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都市鉱山からつくる!
みんなのメダルプロジェクト

3

冬も ! みんなで時差Biz !
1月21日～2月1日実施

冬の｢都民半額観劇会｣

7

お得な料金で観劇できる機会を提供します

8

葛西海浜公園がラムサール条約
湿地に登録されました
広報東京都 検索
世帯と人口 30年11月1日現在の推計

東京都生活文化局広報広聴部広報課
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 電話 03-5388-3093

702万1,773世帯 人口1,385万7,664人
（男：681万9,000人 女：703万8,664人）
＊参考：外国人数55万1,182人

Fax 03-5388-1329

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

©JR2019,Photo by H.Nagaoka
TM©Rugby World Cup Limited 2015. All rights reserved.

今年は、5月の改元を控え、我が国にとって新たな時代が幕を開ける節

てまいりたいと思います。

目の年となります。名称が「江戸」から改められて以来、明治・大正・昭

そして、東京2020オリンピック・パラリンピックも、来年と迫ってまいりま

和・平成の各時代を歩んできた「東京」。その150年の歴史に思いを馳せ

した。競技会場の整備や大会気運の醸成など、準備は着実に進んでおり

ながら、都民の皆様の輝ける未来のため、さらには、全国各地との共存共

ます。アスリートと並ぶ大会の主役であり、開催都市・東京の顔であるボ

栄や日本全体の発展のため、引き続き全力を尽くす決意でございます。

ランティアにも、多数のご応募をいただきました。大会の成功はもとより、

昨年は、新たな時代に向けて、東京をさらに進化させていく条例が数多

大会準備を通じたバリアフリー化の進展や、働き方改革の推進など、東京

く成立いたしました。都民の皆様の健康を第一に考えた「受動喫煙防止

を、持続的な成長とさらなる成熟へと導くレガシーの構築に向け、一日一

条例」をはじめ、共生社会の実現に寄与する「障害者への理解促進及び

日を大切に積み重ねてまいります。

差別解消の推進に関する条例」、人権尊重の理念を広める「オリンピック
憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」、そして、中小

新しい年が、皆様にとって幸多き輝かしい年となりますよう、心からお祈
り申し上げます。
平成三十一年

企業振興の基本理念を定める「中小企業・小規模企業振興条例」などで
す。今後とも、東京で暮らし、働く「人」がいきいきと輝くための施策を幅
広く展開することで、都民の皆様と共に、東京の明るい未来を切り拓いて
まいります。
さて、9月にはいよいよ、ラグビーワールドカップ2019 の開催を迎えま
ＴＭ

す。東京スタジアムで行われる日本対ロシアの開幕戦から、約１か月半に
わたり、全国12の都市で世界トップレベルの熱戦が繰り広げられます。前
回のイングランド大会における、日本代表の活躍は記憶に新しいところで
すが、それを超える躍進を期待して、東京の「ラグビー熱」を大いに高め

東京都知事

元日
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ラグビーワールドカップ2019™
ニューイヤーイベント
「東京ラグビーキャラバン」
を開催!
いよいよ今年、9月20日にラグビーワー
ルドカップ2019™日本大会が東京で開幕
します。
大会チケットの一般先着発売が開始と
なる1月19日、大会公式マスコット「レン
ジー」とゲストが、ラッピングした都営バ
スで、皆さんに会いに行きます！
日 時

1月19日 10時～17時

内 容

日本青年館前
（新宿区）を出発し、町田市、府中市、三鷹
市、武蔵野市を巡り、調布駅前広場でゴールします。
ラグビーワールドカップ2019™と関係が深いスポット
で、PRイベントを実施します。
内容等詳細はホームページをご覧下さい。

東京2020大会で使用する金･銀･銅メダルを製作するための使用
済み携帯電話等小型家電の回収が終了します。
ご自宅に眠っている不要な小型家電がないか、ぜひ探してみて下
さい。

主な対象品目（小型家電リサイクル法に基づく28品目等）
携帯電話★ スマートフォン★ 電話機 ファクシミリ 電卓★ 時計
ゲーム機 ラジオ パソコン タブレット プリンター デジタルカメラ★
USBメモリ ドライヤー 電気アイロン 電子辞書★ 電子書籍端末
オーディオプレーヤー オーディオレコーダー スピーカー カーナビ★
炊飯器 ジューサー ミキサー コーヒーメーカー ホットプレート
加湿器 除湿機 空気清浄器 電動歯ブラシ 電気カミソリ 電動ミシン
各種ケーブル類 リモコン など
◦自治体、郵便局やドコモショップ等で回収して
います。
◦★印等の一部小型家電は、都庁舎でも回収して
います。

ラッピング都営バス

大会チケットの購入は
公式チケットサイトから

対象品目･回収場所等詳細はホームページをご覧下さい。
この「メダルプロジェクト」をきっかけとして、みんなで持続可能な社会を実
現していきましょう。

https://tickets.rugbyworldcup.com/
※チケットIDの登録が必要です
大会公式マスコット
「レンジー」
TM©RWCL2015

お問い合わせ
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
☎03-5320-7841
http://tokyorugby.metro.tokyo.jp/

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 ☎03-5320-4248

イベント

ようこそ、豊洲市場へ!

毎週土曜日のマルシェ

豊洲市場Oishii土曜マルシェを開催！
豊洲市場の魅力を感じていただくため、市場エリア発信のイベント「豊洲市

日 時

1月12日〜3月30日の毎 8時〜15時

場 所

豊洲市場5街区（青果棟）
屋外スペース

内 容

◦鮮魚や野菜･果物、地元の名品などの販売
◦仲卸業者とキッチンカーのコラボによる限定メニューの提供

場Oishii土曜マルシェ」
を開催します。

◦食育･体験イベントの実施

月に一度のイベント
日 時

1月26日 ･2月23日 ･3月23日 の8時〜15時

場 所

豊洲市場5街区（青果棟）
屋外スペース

内 容

◦豊洲市場の食材を活用した温かい料理の販売
◦地域住民参加型のステージイベント

見学者通路から、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
学できます。また、市場内の飲食店舗･物販店舗をご利用いただけます。

見学について

ヤサチーノ

イッチーノ

コチーノ

見学できる施設

5街区（青果棟）、6街区（水産仲卸売場棟）、7街区（管理施設
棟、水産卸売場棟）

利 用 時 間

および休市日を除く5時〜17時
（飲食店舗･物販店舗は各
店舗の営業終了時間まで）

同事務局
お問い合わせ （豊洲市場Oishii土曜マルシェについて）
（見学について）
豊洲市場 ☎03-3520-8205

など

1月15日から、マグロのせり
を見学者デッキで間近に見学す
ることができます
（事前申込制・
抽選で各日120人）
。
申込等詳細は
ホームページをご覧下さい。

☎03-3433-0623 中央卸売市場総務課 ☎03-5320-7458

往復はがきなどで申し込む場合は、催しなどの名称、郵便番号、住所、氏名
（ふりがな）
、電話
（返信はがきにも郵便番号、住所、氏名）
をお忘れなく。※あて先で郵便番号だけのものは住所不要です。そのままお書き下さい。
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受動喫煙防止条例、
はじまる！

冬も!みんなで時差Biz!
1月21日 〜2月1日
通勤時間を変えてみましょう!

