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3月3日 日 開催 交通規制にご協力下さい
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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

Fax 03-5388-1329

パラスポーツ観戦･応援イベント

｢BEYOND STADIUM｣開催
広報東京都 検索

5

｢レディ GO! Project｣開催

8

ハローキティが｢TOKYO福祉の
お仕事アンバサダー｣に!

子育てママが再び働くための応援イベント

東京都のホームページ▶http://www.metro.tokyo.jp/

世帯と人口 30年12月1日現在の推計
702万2,692世帯 人口1,385万9,764人
（男：681万9,723人 女：704万41人）
＊参考：外国人数55万2,658人

都庁の代表電話▶☎03-5321-1111

文化でつながる。未来とつながる。
オリンピック･パラリンピックは、スポーツの祭典であるとともに、文化の祭典でもあります。
東京都では、さまざまな文化プログラムをTokyo Tokyo FESTIVALと銘打って展開し、
東京の持つ魅力を国内外に発信していきます。

2,000を超える
企画アイデアの中から選ばれた

歌う! 聴く! 踊る!

世界を驚かせる13企画

赤ちゃんと楽しめる音楽祭

写真提供 キッズ伝統
芸能体験事務局

撮影：伊藤友二

©東京都交響楽団

日本オペラ界の

総力を結集 !

世界の

最先端アートや

次世代アート

Tokyo Tokyo FESTIVAL助成

小池知事からのメッセージ

ます。今回を含め3回募集します。
対 象 2020年9月までに実施される事業
区 分 ①フラッグプロジェクト支援②市民創造

文化活動支援③海外発文化プロジェクト
支援④未来提案型プロジェクト支援
助成率 対象経費の1/2以内(①のみ1/4以内)。

申請上限額2,000万円。
申 込 2月25日
（消印）
までに郵送で。

申込等詳細はホームページをご覧下さい。
問 アーツカウンシル東京☎03-6256-8433

お問い合わせ

生活文化局文化振興部

都民が主役になれる

テクノロジーと融合した

2019年は｢トゥーランドット｣

民間団体等が実施する文化事業を支援し

撮影：
Tomoya Takeshita

新しい

に触れる！

東京2020オリンピック･パラリンピックまで、残すとこ

発表の場 !

ルアートに至るまで、極めて多様で幅広い芸術や文化が
根付いています。
今 後も、多 彩で魅 力 的なプログラムが 展 開される

ろ500日余り。国内外からのお客様をお迎えする準備が

Tokyo Tokyo FESTIVALを通じて、
より多くの皆様に、

着々と進んでいます。

こうした芸術や文化に触れ、鑑賞し、参加し、新たな発見

オリンピック憲章には｢オリンピズムはスポーツを文

や感動を味わっていただければと思います。2020年に向

化、教育と融合させ、生き方の創造を探求するものであ

けて、イベント開催な

る｣と記されており、文化はオリンピズムとして掲げる理

どさまざまなプロモー

念の重要な一部です。そこで、東京都では文化プログラ

ションも展開し、
これか

ムをTokyo Tokyo FESTIVALとして展開しています。

らもますます｢文化の

東京には、歌舞伎や能など世界に誇る伝統芸能や、茶

祭典｣にふさわしい盛

道･華道といった様式美を大切にする伝統文化だけでな

り上げを図ってまいり

く、
世界中にファンを持つマンガ･アニメ、
最先端のデジタ

ます。

☎03-5320-4232

http://tokyotokyofestival.jp/

プロモーションイベント第1弾

♦ホストシティTokyoプロジェクト
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スポーツ

東 京 がひとつになる日。

東京マラソン2019

3 月3 日

開 催

スタート
車いすマラソン･10km
⇒ 9時5分
マラソン･10km
⇒ 9時10分

2019大会より3月第1日曜日の開催になりました。

マラソンの定員が2,000人増え、38,000人のランナー
が、東京の過去から未来を象徴するコースを駆け抜けます。
交通規制に関するHP

https://www.marathon.tokyo/about/traffic/
大会当日はコース沿道で長時間の交通規制が行われます。ホーム
ページには大会当日の迂回ルートや、コース上の規制時間を掲載して
いますので、ぜひご利用下さい。皆さんのご理解とご協力をお願いし
ます。
う かい

