40歳になったら2年に1回の乳がん検
診の受診とともに、定期的な自己触診の
習慣をつけましょう。イベント／①10月
28日 10時、町田市民フォーラムで。②
11月18日 12時30分、板橋区立文化会
館で。乳がん経験者や医師等によるトー
クショー・講演会、ピンクリボン運動に取
り組む団体等によるブース出展など。要
事前申込。申込等詳細は で。

福祉保健局健康推進課☎03-5320-
4363

東京都公文書館「東京150年〜公文
書と絵図が語る首都東京の歴史」 

　10月23日〜11月20日（ 休館）。
東京府開設から150年間にわたり蓄積さ
れた公文書や絵図から、首都東京の成り
立ちや発展を読み解く。

同館☎03-3707-2604

水道歴史館「上水記展 
上水を描く『樋線図』の世界」 

　10月27日 〜11月4日 。江戸時代 
の水道の記録「上水記」と、江戸上水の配 
管を記した絵図面「樋線図」を特別公開。

「水道歴史展」も同時開催。
同館☎03-5802-9040

明治の森高尾国定公園指定
50周年記念シンポジウム 

　10月27日 10時、都庁都民ホールで。
250人。明治の森高尾国定公園の歴史や
文化を振り返り、楽しみ方や今後の展望
等について講演。申込等詳細は で。

環境局緑環境課☎03-5388-3478

市場まつり 

　食肉☎03-5479-0651／10月13日
・14日 10時〜16時（14日は15時）。
大田☎03-3790-8301／21日 9時30
分 〜13時。豊島☎03-3918-0301／
21日 9時30分〜12時。世田谷☎03-
3417-0131／21日 9時30分 〜12時
30分。淀橋☎03-3363-1428／28日

8時30分 〜12時。板橋☎03-3938-
0171／28日 9時30分〜13時。国立地
方卸売（多摩地区青果まつり）☎042-580-
0522／28日 9時〜12時。葛西☎03-
3878-2000／28日 9時30分〜13時。

中 央 卸 売 市 場 総 務 課 ☎03-5320-
5720

計量記念日行事 

　①「都民計量のひろば」11月1日 10時
30分〜16時、新宿駅西口広場で。計量
器等の展示、ゲームや健康測定等の体験

防災展2018 

　10月13日 ・14日 10時〜16時、東
京臨海広域防災公園で。さまざまな体験
を通して、みんなで防災を学ぶ。内容／
災害対策用車両展示、東京消防庁音楽隊
の演奏、東北3県の復興応援グルメなど。

「防災推進国民大会2018」と同時開催。
同運営事務局☎03-3554-5170か総

務局防災管理課☎03-5388-2549

防災に関する都民シンポジウム
「防災×外国人」 
　11月13日 14時、都庁大会議場で。
抽選で400人。にしゃんた（スリランカ出
身タレント）、小池知事とともに、外国人
が暮らす東京の防災のあり方について考
える。日英同時通訳有。申込／10月23日

（必着）までに かはがき、ファクスに住
所・氏

ふ り が な

名・年齢・性別・国籍・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・200字以内）を書き、防
災に関する都民シンポジウム運営事務局

（〒220-6218横浜市西区みなとみらい 
2-3-5-C棟18階（株）オフサイド内） 045
-661-0604へ。手話通訳・車いす席希望
の有無、託児（6カ月〜就学前）希望は子
供の氏

ふ り が な

名・年齢を明記。
同運営事務局☎045-661-1415か総

務局企画計理課☎03-5388-2290

11月25日〜12月1日は犯罪被害
者週間「犯罪被害者週間行事」 
①11月2日 13時30分、北とぴあ（北

区）で。当日先着350人。パネルディスカッ
ション、コンサート（警視庁音楽隊）。②11
日 14時、cocobunjiプラザ（国分寺市）
で。当日先着200人。土師守（神戸連続
児童殺傷事件遺族）による講演、コンサー
ト（混声合唱団青春隊）。②は未就学児の
託児有（6人）。いずれも手話通訳有。

①北区総務課☎03-3908-8623②
国分寺市人権平和課☎042-573-4378、
総務局人権施策推進課 ☎03-5388-
2589

産業サポートスクエア・TAMA
「ウェルカムデー」　 
　10月27日 10時〜16時。多摩地域の
総合的な産業支援拠点の施設や活動を紹
介。研究紹介、科学技術・工作教室、農業
体験、農畜産物・島しょ特産品販売など。

産業労働局創業支援課☎03-5320-
4761

など。②「計量展示室の特別展示」11月1
日〜30日10時〜16時（ 除く）、計量
検定所で。珍しいはかりの展示など。

計量検定所☎03-5617-6643

学　ぶ

防災ウーマンセミナー 
　11月21日 18時30分、としまセンター
スクエアで。抽選で250人。テーマ／「災
害時に『働く』女性に起こることを、女性
の視点から学ぶ（初めて防災を学ぶ方向
け）」。申込／11月9日（消印）までに 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、防災ウーマンセミ
ナー事務局（〒113-0021文京区本駒込
3-9-3（株）トライ内）☎03-3824-7232へ。