東京2020大会に向け、たばこを吸う人も吸わない人
も、快適に過ごせる街の実現を目指し、東京都受動喫煙
防止条例を昨年6月に策定しました。段階的に施行し、

通勤ラッシュ回避のために通勤時間をずらす働き方改革の一つ｢時差

2020年4月1日に全面施行します。

Biz｣を、初めて冬にも実施します。期間中は、時差通勤者への特典配布や

第一段階として、この1月1日から新しいルールがス

サテライトオフィスの利用を促すキャンペーンの実施など、さまざまな

タートします。ご協力をお願いします。

取り組みを行います。参加企業は昨年度より約2.5倍と大きく増加してい
ます。

受動喫煙防止対策アンバサダー｢健康ファースト大使｣高橋尚子
（スポーツキャスター）

冬は厚着により、体感混雑度が高くなると言われています。冬の時差

主な施行内容

Bizをきっかけに、快適な通勤を体験してみませんか。

都民の皆さん

喫煙や受動喫煙による健康への悪影響について、理解
を深め、他人に受動喫煙をさせないよう努めましょう。

保護者の方

受動喫煙による子供の健康への悪影響を未然に防止す
るよう努めましょう。

喫煙される方

｢喫煙できる場所｣で喫煙をする際は、受動喫煙を生じ
させることがないよう周囲に配慮しましょう。

施設の管理者

施設内に喫煙場所を定める際は、受動喫煙をさせない
場所に設置するよう配慮しましょう。

夏の時差Biz参加者の声
◦移動時の疲労軽減がプライベートの充実につながった。
◦社内でフレックス制度を利用する人が増え、制度を使いやすい雰囲気
ができた。
◦時 差出勤で早めに出社したら、
駅でアイスクリームなどの特典
が配布されていて、朝の通勤に
楽しみが増えた。

主な施行内容

9月までに学校･病院･行政機関などの敷地内禁煙、飲食店の店頭表示ス
テッカーの義務化を進めます。
本条例の詳細はホームページをご覧下さい。
お問い合わせ

同事務局 ☎03-3479-0254
都市整備局交通企画課 ☎03-5388-3321

福祉保健局保健政策部 ☎03-5320-4361

お問い合わせ

東京都受動喫煙防止条例 検索

時差Biz 検索
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今回は、
オリンピックの水泳を紹介します。
オリンピックの水泳は、競泳、マラソンスイミング、飛込、水球、アーティス
ティックスイミングに分かれます。
競泳は、自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライといった泳法で、一定の距離を泳
ぎ、タイムを競う競技です。第1回の1896年アテネ大会から行われており、オリ
ンピックでは大変人気の高い競技です。
2008年北京大会から正式種目として採用された10kmマラソンスイミング
は、海や川、湖などプール以外で行われます。
飛込では、飛び出しからわずか2秒弱という時間で多彩な技を繰り出し、その
評価点を競います。ダイナミックな技から全くしぶきを上げずに入水する演技
は、美しく、観客を魅了します。
水球では、7人で構成された2チームがプール内に作られたコートの中で、試
合中一度も底に足をつけずに泳いだまま、ゴールにボールを入れあい、得点を競
います。激しい接触は｢水中の格闘技｣と称されるほどです。
30年4月にシンクロナイズドスイミングから名称変更されたアーティス
ティックスイミングでは、曲に合わせてさまざまな動きを行い、技の完成度や同
調性、表現力などを競い合います。各国・各地域が民族性に富んだ構成・音楽
で披露する演技の個性的な美しさも見どころです。

支

援

♦ホストシティTokyoプロジェクト

復興応援･復興フォーラム in 東京

〜共に考え寄り添う未来、東北で会いましょう〜
間もなく東日本大震災から8年を迎えます。東京都では、震災を風化
させないよう、支援継続を呼びかけるイベントを被災4県
（青森･岩手･
宮城･福島）と合同で開催します。
日 時

2月10日 11時〜16時

会 場

東京国際フォーラム

ステージイベント

ホールB7

定 員
250人
オープニングセレモニーは要事前申込
（1月31
日まで）

◦東京都知事、福島県知事、武田玲奈（女優）に
よるオープニングセレモニー
◦コシノジュンコ
（デザイナー）らによる被災
地での取り組み事例紹介

◦朝倉香絵
（マリンバ奏者）による復興応援ラ
イブ など

展示･物産販売

コシノジュンコ

ホールB7

◦被災県の復興への取り組み紹介、県産品の販売

◦スポーツを通じた支援など、都の復興支援の取り組み紹介 など

皆さんにパワーを送れるようなレースを
東京都出身の池江璃花子選手は、
「母国開催の東

フードコーナー･展示
◦被 災地の郷土料理販売（数量限定で無料
提供有）

京2020オリンピックでは、今までやってきた練習
の成果を発揮し、皆さんにパワーを送れるような

◦CO2フリー水素の活用等に向けた、東京
都と被災地との取り組み紹介

レースをしたいです。水泳は、先にタッチをすれば
結果とタイムが出る分かりやすいスポーツなので、
見ていて飽きず面白いです」
と語っています。

お問い合わせ

※

なみえ焼きそば

イベントのお問い合わせ

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。

地上広場

写真提供 文藝春秋

オリンピック・パラリンピック準備局計画推進部 ☎03-5320-7480

東日本大震災風化防止イベント事務局 ☎024-973-7481
https://fukkou-forum.jp
お問い合わせ

総務局被災地支援課 ☎03-5388-2368

＝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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お知らせ
東京都・町田市合同
帰宅困難者対策訓練

働 く

点字で納税通知書の
内容をお知らせします

1月21日 13時30分〜15時30分、町

な校種の授業見学、教員との懇談など。

保育士試験

ご希望の方は、2月28日 までに住所・

ふりがな

申込等詳細は

試験／筆記:4月20日 ・21日 、
実技:

田駅周辺で。帰宅困難者への情報発信、

氏 名・電話・税金の種類を、主税局相談

6月30日 。受験料／12,950円
（全部免

集客施設での利用者保護訓練、一時滞在

広報班☎03-5388-2925までご連絡下

除基準に該当する場合は、
2,650円。送料

施設の開設運営訓練、要配慮者の帰宅搬

さい｡

含）
。締切／1月31日
（消印）
。受験手引きの

送訓練など。
通行の際等にご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
総務局防災管理課☎03-5388-2485