ⓒ東京マラソン財団

昭和通りから言問通りへの右折
と言問通りから三ツ目通りへの
右折はできません。

外苑東通りから大久保通り方向
への右折はできません。

昭和通り
（江戸橋一丁目）
の立体交差は、通行できます。
ただし自転車の通行はできません。

道路名
規制時間
（通称を含む）
都庁通り
6:00〜10:15
東京都庁周辺
（スタート付近）
議事堂通り等
6:30〜10:15
①都庁北 ⇔ ②新宿5
北通り、靖国通り等 8:35〜10:10
②新宿5 ⇔ ③市谷見附
靖国通り
8:35〜10:40
③市谷見附 ⇔ ④飯田橋
外堀通り
8:45〜10:50
目白通り、専大通り等 8:45〜11:00
④飯田橋 ⇔ ⑤専大前
⑤専大前 ⇔ ⑥須田町
靖国通り
8:50〜11:20
⑥須田町 ⇔ ⑦日本橋北詰
中央通り
8:55〜11:30
⑦日本橋北詰 ⇔ ⑧日本橋
中央通り
8:55〜14:20
⑧日本橋 ⇔ ⑨茅場町1
永代通り
8:55〜14:20
⑨茅場町1 ⇔ ⑩浜町中ノ橋 新大橋通り
9:00〜14:10
⑩浜町中ノ橋 ⇐ ⑪東日本橋 清洲橋通り
9:00〜14:05
⑪東日本橋 ⇔ ⑫蔵前1
清杉通り、江戸通り 9:00〜14:00
⑫蔵前1 ⇔ ⑬雷門・吾妻橋 江戸通り等
9:00〜12:15
⑫蔵前1 ⇔ ⑭石原1
蔵前橋通り
9:00〜13:40
⑭石原1 ⇔ ⑮森下駅前
清澄通り
9:00〜13:30
⑮森下駅前 ⇔ ⑯深川1
清澄通り
9:00〜13:25
⑯深川1 ⇔ ⑰富岡八幡宮先 清澄通り、永代通り 9:00〜13:20
⑧日本橋 ⇔ ⑱日本橋3
中央通り
8:55〜14:25
⑱日本橋3 ⇔ ⑲銀座4
中央通り
9:30〜14:35
⑲銀座4 ⇐ ⑳数寄屋橋
晴海通り
9:35〜14:40
⑳数寄屋橋 ⇔ 日比谷
晴海通り
9:35〜16:20
日比谷 ⇔ 御成門
日比谷通り
9:35〜16:20
御成門 ⇔ 芝5
日比谷通り
9:40〜16:00
芝5 ⇔ 高輪2先
第一京浜
9:40〜15:40
仲通り入口 ⇒ 行幸通り 仲通り
9:35〜16:25
行幸通り ⇔ フィニッシュ 行幸通り
7:00〜21:00
※ ⇔ 両方向とも車両の通行が禁止されます。
⇒ 矢印方向の車両の通行が禁止されます。
※コースと接続している道路も車両の通行が禁止されます。（コー
ス直近の区間のみ）
※規制時間は目安であり、当日の競技状況によって、変わる場合が
あります。
区間
（コース）

晴海通り
（数寄屋橋→祝
田橋）の立体交差は、通行
できます。
ただし大型車両及び原
付・自転車の通行はでき
ません。

環二通りの築地虎ノ門
ト ン ネ ル は、通 行 で き
ます。
ただし原付・自転車の
通行はできません。
※混 雑 が 予 想 さ れ る
為、推 奨 ル ー ト を 通
行 さ れ る こ と を、お
勧め致します。

ランナー応援イベント2019
凡

道路名
規制時間
（通称を含む）
日比谷通り
7:00〜18:00
日比谷 ⇔ 大手町
フィニッシュ周辺エリア
晴海通り
9:35〜16:20
祝田橋 ⇔ 日比谷
※ ⇔ 両方向とも車両の通行が禁止されます。
区間
（コース）

東京マラソンEXPO 2019
最新のランニング商品紹介、出展各社の
サービスなど多くのデモンストレーションを
体験できます。
◦2月28日 ･3月1日 ･2日
11時～21時
（2日は20時）
※入場は終了30分前まで。

◦お台場特設会場

（ゆりかもめ「台場」駅下車、徒歩7分）

お問い合わせ

例

マラソンコース
通行推奨ルート
主な通行可能ルート
コース横断可能道路
（立体交差）

東京マラソン2019前日祭

◦シンボルプロムナード公園
ファミリーラン ほか

◦丸の内仲通り 11時～夕方
パレード･駅伝 ほか

3月2日

9時30分～13時
ランイベントを
観戦！

東京マラソンウィーク2019

2月1日〜3月6日
コース沿道、観光名所など各施設で大会を盛り上
げていく企画を展開します。

東京マラソン財団 ☎03-6631-9645
（
除く10時～17時。2月25日～3月3日は20時30分まで、3日は7時から）

マラソン祭り

東京マラソン当日、コース沿道24カ所のイベン
ト会場では、音楽演奏やダンス、和太鼓などのさま
ざまなパフォーマンスでランナーを応援します。会
場で、当日の熱気やスポーツの楽しさを体感してみ
ませんか。
タレントやアスリートによるステー
ジイベント、スポーツ体験、フード
メイン会場
（都立芝公園） コーナー、プレゼント企画など盛りだ
くさん。東京マラソン2019の映像中
10時～16時
継も有。
お問い合わせ