同事務局か総務局防災管理課☎03-
5388-2549

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室 

　視覚障害／①「音楽教室」10月19日
13時〜15時30分。②「教養講座」28日
13時30分〜16時。③教養講座「国立天
文台で晩秋を満喫」11月25日 13時30
分〜16時。聴覚障害／④「文章教室」10
月3日〜11月7日までの毎 13時30分〜
16時。⑤「コミュニケーション教室」10月6
日・27日 13時30分〜16時。⑥「教養
講座」〈夜の部〉4日 19時〜21時。〈昼
の部〉12日 13時30分〜16時。⑦教養
講座「国立天文台の文化財のレクチャー
と、4D2Uシアターでの天文体験」11月
2日 13時30分〜16時。各日50人、⑦
は40人。会場／①②④⑤⑥東京都障害
者福祉会館。④は港勤労福祉会館の日
も。③⑦国立天文台（三鷹市）。申込／③
11月1日までに か電話で、⑦10月12
日（必着）までに かハガキ、ファクスに
住所・氏

ふ り が な

名・電話・ファクス・メール・手
話・要約筆記希望・補聴器使用の有無を
書き、〒163-8001東京都教育庁生涯学
習 課（☎03-5320-6893、 03-5388-

1734）へ。①② ④ ⑤⑥事前申込不要。
③⑦は抽選。

東京ウィメンズプラザ
「パートナーシップセミナー」  
　①「『言わなくてもわかって』問題をのり
こえるためにできること」11月3日 ②「こ
ころの負担を軽くする家事半分術」10日

③「子育て中のクライシス『小1の壁』克
服法」17日 。いずれも13時30分。各日
抽選で18組。未就学児の託児有。申込／
10月19日までに か所定の申込書（
で入手可）をファクスで同事務局（☎03-
6854-9691） 03-4582-3547へ。

同事務局か東京ウィメンズプラザ☎
03-5467-1980

市民公開講座
「子どものがんを考える」 
　11月3日 13時〜17時、新宿NSビル
で。当日先着150人。

都立小児総合医療センター☎042-312 
-8116

おもいをことばに ことばをかた
ちに TOKYOみみカレッジ
11月18日 10時〜16時、首都大学東

京南大沢キャンパスで。①トークショー。
ゲスト／村上佳菜子（プロフィギュアス
ケーター）。②大学生の手話パフォーマン
ス。③ワークショップなど。申込／③の
み10月19日までに か郵送、ファクス
で同事務局（☎03-6804-2391） 03-
6804-1348へ。申込等詳細は で。応
募多数の場合抽選。

同事務局か福祉保健局障害者施策推
進部☎03-5320-4147、 03-5388-
1413

自然・公園

旧岩崎邸庭園
｢金唐紙特別展｣ 

　10月31日まで。20日 13時･15時30
分、金唐紙制作風景の上映。

同園☎03-3823-8340

日比谷公園「HIBIYA Shibafu de
Cafe」「AKARI TERRACE」 

　10月10日 〜14日 10時〜15時（12
日・13日は21時）。キャンドルによるライ
トアップ（12日・13日）など。

同園☎03-3501-6428

日比谷公園
ガーデニングショー2018
10月20日 〜28日 10時〜16時（28

日は15時）。ガーデンコンテストの作品展
示、花と緑の展示・販売、農大大根踊り、
キッチンカーの出店など。

東京都公園協会☎03-3232-3097

都立動物園アフリカフェア 

　10月27日 ・28日 、多摩動物公園
で。アフリカ各国の紹介や特産品の販売、
コンサートなど。

同園☎042-591-1611

神代植物公園「秋のバラフェスタ」
約300種5,000株のバラが見頃
10月10日〜31日。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

日本を代表する本の町、｢神田神保町
古書店街｣最大のイベント。10月26
日 〜11月4日 に開催。年に1度の
大バーゲンや貴重な書籍の即売会も
行われる。散歩がてらお目当ての本を探してみるのも楽しい。

（29年10月27日撮影。都営地下鉄･東京メトロ
｢神保町｣駅周辺）

神田古本まつり

「催し」の続き
催　し
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文化・スポーツ

東京都交響楽団プレミアム     ♦
コンサート　東大和公演
11月17日 15時、東大和市民会館で。
指揮／キンボー・イシイ、曲／ハイドン:
交響曲第101番〈〈時計〉〉ほか。【招待】4
歳以上、抽選で700人。申込／10月12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、東大和公演事務局（〒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