新飛行経路案等について、国土交通
省 が 説 明 会を開 催します
（2月も開 催）
。

肝がん・重度肝硬変の
入院医療費の助成を開始

豊 島 区 役 所 ／1月8日

B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・
重度肝硬変の入院医療費の助成を、30
年12月から開始しました。助成要件等詳
細は

請求／

羽田空港の機能強化について
の説明会
（1月開催分）


か区市町村へ。

福祉保健局疾病対策課☎03-53204471

、成 増 ア クト

ホール・南砂町ショッピングセンター
SUNAMO／11日 、セブンタウン小豆

沢・光が丘IMA／12日 、アリオ北砂／

13日 、六本木ヒルズ／18日 、白金台

保育士試験事務センター
（〒171-8536豊

ささえ
（子育て・介護支援融資）
年利1.3％。

島区高田3-19-10） 0120-4194-82へ。

限 度 額 ／さわやか70万 円
（特 例100万

福祉保健局保育支援課☎03-5320-

円）
、すくすく・ささえは100万円。申込／

4130

中央労働金庫
（都内本支店）
か都内信用組
合
（すくすく・ささえのみ取り扱い）
へ。

職業能力開発センター
4月入校生

4653、
中央労働金庫

①普通課程／2年・1年。②短期課程／

東京都信用組合協会☎03-3567-6211

産業労働局労働環境課☎03-53200120-86-6956、

詳細は必ず事前に

日に住所地のハローワークか各センター・

東京都職員
（①農業技術Ⅰ類B
②職業訓練Ⅰ類B、
Ⅱ類、Ⅲ類）


、

練馬区役所／29日 。時間／15時〜19

3288か国土交通省☎0570-001-160

は13時〜17時。

都市整備局都市基盤部☎03-5388-

建設工事等入札参加資格審査
（31・32年度） 
対象／東京都各局
（交通局・水道局・

のさまざまなサービス

下水道局を含む）
が発注する工事等の入

福祉保健局少子社

3月31日まで0.2％年利引下げ。利率／

さわやか
（個人融資）
年利1.6％、すくすく・

訓練科目。選考／2月13日 ・14日 ・15

これまでの中学生以下の子がいる世帯

を利用できます。

か
「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、

、南長崎第4区民集会室／26日

船堀／20日 、東大島駅小松川口／21

時、

する、商品の割引など

中小企業従業員生活資金融資制度

（さわやか、すくすく・ささえ）

1年以下
（主に6カ月・3カ月）
。機械、建築、

子育て応援とうきょうパスポートの
対象が拡大します

いる世帯まで対象を拡大。協賛店が提供

教育庁選考課☎03-5320-6787

いきいきプラザ／19日 、タワーホール
日

（妊娠中含む）
に加え、18歳未満の子が

で。

札に参加希望の方。日程／単体企業等:1

職 員 採 用

造園、電気、情報、印刷、塗装、介護等の
日 のいずれか。申込／1月10日〜2月4
校へ。費用／教科書・作業服代等は自己

人員／①3人程度。②4人程度。勤務

負担。①のみ授業料年間118,800円、入
校選考料1,700円。申込等詳細は

などでご確認下さい。

先／①農林水産部、関係事業所等
（伊

で。

豆・小笠原諸島含む）
。②職業能力開発

産業労働局能力開発課☎03-5320-

センター等。採用／4月1日。選考／1

4716

月19日 ・26日 。申込／1月11日
（必着）
までに申込書等
（

公立学校教員志望者向け
学校見学会

会対策部☎03-5320-

月25日まで。事業協同組合・経常建設共

1月29日

・30日 ・2月4日

4115

同企業体:1月11日〜25日。申請は電子

・14日 ・18日 ・26日

で入手可）
を

郵送
（簡易書留）
か持参で〒163-8001
（☎︎03-5320東京都産業労働局職員課

・7日

4618）
へ。

。さまざま

調達システムで。
財務局契約第一課☎03-5388-2727
スマートフォン用パスポート

募

次世代に、
技術の継承着々と

集

自然公園ボランティア

母子及び父子福祉資金・
女性福祉資金の貸付

募集団体／高尾パークボランティア会。

対象／母子及び父子福祉資金:都内在

内容／自然教室の企画運営等。申込／2

月20日
（消印）
までに往復はがきに住所・
ふりがな

氏 名・年齢・電話を書き、高尾ビジター
センター
（〒193-0844八 王 子 市 高 尾 町

住の母子家庭か父子家庭の方。女性福祉
資金:都内市町村在住の配偶者のいない女
性
（一部所得制限有）
。種類／修学資金・就

学支度資金・技能習得資金・生活資金など
（児童等に係る資金は無利子）
。相談・申

2176）
☎042-664-7872へ。

込／お住まいの区市・支庁・西多摩福祉事

下水道モニター

務所へ。

資格／31年4月1日現在、20歳以上の

4126

福 祉 保 健 局 育 成 支 援 課 ☎03-5320-

都内在住の方
（公務員・同モニター経験

者・島しょ在住者を除く）
で、 閲覧とメー
ルの送受信ができる方。1,000人程度。
内容／アンケートの回答、施設見学会参

加など。謝礼有。任期／4月1日から1年

間。申込／1月4日〜2月28日に

で。

下水道局広報サービス課☎03-5320-

6693

人。認知症高齢者グループホーム・都市
型軽費老人ホーム等の整備費補助制度
について。申込／1月23日までに申込書
で入手）
をファクスで福祉保健局施設

支援課
（☎03-5320-4321） 03-53881391へ。

医療サービスの在り方等を検討。資格／
多摩地域在住の31年4月1日現在、20歳
以上の方
（要件有）
。人数／各圏域3人以
まで。申込等詳細は

で。

多摩地域の保健所か福祉保健局保健政
策課☎03-5320-4334

14時、都庁大会議場で。都

内に土地を所有する個人・法人等、500

（

多摩地域の各二次保健医療圏で、保健

内。任期／最長2年。申込／2月8日
（消印）

高齢者施設等に関する整備費補助

制度説明会
（土地所有者向け）
2月6日

地域保健医療協議会委員

自衛官候補生
（男子）


さ

か。締切／2月4日
（必着）
。申込等詳細は
で。
自衛隊東京地方協力本部☎03-32600543か総務局防災対策課☎03-5388-

ひろし

造園工

佐藤 博さん（平成26年度受賞）
「造園は、地球温暖化の防止にも役
立つ仕事。小さな力でも、集まれば大
きな力になる」
。これは、造園工として
庭の創造、伝統の継承に尽力する佐藤
博さんが、実技の授業を受け持つ都立
高校の生徒たちに伝えている言葉だ。
佐藤さんが造園業の道に入ったのは
約50年前。造園の仕事は多岐にわた
る。一つ目は庭の設計。施主に設計図
を求められ、
「図面は頭の中にあるから
任せとけ」
と言えたのは父親の時代ま
で。今は、設計図はもちろん、その土地
に合った植物の提案もできるよう、若
手のうちから多くの知識を身につける。
次に施工。図面に基づいて、空間を
立ち上げていく。最後に管理。実は、
最も難しく、重要なのが、この工程だ。
「はじめは『8割の庭』を作ります。そし
て、樹木などが成長し、3年後に理想
の形になるよう手入れをする。管理次
第で、庭は良くも悪くもなるのです」
。
仕上がりに関しても、こだわりがあ
てい
る。いかにも手を加えました、という体