同事務局 ☎03-6865-1959
（
除く10時～18時）
オリンピック･パラリンピック準備局事業推進課
☎03-5388-2198
http://www.tokyo42195festa.tokyo/

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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（2019年）
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は「WEB広報東京都」
からアクセス! 広報東京都 検索
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和

3月10日は
「東京都平和の日」

パラスポーツ観戦･応援イベント
「BEYOND STADIUM」
開催!
パラスポーツを応援する人を増やすプロジェクト「TEAM BEYOND」では、パラス

東京都は、戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、平成

ポーツ競技を観戦･応援し、競技やパラアスリートの魅力を目の前で感じながら、応

2年に「東京都平和の日条例」を制定し、3月10日を「東京都平和

援の楽しさを体感していただくイベント
「BEYOND STADIUM」を開催します。

の日」と定めました。

皆さんのご来場を心よりお待ちしています。

東京空襲で犠牲となられた方々を追悼するとともに、平和の
意義を確認し、平和意識の高揚を図るため、記念行事を実施し

日 時

2月24日 11時

定 員

抽選で2,000人

ゲスト

Little Glee Monster
（ボーカルグループ）、猪狩ともか（アイドル） ほか

会 場

3

大田区総合体育館

ます。

記念式典参加者を募集
東京都平和の日記念式典と記念公演（弦楽合奏等）を開
催します。

Little Glee Monster

内 容

3月10日 14時

会 場

都庁大会議場

人 数

抽選で120人

申 込

2月8日（消印）までに往復はがきに人数（2人
ま で）･全 員 の 住 所･氏 名･年 齢･電 話 を 書 き、
〒163-8001東京都生活文化局「東京都平和
の日」
担当へ。
ふりがな

猪狩ともか
（仮面女子）

◦パラ･パワーリフティング、ウィルチェアーラグビーの競技観戦
試合前にルール･応援方法などを学び、ゲストや応援リーダーと一緒に
応援
◦ゲスト、パラアスリートによるトークショーやライブ
◦パラスポーツ体験会、スタンプラリー

申 込

日 時

2月11日までに

お問い合わせ

生活文化局文化事業課

お問い合わせ

など

☎03-5388-3141

で。
（
「TEAM BEYOND」
へのメンバー登録が必要です）

表

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/

お

オ リ ン ピ

し え て

ツ

ク ・パラリンピック

52

今回は、
オリンピックの野球･ソフトボールを紹介します。

彰

「東京都女性活躍推進大賞」
（30年度）受賞者が
決まりました！
東京都では、女性の活躍推進に取り組む企業や団体、個人を
表彰しています。

野球とソフトボールは、9人ずつの2チームが対戦し、3つのアウトを取ることで攻撃
側と守備側を交代しながら得点を競う競技です。
オリンピックでは、野球
（男子のみ）
は1992年バルセロナ大会、ソフトボール
（女子の
み）
は1996年アトランタ大会から正式競技に採用されました。両競技とも2012年ロン
ドン大会および2016年リオ大会では正式競技から除外されましたが、東京2020大会
から創設された開催都市提案という新たな制度により、追加種目として復帰を果たしま
した。両競技は復興の象徴として、福島県でも試合が行われます。
野球は、攻守の交代を9回繰り返します。捕手の緻密なリードにより多彩な変化球と
剛速球を投げる投手と、それらの球種を見極め力強く打ち返す打者との勝負は目が離せ
ません。鋭い打球を軽快･華麗に捕球しアウトにする内野手･外野手の守備も必見です。
ソフトボールは、7回で終了となります。野球と比べてコンパクトな空間で行われるス
ピーディなプレーが魅力です。ピッチャーの投法は下手投げに限定され、腕を大きく一
回転させて投球するウィンドミル投法は、遠心力を利用することでスピードを得ていま
す。下から浮き上がるライズボールなどソフトボール独自の変化球もあり、投手が球種
をどのように組み合わせて打者に対抗するか、投打の駆け引きが最大の見どころです。

スピード感ある競技にワクワク
ソフトボールの石川恭子選手は、東京2020大
会の意気込みについて「幼い頃からソフトボールで
のオリンピック出場が夢でした。スピード感ある競
技はプレーするのも観るのもワクワクします。東