子供歌舞伎教室     ♦ 

　11月23日 9時、歌舞伎座で。都内在 
住・在学の小・中・高校生と保護者（子
供1人につき1人まで）、抽選で300人。申
込／10月24日（消印）までに かはがきに
代表者の住所・電話・全員の氏

ふ り が な

名・年齢・
学校名・学年を書き、〒104-8077都民
劇場「子供歌舞伎教室係」へ。当選者のみ
通知。

同劇場☎03-3572-4311か生活文化
局文化事業課☎03-5388-3154

WERIDE三宅島
エンデューロレース
11月10日 ・11日 。噴火災害から

の復興を目指す三宅島でのオートバイ
レース。

同事務局☎048-627-9730か総務局
振興企画課☎03-5388-2444

明治安田生命J2リーグ「東京ヴェル
ディvsカマタマーレ讃岐」観戦優待 

　11月11日 13時、味の素スタジアム
で。小学生以上（小学生は保護者同伴）、 
抽選で50組100人。1組1,500円。申込／
10月22日（必着）までに か往復はがきに
大会名・観戦日・代表者の住所・電話・
全員の氏

ふ り が な

名・年齢を書き、東京ヴェルディ
「東京都観戦事業担当」（〒206-0812稲
城市矢野口4015-1）☎03-3512-1969
へ。重複申込不可。

オリンピック・パラリンピック準備局事
業推進課☎03-5320-7714

親子ふれあいスポーツ観戦事業「FINAスイ
ミングワールドカップ2018」観戦招待
11月11日 16時、東京辰巳国際水泳

場で。小学生と保護者、抽選で10組20
人。申込／10月29日（必着）までに往復は
がきに催し名・住所・氏

ふ り が な

名・年齢・学年・
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。 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

10月9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5-1-7-6階 都民劇場 「都民半額観劇会事
務局」へ。抽選で9,750人。

当選者には、10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。10月26日までにご送金下さい。送金確認後、入場券を郵送しま
す。落選者には通知しませんのでご了承下さい。
※ 入場券代金のほかに取扱手数料500円（入場券1枚当たり）と入場券郵送料82

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

都民の日記念／秋の「都民半額観劇会」

劇場名・料金 演　　目 公演
番号 日　　時

歌舞伎座
一等席：9,500円

（700席）

吉例顔見世大歌舞伎
尾上菊五郎、中村吉右衛門
ほか

1 11月7日 16時30分

2 11月13日 11時

新橋演舞場
1等席：6,500円

（1,200席）

十一月新派特別公演　
「犬神家の一族」
水谷八重子、喜多村緑郎
ほか

3 11月15日 16時30分

4 11月16日 16時30分

国立劇場
1等A席 ：5,400円

（1,000席）

11月歌舞伎公演 通し狂言
｢名

なもたかしおおおかさばき
高大岡越前裁 ｣ 　

中村梅玉　ほか

5 11月16日 11時

6 11月26日 11時

帝国劇場
S席：7,250円

（950席）

ミュージカル
「マリー・アントワネット」
笹本玲奈、昆夏美（20日）／ソ
ニン（22日）　ほか

7 11月20日 13時

8 11月22日 18時

新橋演舞場
1等席：6,500円

（1,200席）

喜劇 「有頂天団地」
渡辺えり、キムラ緑子　ほか

9 12月3日 16時30分

10 12月5日 　16時30分

三越劇場
指定席：5,000円

（700席）

初春花形新派公演 「日本橋」
喜多村緑郎、河合雪之丞　
ほか

11 1月6日 15時

12 1月23日 15時

新橋演舞場
1等席：8,500円

（800席）

初春歌舞伎公演
市川海老蔵　ほか

13 1月7日 11時

14 1月9日 16時30分

明治座
S席：6,500円

（1,000席）

由紀さおり 50周年記念公演
由紀さおり、篠田三郎　ほか

15 1月7日 16時

16 1月8日 16時

浅草公会堂
1等席：5,000円

（1,000席）

新春浅草歌舞伎
尾上松也　ほか

17 1月8日 15時

18 1月21日 11時

シアタークリエ
指定席：6,750円

（100席）

ミュージカル「レベッカ」
山口祐一郎　ほか

19 1月17日 13時30分

20 1月21日 18時30分

明治座
Ｓ席：6,500円

（1,000席）

50周年記念・前川清特別公演
前川清、純烈　ほか

21 1月28日 16時

22 1月31日 16時

東京芸術劇場
指定席：4,000円

（100席）

「L
ル
e P

ペ ー ル
ère 父」 

橋爪功、若村麻由美　ほか

23 2月7日 19時

24 2月8日 19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

交通

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

お問い合わせ

　70歳以上の都民の方は、都内民営バス･都営交通などが利用できる｢東
京都シルバーパス｣を購入できます。有効期限は2019年9月です。新規の
パスは10月1日から購入できます。