なびくよう工夫して剪定しています」
。
素人目にはその違いは分からないかも
しれない。が、佐藤さんは言う。
「造園
とは、わずかな違いに美を感じる仕事
です」
。
自身が培った技術を多くの人に伝
え、その成長を見守ることが喜びだと
も。
「AIによって仕事の形が変化する
中、造園業は人工知能が入り込む余
地のない職業」だと言う。
「なぜなら、
材料も仕事も同じものが存在しないか
ら」
。佐藤さんの技と心は、教え子らに
届いているはずだ。

ではなく、自然さを残す。それを可能に
せん てい
するのが透かし
（剪 定）
であり、中でも
こ

試験／2月16日 。場所／目黒基地ほ

とう

ず

佐藤さんが得意とする
「江戸の梢透か

し」
は、高い技術が求められる。
「樹木の美しさを引き立てるため、柔
らかく枝を透かし、風が吹くと葉先が

「最近はハーブや花も植える。むしろ、花に目
覚めた」と笑う

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

2458
往復はがきなどで申し込む場合は、催しなどの名称、郵便番号、住所、氏名
（ふりがな）
、電話
（返信はがきにも郵便番号、住所、氏名）
をお忘れなく。※あて先で郵便番号だけのものは住所不要です。そのままお書き下さい。

平成31年
（2019年）
1月1日

都庁では

被害防止

監

査

監査により施設のサービスなど116件を改善

1月〜3月は、若者の悪質商法被害
防止キャンペーン期間

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。

～アノ手、コノ手の悪質商法にご用心

今回の改善により、24年以降の指摘等526件のうち474件
（約90％）が改
善済みとなりました。

最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪
用した巧妙な手口が増えています。
困った時は一人で悩まずに、すぐにお近くの

主な改善事例

©YUKI ISHII

消費生活センターへご相談下さい。

◦生活文化局の施設では、施
設の貸し出し方法がホーム
ページ等に掲載されていな
かったり、講座への申し込み
手段が往復はがき限定のもの
があるなど、利便性の向上が
求められていました。

若者を狙うこんな手口に注意

手
口

❶

｢必 ず も う か る」と
いった話は信じない!
友達から誘われて断
るのが気まずくて
も、きっぱりと断る。

➡

SNSでエキストラ募集を知り、
事務所を訪問したところ、タレ
ントのオーディションを受け
させられ合格後にレッスンの
契約をさせられた。

手
口

❷

◦福祉保健局の施設では、非常
口の場所と案内図上の位置が
一致していない、避難経路の扉
が施錠してあるなど、非常時の
安全性に問題がありました。

本来の目的と違う内
容の契約を勧められ
た時は、その場の雰
囲気で安易に契約し
ない。

➡

特別相談「若者のトラブル110番」

消費者ホットライン

3月11日 ･12日 9時～17時
相談専用電話 ☎03-3235-1155

☎188

お問い合わせ
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により情報を発信しています！

友人から｢簡単にもうかる｣と
投資用USB教材の購入を勧め
られた。友人を誘えば紹介料も
入ると言われ、学生ローンを借
りて契約したが、実際は誰も紹
介できず、借金だけが残った。

第881号

消費生活総合センター活動推進課

◦水道局では、事業所で行う
調査委託の契約を課ごとに分
けて行っていたため、一方の
単価が割高でした。

施設ホームページに、貸し出し案内
ページを新設しました。また、申し
込み方法が限定されていた一部講
座については、30年度からファク
スや電子申請による申し込み方法
を加え、利便性を高めました。

➡

案内図を修正するとともに、避難経
路の見直しを行いました。また、非
常時に鍵等を使わずに屋内から開
錠できる非常錠を設置しました。

➡

30年度から事業所単位で契約する
こととし、事務の効率化を図りまし
た。

➡

改善状況の詳細、その他の改善案件については、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。
お問い合わせ

☎03-3235-1157

監査事務局総務課

☎03-5320-7017

http://www.kansa.metro.tokyo.jp/

催 し
魅力発見！
全国ご当地マラソン2019

京芸術劇場で。
「書道作品展」2月8日 〜

1月11日

都庁都政ギャラリーで。

〜20日

13日

10時〜21時
（20

日は18時）
、東京ドーム
（ふるさと祭り東京
内）
で。日本各地の特色あるご当地マラソ
ンの紹介や観光・グルメ情報、特産品の
販売など。入場料等詳細は

か同事務局

☎03-5657-0671へ。
同事務局か産業労働局観光部☎03-

教 育 庁 特 別 支 援 教 育 指 導 課 ☎035320-6868

東京都伝統工芸品展
〜江戸から伝わる一筋の道
1月18日

〜23日

10時〜20時
（18

日・19日は20時30分、23日は18時）
、新

5320-4871
もん よう

アイヌ文様作品展・
TVアニメ「ゴールデンカムイ」パネル展
1月12日

9時30分 〜17時
（13日は15時）
、

13時 〜20時・13日

で。アイヌ文 様 作 品 の 実 物 展 示 など。
TVアニメ
「ゴールデンカムイ」のオリジナ
ルクリアファイルをプレゼント
（数量限定）
。
総務局人権部☎03-5388-2585