賞

〈団体〉 ◦産業分野／コネクシオ株式会社
男 女がともに活躍できる職場に向け、
「人財
育成」
「働き方改善」
を推進。
◦医療･福祉分野／医療法人社団東山会
適正な業務量の設定による医師の働き方改革
を中心とした、働きやすい環境作りの推進。
◦教育分野／国立大学法人お茶の水女子大学
研究者支援、社会人女性を対象とした生涯学
習講座により、女性リーダーを育成。
〈個人〉 ◦岩田敏江（瑞穂町社会教育施設耕心館ボラン
ティア代表）
施設運営のボランティア活動を通じ、町の活
性化に貢献。
優秀賞

京2020大会で多くの方に魅力を伝えるためにも、

5団体および1人

特別賞

2団体

◦各受賞者の取り組み内容の詳細はホームページをご覧下さい。
◦都提供テレビ番組でも受賞者の取り組みを紹介します。

日本代表に選ばれ、出場できるよう頑張ります」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。

大

写真提供 日本ソフトボール協会

「東京サイト」

2月18日 〜22日 （テレビ朝日13時55分〜13
時59分）

お問い合わせ
お問い合わせ

※

オリンピック・パラリンピック準備局計画推進部 ☎03-5320-7480

生活文化局男女平等参画課

＝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

☎03-5388-3189

※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

働

東京都中小企業・小規模企業
振興条例を施行

ト大使･高橋尚子さんが出演するPR動画

中小企業を取り巻く経営環境が急速に

を公開しています。 でご覧下さい。

に過ごせる街の実現のため、健康ファース

福祉保健局保健政策部☎03-5320-

変化する中で、中小企業の一層の発展を
図るため、都の基本的な考え方等を明ら
かにする条例を制定しました。
◦都の責務と施策の基本方針
（経営基盤
の強化・事業承継の円滑化等）
◦中小企業者の責務
（経営の改善や向上
等）
と中小企業関係団体・金融機関等

4361

2月は固定資産税・都市計画税
（23区内）
第4期分の納期
6月に送付した納付書で、2月28日 ま
でにお納め下さい。

などについて規定しています。
産業労働局商工部☎03-5320-4743

羽田空港の機能強化について
の説明会
（2月開催分）

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。新宿駅西口広
場／2月8日 ・9日 、京急蒲田駅／11

日 ・12日 、田道住区センター三田分
室
（目黒区）
／17日 、恵比寿ガーデンプ

レイス／18日 、千駄ヶ谷社会教育館／

22日 、地域交流センター恵比寿／23

日

。時間／15時〜19時、

は13

東京都生計分析調査
都民の暮らし向きの実態を明らかにす
ることを目的に、家計簿をご記入いただく
調査です。対象世帯に調査員が伺います
ので、回答をお願いします。
総務局社会統計課☎03-5388-2554

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。3月4日

・5日

9時 〜17時、

消費生活総合センター
（飯田橋）
で。区市

時〜17時。
都市整備局都市基盤部☎03-53883288か国土交通省☎0570-001-160

暴力団との関わりを断つための
情報サイトを2月1日に開設
暴力団と青少年が関わらない、関係を断

町消費生活相談窓口でも実施
（詳細は各
相談窓口へ）
。
同センター☎03-3235-1155

2月の宝くじ発売開始予定日

つための情報を分かりやすく伝えるサイトを

◦1等100万円スクラッチ
（200円）


開設します。青少年指導者、暴力団離脱支

◦1等1,000万円くじ
（100円）


13日

援者の方もご活用下さい。

◦1等30万円スクラッチ
（200円）


13日

青少年・治安対策本部治安

｢レディ GO! Project｣を開催 !

マザーズハローワークなどと連携し、女性が再び働くにあたっての悩
開催します。男性も参加できます。ぜひお越し下さい。
会場・日時

渋谷会場（ヒカリエホール）
2月15日
10時30分〜15時30分
内

立川会場（パレスホテル立川）
2月26日
10時30分〜15時30分

容

◦芸能人ママによるトークショー
育児と仕事の両立、仕事復帰への不安な
どをどのように解決したか、等身大で語
る。
ゲスト :
渋谷会場／ギャル曽根
（タレント）
立川会場／荻野目洋子
（歌手）

ギャル曽根

◦就職活動に役立つセミナー、
ワークショップ、ワンポイントメイク講座
◦合同就職面接会
子育てとの両立に協力的な企業との合同
就職面接会。
（渋谷）30社程度、
（立川）
20社程度。
◦ハローキティ〜ミニステージ＋握手会