東京都シルバーパス新規購入の
お知らせ

対象 都内に住民登録している 70 歳以上の方（寝たきりの方を除く）

購入 必要書類を用意し、最寄りのバス営業所 ･ 都営地下鉄定期券発売所な
どの発行窓口へ。70 歳になる月の初日から購入可能。

費用

❶ 30 年度住民税課税の方 20,510円
（10月～3月購入の場合）

❷ 30 年度住民税非課税の方 1,000円

❸ �30 年度住民税課税の方で 29 年の合計
所得金額が 125 万円以下の方（経過措置） 1,000円

必要
書類

■全員／本人確認書類（保険証 ･ 運転免許証など）  
■❷❸の方は次のア～ウのいずれか 1 点
ア ｢30 年度介護保険料納入（決定）通知書 ｣

 （ 所得段階区分欄に ｢1｣～｢6｣、合計所得金額欄が 125 万円以下）
※ 所得段階区分 : 品川区 ･ 目黒区 ･ 世田谷区 ･ 武蔵野市 ･ 昭島

市 ･ 福生市 ･ あきる野市は ｢7｣ まで。八丈町は ｢9｣ まで。
イ ｢30 年度住民税非課税／課税証明書 ｣
ウ ｢ 生活保護受給証明書（生活扶助）｣
※アは再発行不可。イは区市町村で発行（原則有料）。
ウは30年 4月以降に発行され生活扶助受給が確認できるもの。

☆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



※電話番号を間違えないようにお願いします
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中央卸売市場総務課　☎03-5320-5720　お問い合わせ

印刷物規格第1類　
印刷番号（29）58

★�「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。

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

〈次号（11月1日発行）は、10月31日・11月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

[旧古河庭園]☎03-3910-0394。9時〜17時。年末年始休園。一般150円、65歳以上70円、小学生以下および都内中学生無料。
[旧古河邸（大谷美術館）]☎03-3910-8440。館内見学会800円（10時30分･13時･14時30分）。

JR「駒込」「王子」駅からバス「旧古河庭園」下車。JR「上中里」駅･東京
メトロ南北線「西ヶ原」駅下車、徒歩7分。 

　秋の風情が少しずつ顔をのぞかせる頃、日常の騒がし
さを離れ、季節を感じられる場所へ足を運びたくなる。
　JR駒込駅からバスで5分ほど揺られ降りると、木々に覆
われた庭園が目の前に広がる。旧古河庭園は、大正8年
の完成から100年を迎えた。ひときわ目を引く石造りの洋
館は、古河家三代目当主である古河虎之助の本邸として、
建築家ジョサイア・コンドルにより設計された。賓客をもて
なした1階の洋風建築部分では、部屋全体の華やかな色
使いと、細部に施された彫刻などの意匠に驚かされる。対
して、日常生活の場だった2階は、床の間を備えた客間や
仏間といった和室が並び、西洋文化と日本文化の調和が

見て取れる。
　また、武蔵野台地の起伏を活かした庭園も見逃せない。
斜面部分には、幾何学的に整えられた洋風庭園が、低地
部分には、「心」の字をかたどって造った池（心字池）を中心
に枯

かれ

滝
たき

･大滝･渓谷などが見られる日本庭園が広がる。
　桜やツツジ、菖

しょう

蒲
ぶ

に紅葉といった植物が季節ごとに表
情を変え、訪れる人々の目を飽きさせない。特に、春・秋
のバラの開花時期には、音楽の生演奏などのイベントが
行われ、にぎわいを見せる。
　秋日和、和洋の情緒と季節の香りを堪能するひととき
を過ごしてはいかがだろうか。

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093旧古河庭園（北区）

和と洋が調和する名勝

=パソコン用壁紙

豊洲市場の見学について

洋館1階の食堂は喫茶室としても開放されている

　豊洲市場には、実際の取引の様子や卸売市場に関す
る展示などを自由に見学できるコースを設けます。
　見学開始時期や時間等詳細は で。

交通案内／ゆりかもめ｢市場前｣駅下車すぐ。都営バス
｢豊洲市場｣下車すぐ。

　長い間、都民の食生活を支えてきた築地
市場が移転し、新たに豊洲市場が開場いた
します。
　豊洲市場は、将来にわたり「安全・安心
な市場」としてご利用いただける環境が整
えられ、さらに高度な衛生管理や効率的な
物流、環境対策など新たな機能も備えてお
ります。
　今後、市場関係者の皆様と力を合わせ、
豊洲市場を日本の中核市場として育てて
いくとともに、都民の皆様にも楽しんでい
ただけるよう、地域の活性化や賑わいの創
出にも取り組んでまいります。

小池知事からの
メッセージ

10月11日木

豊洲市場が開場します!

安全･安心な
市場!
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