1月26日
日

、二子玉川ライズで。2月2

、京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセン

人による実演や製作体験コーナーなど。
中小企業振興公社☎03-5680-4631

①「アインシュタインラボ」
1月14日 。
南極ブリザードを体験。②「らんま先生の
実験ショー」2月3日 。空気砲、入浴剤を

3月1日 10時。抽選で25人。500円。
申込／2月1日
（消印）
までに
ふりがな

か往復はが

（1人のみ）
・年
きに催し名・住 所・氏 名

全に配慮した商品の展示・体験・販売、

齢・電話を書き、食肉市場業務衛生課
（〒

ワークショップなど。

108-0075港区港南2-7-19）
☎03-5479

生活文化局生活安全課☎03-53883055か 同 フェア 事 務 局 ☎03-68089750

東京消防庁業務説明会
2月23日 ・3月16日

水の科学館イベント

食肉市場
「肉料理講習会」
市場の紹介と調理実習

ターで。いずれも10時〜17時。子供の安

宿髙島屋で。伝統工芸品の展示販売、職

10

時〜17時、東京ソラマチ®
スペース634

セーフティグッズフェア
〜親子で楽しく安全を学ぶ

9時・13時30

分、東京消防庁芝消防署で
（3月16日13

-0695へ。

視察船
「新東京丸」
3月分乗船予約開始 
重要な役割を担う東京港のことを知っ
てもらうため運航しています
（15歳以上、
中学生除く／1月・2月は運休）
。土曜見学
と春休み期間
（3月26日〜29日・
会
（毎 ）

時30分は女性限定）
。各回200人。業務

4月2日〜5日）
は小学生以上も乗船できま

紹介、訓練見学等。申込／開催日の2日

す。乗船申込等詳細は

前までに

で。

東京消防庁人事課

で。

港 湾 局 広 報・国際 担 当☎03-53200120-119-882

5524

使った実験など。いずれも13時・15時。
各回60人。当日整理券配布。
同館☎03-3528-2366

東京水辺ライン
①「歴史クルーズ・江戸探訪奥浅草吉
原解説」
1月30日 9時。80人。3,900円。
Ⓒ野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

②「水上バスで歴史散歩・奥浅草吉原編」
31日

9時40分。40人。4,400円(昼 食

付)。いずれも墨田区役所集合。申込／1

特別支援学校総合文化祭
「将棋大会」
1月18日 10時〜16時、北

月16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
ふりがな

の住所・氏名・年齢・電話・ファクスを書き、

特別支援学校で。
「5部門作品展」23日

東京水辺ライン(〒130-0015墨田区横網

〜28日 10時〜17時
（28日は12時）
、東

1-2-16-4階)☎03-5608-8869へ。

※

高幡不動尊だるま市
成田山新勝寺などとともに、関東三
大不動の一つとされる高幡不動尊で、
年の初めての縁日が開かれる1月28
日と節分の2月3日に開催。境内には
大小さまざまなだるまが並び、縁起物
を求める大勢の参拝客でにぎわう。

＝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

(30年1月28日、高幡不動尊で)

※電話番号を間違えないようにお願いします

平成31年
（2019年）
1月1日
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広報 東京都

学 ぶ

消費生活総合センター
消費生活講座

持参か郵送
（消印）
。受講案内は1月28日か
ら同校
（☎03-5261-9771）
等で配布。

シンポジウム
「南硫黄島 冒険・
発見・最後の秘境！」


き、ファクスに住 所･氏 名･電 話･職 業を
書き、水素エネルギー推進セミナー事務

ブル
（持続可能）
な世界」2月14日 14時。

1月13日 10時、都庁都民ホールで。

局(〒162-0822新 宿 区 下 宮 比 町2-28-

100人。②「シニア世代に向けたペットと

03-6265-

健やかに暮らすヒント〜出会いから別れま

ふりがな

当日先着280人。世界自然遺産の小笠原

517)☎03-6228-1214、

諸島南硫黄島での首都大学東京とNHK

0769へ。

との調査結果の紹介や特別映像、体験談

で」
22日 14時。100人。③「自分の信用

環境局次世代エネルギー推進課☎035388-3421

など。
環境局緑環境課☎03-5388-3454

人権問題都民講座＆子供人権教室
〜おもちゃを通して人権を学ぶ

時30分〜16時。聴覚障害／③「文章教
室」9日〜23日の毎 13時30分〜16時。
④「コミュニケーション教室」26日 13時
30分〜16時。⑤「社 会 教 養 講 座」
〈夜の

〈昼
部〉10日 ・2月7日 19時〜21時。

の部〉1月11日 13時30分〜16時。各日
50人。いずれも東京都障害者福祉会館、
③の16日は港区勤労福祉会館、⑤の2月
教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、

中央防波堤埋立処分場見学会
と食品ロスを考えるセミナー
「処分場で『ごみを出さない生活の工
夫』を考えよう!」1月26日

9時、東京テ

レポート駅 集 合。16歳 以 上、抽 選で50
人。申込等詳細は

で。

東京都環境公社☎03-3570-2230

テーマ別環境学習講座
「美味しいフードロス対策講座」

1月29日 19時、きゅりあん
（品川区）
で。抽選で60人。食品ロス問題に関する

ル蒲田で。抽選で50人。②｢高齢ドライ

・28日 14時。各日20人。会 場／① ②

バー交通安全セミナー｣2月28日 14時、

同センター③新宿ファーストウエスト。申
込／1月28日
（消印）
までに

かはがき、

など。申込／1月20日までに
ふりがな

かファクス

に催し名・住所・氏名・年齢・電話・メー
ルを書き、東京都環境公社
（☎03-36448886） 03-3699-1409へ。
同 公 社 か 環 境 局 環 境 政 策 課 ☎035388-3464

青少年･治安対策本部交通安全課(☎03-

の特徴や、高齢者施設でのおもちゃの役

募多数の場合抽選。

5388-3127)

流を親子で体験しながら、人権を学ぶ子
供教室。申込／1月26日までに

か電話、

ファクスで同プラザ☎03-6722-0123、
03-6722-0084へ。

火山災害対策研究フォーラム
「東京の火山災害に備える」

2月9日 13時〜16時、首都大学東京

新宿山吹高等学校
生涯学習講座
スポーツ・教養・料理・パソコンなど全

抽選で150人。悪質商法の手口とその対

対象／15歳以上で都内在住・在勤・在

処法を伝える落語や漫才を発表。申込／

学の方
（中学生を除く）
。定員／各講座20
人 程 度。応 募多数の場 合 抽選。費 用／

3,480円
（保険・教材費等別途）
。締切／2

2月12日までに
ふりがな

か電 話･ファクスで住

所･氏 名･電話を書き、同センター☎033235-4167、 03-3235-1229へ。

月8日 20時までに専用はがきを同校へ

南大沢キャンパスで。当日先着300人。
同大学火山災害研究センターによる最新

自然・公園

研究内容の紹介等。
公立大学法人首都大学東京経営企画
室☎03-5990-5388

東京防災ホリデーセミナー

桜ヶ丘公園 里山カレッジ講座
〜中級編
「野鳥観察会」

1月19日

奥多摩都民の森
（体験の森）


9時30分。抽 選 で20人。

50円。申込／1月8日
（消印）
までに往復

①「つるつる温泉&グルメ&ハイキング」
2月16日

〜17日 。14,000円。②「冬

2月23日 14時、都庁大会議場で。抽

はがきに催し名・人数
（2人まで）
・全員の

の山歩き・御前山と御岳山」
23日

選で250人。テーマ／首都直下地震への

住所・氏 名・年齢・電話を書き、桜ヶ丘

日

公園
（〒206-0021多摩市連光寺5-15）
☎

チャー体験
（大自然塾）
森に触れる・雪の

備え・マンションの防災対策
（基礎的な内

容）
。申込／2月12日
（消印）
までに
ふりがな

かは

ふりがな

042-375-1240へ。

〜24

。12,000円。③「奥多摩〇ごとネイ

奥多摩ハイキング」3月2日

。2,500円

（昼食持参・交通費別）
。いずれも中学生

がき、ファクスに住所・氏名・性別・電話・
セミナーで知りたいことを書き、東京防

以 上、抽 選で各20人。① ②1泊4食 付・

災ホリデーセミナー事務局
（〒113-0021

交通費別。申込／開催日の1カ月前
（消印）
かはがき、ファクスに催し名・全

文京区本駒込3-9-3（株）
トライ内） 03-

までに

3824-7254へ。手話通訳・車いす席希

員の住所・氏名・年齢・性別・電話を書き、

望の有無、託児
（6カ月〜就学前）
希望は

奥多摩都民の森
（〒198-0222西多摩郡

子供の氏名・年齢を明記。

奥多摩町境654）
☎0428-83-3631、

ふりがな

同事務局☎03-3824-7232か総務局

ふりがな

0428-83-3633へ。

ルリビタキ

防災管理課☎03-5388-2549

文化・スポーツ

都立学校公開講座
［申込］ か往復はがきに講座名・住所・

ふりがな

氏名・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

障害者のための
ふれあいコンサート

を書き、東京都美術館
（〒110-0007台東

3月9日 14時、新宿文化センターで。

区上野公園8-36）
☎03-3823-6921へ。

助者
（1人まで）
と駐車スペース利用の有無

1,800人。申込／2月8日
（消印）
までに往

載校以外も有。

東京都環境建築フォーラム

「小 学5年・6年 親 子 理 科 教 室『化 学 実

可否）
・代表者の住所・氏 名・電話を書

（消印）
。②
験』
」
1月19日 。締切／1月8日

き、日本チャリティ協 会
（〒160-0004新

1月31日 13時30分、四谷区民ホール

「小 学4年 〜6年 親 子 理 科 教 室『物 理 実

宿区四谷1-19-4階）
へ。車での来場者は

で。300人。建築主や設計者向けに、新

（消印）
。
験』
」
2月10日 。締切／1月11日

同協会☎03-3341-0803、 03-3359-

各校か教育庁生涯学習課☎03-5320-

ふりがな

7964へ。
福祉保健局障害者施策推進部☎03-

6893

で。

5320-4147、 03-5388-1413

3536

2月21日 13時30分、同センターで。

15講座。期間／4月から1年間
（約30回）
。

種類・車いす利用者数・客席への移乗の

環境局環境都市づくり課☎03-5388-

03-5388-1217へ。

消費生活総合センター
出前寄席新作発表会

復はがきに人数
（うち障害者数・障害の

申込等詳細は

か

ふりがな

-3235-1157、 03-3268-1505へ。応

八 王 子 東 高 校 ☎042-644-6996

けた環境配慮の取り組みについて学ぶ。

込／①2月1日②14日(消印)までに

20組程度。①障害者も楽しめるおもちゃ

（〒192-8568八王子市高倉町68-1）①

築建築物におけるゼロ・エミッションに向

れも都内在住･在勤の65歳以上の方。申
往復はがき、ファクスに開催日･住所･氏名

講演、家庭で余らせがちな食材を使い切る
「サルベージ・クッキング」の紹介
（試食有）

ふりがな

ファクスに講座名・開催日・住所・氏 名・

浅草ビューホテルで。抽選で80人。いず

･年齢･電話を書き、〒163-8001東京都

7日は武蔵野プレイスで。事前申込不要。
03-5388-1734

13時30分、ラヴィドライビングスクー

情報って何?〜クレジットの仕組み」
26日

年代・電話を書き、消費生活総合センター

を通して、障害の有無や年齢を超えた交

視覚障害／①
「音楽教室」
1月18日 13

●

①｢自転 車安全利用講習会｣2月15日

（〒162-0823新宿区神楽河岸1-1）
☎03

①13時30分 ②15時30分、

割等について学ぶ都民講座。②おもちゃ

時〜15時30分。②
「教養講座」
27日 13

高齢者向け交通安全講習

東京都人権プラザで。抽選で ①80人②

2月2日

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室

①「プラスチックだからできるサステナ

都立駒込病院市民公開講座
「グリーフケア〜悲しみを抱える人が次

東京都美術館
「障害のある方
のための特別鑑賞会」


警視庁音楽隊
グランドコンサート
3月25日 19時、東京文化会館で。出

水素エネルギー推進セミナー
｢落語で学ぶ!水素エネルギー入門｣

の一歩を踏み出すために」2月16日 14

「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワール

時。抽 選 で150人。申 込 ／1月18日
（消

ド」2月25日 。身体障害者手帳等をお持

で2,200人。未就学児不可。申込／2月

2月1日 13時、JPタワー(千 代 田 区)

印）
までに

ちの方、抽選で各回350人。申込／1月21

1日
（必着）
までに往復はがきに催し名・人

か往復はがきに催し名・代
ふりがな

で。抽選で300人。新しいエネルギー｢水

表者の住所・電話・全員の氏 名を書き、

素｣を題材とした落語と専門家の解説。申

〒113-8677都立駒込病院
（☎03-3823-

込／1月15日(必着)までに

か往復はが

2101）
へ。

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
ふりがな

時③どちらでも可）
・住所・氏名・電話・介

演／警視庁音楽隊・カラーガード。抽選

ふりがな

数
（2人まで）
・全員の住所・氏 名・年齢・
電話を書き、〒100-8929警視庁音楽隊
（☎03-3581-4321
〈代表〉
）
へ。

往復はがきなどで申し込む場合は、催しなどの名称、郵便番号、住所、氏名
（ふりがな）
、電話
（返信はがきにも郵便番号、住所、氏名）
をお忘れなく。※あて先で郵便番号だけのものは住所不要です。そのままお書き下さい。

平成31年
（2019年）
1月1日

Information ／暮らしの情報

東京都公式動画チャンネル
「東京動画」
にアクセス！ 東京動画 検索

働

く

鑑

ライフ・ワーク・バランス
E X PO 東 京 2019

   申 込

会 場

東京国際フォーラム

1月24日までにホームページで。

■東京ライフ・ワーク・バランス認定企業認定状授与式

優れた取り組みを行っている中小企業に認定状を授与し、その中でも
特に取り組みが優れている企業を
「大賞」
「知事特別賞」として表彰。

■パネルディスカッション 司会：松本志のぶ（フリーアナウンサー）
①
「創造的な働き方を実現するために〜テクノロジーを活かし
た組織作りから探る」
茂木健一郎
（脳科学者）
永留幸雄
（全日本空輸（株）業務プロセス改革室イノベーション推進部）

②
「働き方改革を業績向上につなげた企業の方法とは？〜1000
社のコンサル事例から」
小室淑恵
（（株）ワーク・ライフバランス代表取締役社長）
白河桃子
（少子化ジャーナリスト）

③
「子育てと仕事の両立を目指して〜育休経験を人生への投
資にする」
佐藤雄佑
（
（株）
ミライフ代表取締役社長）
堤香苗
（
（株）
キャリア・マム代表取締役）

■ミニセミナー
（申込不要・掲載以外も有）
（株）良品計画前会長）
①「勝つための仕組みをつくる」 松井忠三（

②
「変革期に求められる人材を目指す」 森本千賀子

   
（
（株）
morich代表取締役）

③
「働き方改革関連法への実務的対応」 佐藤広一

（特定社会保険労務士）

※生産性の向上につながるオフィス空間の展示、テレワーク体験、支援情報
紹介ブースなども有。
産業労働局労働環境課 ☎03-5320-4649
http://www.lwb-expo.metro.tokyo.jp/

東京都交響楽団プレミアム ♦
コンサート小平・府中公演

2月9日 14時、なかのZEROで。抽選

①3月2日 15時、ルネこだいらで。②

で450人。講演、拉致被害者家族の挨拶、

3日 15時、府 中 の 森 芸 術 劇 場で。指

東京都交響楽団による弦楽四重奏、中・

揮／角田鋼亮、曲目／古関裕而：オリン

高校生による合唱、北朝鮮向けラジオ放

ピック・マーチ
（1964）
、リスト：ハンガリー

送公開収録、
ブルーリボンバッジ配布等。

狂詩曲第2番ほか。4歳以上、抽選で①

申込／1月30日
（消印）
までに

か往復は
ふりがな

がきに人数
（5人まで）
・代表者の住所・氏名

1,200人 ②2,000人。申 込 ／2月1日
（消

印）
までに

か往復はがきに希望日・人数
ふりがな

・電話を書き、都民の集い事務局
（〒169

（3人まで）
・代表者の住所・氏 名・電話・

-0075新宿区高田馬場1-29-7
（株）ナッ

全員の氏名を書き、プレミアムコンサート

ソーインターナショナル内）
へ。託児有。

事務局
（〒103-0014中央区日本橋蛎殻

同事務局☎03-5155-3975か総務局

♦

こども芸能体験ひろば
in 日野

2月24日 、ひの煉瓦ホールで。
［ワー
わ づま

クショップ］
13時。分野／落語、狂言、和妻、

町2-13-9）
☎03-3669-8551へ。

全日本パラ・パワーリフティング
国際招待選手権大会
2月2日 ・3日 、日本工学院八王子
専門学校で。東京2020パラリンピック正

人。
［鑑賞］14時30分。1,094人。申込／

式競技の国際大会。

かはがきで。応募

多数の場合抽選。申込等詳細は

で。

同事務局☎03-5909-3060か東京芸
術劇場☎03-5391-2116
※

へ。抽選で6,200人。

※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。
劇場名・料金
明治座
S席：6,500円
（1,000席）

演

公演
番号

目

夫婦漫才
大地真央、中村梅雀

ほか

二月大歌舞伎
歌舞伎座
11日「熊谷陣屋」中村吉右衛門
一等席：9,500円
12日「暗闇の丑松」尾上菊五郎
（700席）
ほか
二月競春名作喜劇公演
新橋演舞場
「華の太夫道中」
「おばあちゃ
1等席：6,500円
んの子守唄」
（800席）
水谷八重子、藤原紀香 ほか

日

時

1

2月10日

17時

2

2月15日

17時

3

2月11日

16時30分

4

2月12日

11時

5

2月12日

16時

6

2月13日

16時

7

2月24日

16時30分

8

3月4日

12時

9

3月27日

12時

3月10日

16時

3月12日

16時

新橋演舞場
S席：3,500円
（200席）

桂米團治落語会
桂米團治、林家正蔵、桂ざこば
ほか

国立劇場
1等席：5,400円
（400席）

3月歌舞伎公演
中村扇雀、尾上菊之助
ほか

明治座
S席：6,000円
（1,000席）

10
水森かおり特別公演
水森かおり、加藤茶、仲本工事
ほか
11

日生劇場
S席：7,000円
（600席）

ミュージカル「プリシラ」
12
山崎育三郎、
古屋敬多（13時）／ユナク
（18
13
時） ほか

3月11日

13時

3月11日

18時

14

3月28日

17時30分

15

3月29日

16時

16

4月6日

14時

17

4月7日

14時

ミ ュ ー ジ カ ル「笑 う 男 The 18
Eternal Love -永遠の愛-」
浦井健治、山口祐一郎 ほか
19

4月10日

18時

4月12日

18時

20

4月10日

19時

21

4月15日

19時

新橋演舞場
S席：5,250円
（600席）

OSK日本歌劇団
「レビュー春のおどり」
桐生麻耶、OSK日本歌劇団

東京芸術劇場
S席：4,000円
（200席）

「リチャード三世」
中国国家話劇院

日生劇場
S席：7,000円
（600席）

7703

三味線、日本舞踊。対象／小学生、各30
2月11日
（必着）
までに

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」

ふりがな

生活文化局文化事業課☎03-5320-

人権施策推進課☎03-5388-2588

ふりがな

数申込不可）②人数
（2人まで）③郵便番号・住所④氏 名⑤年齢⑥電話を書

当選者には、1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。1月25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。

高岡浩三
（ネスレ日本
（株）
代表取締役社長）

「北朝鮮拉致問題解決を願う
都民の集い」
コンサート

1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

入場券の送付

■基調講演
「ネスレ日本のマネジメントイノベーション」

お問い合わせ

賞

申 込

よる講演やパネルディスカッション、ミニセミナーなどを開催します。
2月7日 10時〜18時

7

冬の「都民半額観劇会」

ライフ・ワーク・バランスの推進に向け、働き方改革に取り組む企業に

日 時

第881号

日本パラ・パワーリフティング連盟☎
03-6229-5423かオリンピック・パラリ
ンピック準備局パラリンピック部☎035388-2879

シアタークリエ 音楽劇「ライムライト」
指定席：6,000円 石丸幹二、実咲凜音、矢崎広
ほか
（100席）

※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。
お問い合わせ

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
生活文化局文化事業課 ☎03-5388-3154

＝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

☎03-3561-3977

☆お出かけは、環境にやさしい電車

バス

で☆

平成31年
（2019年）
1月1日
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Topics ／都政ニュース

広報 東京都

動物園 ･ 水族園

冬も魅力がいっぱい!
Visit ほっと Zoo 2019
｢みてみよう 日本のいきもの ここがすごい!!｣をテーマ
に、日本の生き物の見どころを｢ほっとポイント｣として紹介
するほか、さまざまなイベントを開催します。
期 間

1月10日〜3月3日

◦上野動物園

順調に成長するシャンシャン
=パソコン用壁紙

命のぬくもりに癒され冬を満喫

上野動物園･
旧博物館動物園駅跡（台東区）
ジャイアントパンダの赤ちゃん｢シャンシャン｣誕生の歓喜から約1年半。
その愛らしい姿は訪れる人々の心を和ませ、上野の街を活気づけている。
上野恩賜公園内にある上野動物園へは、JR上野駅からおよそ5分。
表門から入園すると右手に親子が暮らすパンダ舎が見える。母親と離
れひとり立ちをしたシャンシャン。元気に木登りをするなど、無邪気な仕
草で私達を楽しませてくれる。高地の寒冷地で暮らすパンダにとって、

◦多摩動物公園

休息するとき、座っている
ことが多いニホンザル。硬い
岩や木の上で長時間座って
いても、痛くならないサルの
尻だこに注目です。

2019年の干支であるイノ
シシの、丸太を転がしたり、
地面を掘ったり、器用に鼻を
使う姿に注目です。

◦葛西臨海水族園

◦井の頭自然文化園

深海に暮らすタカアシガニは、非常に長い
脚が特徴的です。
エビ･カニ の 仲 間
では世界最大の姿
に注目です。

指先の爪や大きなしっぽを
使いながら、木の上を動きま
わるニホンリス。森での暮ら
しに適応した体の秘密をたく
さん見つけてみましょう。

電車でまわろう!動物園･水族園スタンプラリー
各園と最寄り駅でスタンプを集めた方に、抽選で景品をプレゼント！
お問い合わせ
東京動物園協会 ☎03-3828-2143
上野動物園 ☎03-3828-5171
多摩動物公園 ☎042-591-1611
葛西臨海水族園 ☎03-3869-5152 井の頭自然文化園 ☎0422-46-1100

冬は元気に動き回る季節。夏には見られない新たな一面を発見できるか
もしれない。
動物本来の生態を伝えることを目的として始めた、ツキノワグマの冬眠
展示も見どころの一つ。冬眠用の穴を模して作られた部屋で冬を越す貴重
な姿を、モニターを通して観察することができる。冬眠中に出産･子育てを
するなど、驚きの生態に触れながら動物への理解を深めていくのも面白い。
動物たちに癒された後は、東京都美術館を抜けた先に現れる西洋風
の荘厳な建物に立ち寄ってみてほしい。動物園の最寄り駅として利用さ
れ、1997年に営業を停止した地下駅、旧博物館動物園駅だ。残された
落書きや切符売り場からは当時の息づかいを感じることができる。
昨年4月には東京都選定歴史的

環

境

都内初 ! 葛西海浜公園がラムサール条約湿地に登録
葛西海浜公園は、国際的に重要な湿地であることが認められ、30年10月18日、都
内で初めてラムサール条約湿地に登録されました。
公園内に広がる干潟には、貝や甲殻類などの多様な海の生物が生息し、多くの渡り
鳥が飛来しています。また、潮干狩りや海水浴体験など、海と親しむ場にもなってい
ます。このような環境が評価され、条約登録につながりました。
今後も、地域の方々や公園を利用する方々とともにこの干潟を守り、活用する取り

建造物に選定された当駅舎。上野

組みを進めていきます。

の新たな文化発信の拠点となるべ

ラムサール条約

く、アートの展示も開始した。昭和か
ら平成初期にかけて上野を見守り、
その役割を終えた駅が、姿を変えて
息を吹き返す。さまざまな魅力が、こ
こ上野に広がっている。

旧博物館動物園駅

[上野動物園]☎03-3828-5171。9時30分〜17時。 休。一般600円、65歳以上300
円、小学生以下および都内中学生無料。[旧博物館動物園駅]☎03-5834-2396。
11時〜16時開館。現在の展示は2月24日まで。混雑時には入場制限有。

生活文化局広報課

お問い合わせ

都民の声
「知事への提言」
「都の仕事や職員の
対応への要望」
各種相談

外国人相談
（英語･中国語･韓国語）

お問い合わせ

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/
☎03-5320-7725

交通事故相談

☎03-5320-7733 月曜〜金曜

オウム脱会者等社会復帰相談

☎03-5320-7720

Foreign Residents' Advisory Center ☎03-5320-7744 Mon〜Fri
☎03-5320-7766 星期二･五
☎03-5320-7700

★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。

印刷物規格第1類
印刷番号
（29）
58

約367ha

葛西海浜公園

スズガモ

都提供のテレビ・ラジオ番組
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

（TOKYO MX）
テレビ 東京JOBS

水曜 21:54〜22:00

東京インフォメーション
（TOKYO MX） 月曜〜金曜 7:15〜7:20

9:00〜17:00

9:30〜12:00
13:00〜17:00

登録湿地面積

港湾局海上公園課 ☎03-5320-5578
葛西海浜公園 ☎03-5696-4741

生活文化局都民の声課
（都庁第一庁舎3階南側）

都政一般相談

葛西海浜公園

特に水鳥の生息地として、
国際的に重要な湿地の保全
と持続的な活用を促進する
条 約。1971年 に イ ラ ン の
都市ラムサールで採択さ
れ、日本では釧路湿原や尾
瀬などが登録されている。

☎03-5388-3093

ごあんない

登録湿地名称

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 FM897
［89.7MHz］
）

土曜・日曜 9:56〜9:59
※日曜は再放送

★
「広報東京都」は新聞折り込みでのお届けのほか、区市町村の窓口・図書館や都の施設・都営地下鉄等にも
置いています。
★点字版・音声版もありますので、お知り合いで希望する方がいらっしゃいましたら☎03-5388-3093へ。

※本紙に記載の会社名・製品名は、一般に各社の商標・登録商標です。

〈次号
（2月1日発行）
は、1月31日・2月1日の新聞折り込みなどで配布します。
〉
※電話番号を間違えないようにお願いします