ⒸKAYOKO ASAI

◦キッズスペース

荻野目洋子

6日
お問い合わせ

◦冬のビッグチャンスくじ
（200円）
 20日

対策課☎03-5388-2261

産業労働局就業推進課 ☎03-5320-4708
http://readygo.tokyo.jp/

（1等前後賞合わせて8,000万円）
◦1等300万円スクラッチ
（200円）
 20日

東京都受動喫煙防止条例の
PR動画公開

◦1等3,000万円スクラッチ
（300円）
27日
財務局公債課☎03-5388-2685

たばこを吸う人も吸わない人も、快適

募

［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
（2月4日〜18日）
、☎03-3498-8894（そ
除く。募集

戸数／①ポイント方式による募集
（家族向）


対応など幅広い視点から評価を行える方。
人 員 ／2人。任 期 ／4月1日から2年 間。

現在、20歳以上で都内在住の方。人数／

500人
（選 考 有）
。任 期 ／2020年3月ま

で。謝礼／調査1回3,000円ほか。申込／
2月19日
（消印）
までに

か郵送で希望区

分
（順位を付けて複数記載可）
・応募動機
ふりがな

（400字程度）
・住所・氏名・年齢・電話・

で入手）
を〒163-8001

自己負担）
など。任期／委嘱の日〜2020

東京都産業労働局創業支援課
（☎03-

年3月31日。謝礼有。申込／2月1日〜28

日17時に

消防団員
〜あなたの力が地域を守る!
入団資格／18歳以上の健康な方。身

分・待遇／非常勤の地方公務員。一定の

年額報酬のほか、災害・訓練時の手当等。
申込／最寄りの消防署
（23区に在住の方）

か各市町村
（市町村に在住の方）
へ。

総務局防災管理課☎03-5388-2457

1,290戸②単身者向・単身者用車いす使

職業を書き、〒163-8001東京都生活文

か東京消防庁消防団課☎03-3212-2111

用者向・シルバーピア住宅305戸③居室

化局消費生活部
（☎03-5388-3076）
へ。

内線4126

内で病死等があった住宅83戸。募集案

員・公務員を除く。人数／100人。内容／

アンケートの回答・授業参観
（交通費等は

5320-4694）
へ。

集

スは不可）
。30年度モニター経験者・議

申込／2月15日
（消印）
までに所定の申込
書と論文課題（

の内容量調査
（6回）
。資格／31年4月1日

都営住宅入居者

の他の期間）
、いずれも

子育てママが再び働くための応援イベント

み解消や就職活動に役立つセミナー、合同就職面接会を行うイベントを

主税局相談広報班☎03-5388-2925

の関係者の協力

く

で。

教育庁教育情報課☎03-5320-6733

公園ボランティア 説明会 
雑木林や野草の保全管理、生き物の
環境づくり等を行うボランティア。①丘
陵地ボランティア
（桜ヶ丘公園・長沼公
園・平山城址公園）
②雑木林ボランティ

ア
（桜 ヶ 丘 公 園）／3月2日

①10時 ②

13時、桜ヶ丘 公 園で。申 込 ／2月28日
までに同公園窓口か電話☎︎042-375-

31年度内閣府青年国際交流事業

参加青年
（東京都推薦者）

1240へ。③緑の愛護ボランティア
（野川
公園）／3月10日

9時30分。申込／前

内・申込書の配布／2月4日〜13日
（

自然環境保全審議会委員

ター・各窓口センターで。9日 ・10日

都の自然の保護と回復に関して調査・審

①東南アジア青年の船②世界青年の

議。資格／都内在住の20歳以上で、年5回

船③国際社会青年育成④日本・中国青年

程度の審議会に出席できる方
（公務員を除

親善交流⑤日本・韓国青年親善交流⑥地

園で。申込／3月10日までに

。任
く）
。人数／若干名
（書類・面接選考有）

域コアリーダープログラム。資格／①〜

ファクスで同公園☎042-623-1615、

⑤18歳〜30歳⑥23歳〜40歳で申込時

042-628-4544へ。

印）
までに応募の動機
（800字程度）
と別紙に

に都内に住民票がある方。締切／3月20

住所・氏名・年齢・性別・電話・職業を書き、

日
（必着）
。申込等詳細は

除く）
に都庁、区市町村、同募集セン

・11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／2月18日
（必着）
までに郵送で①は同募集センター②は渋
谷郵便局へ。

東京都消費生活調査員 
3区分のうちいずれか一つの調査と消
費生活に関する情報提供。区分／A：食
品の表示状況の店舗調査
（5回）
。B：入手
した広告媒体と店舗での表示調査
（3回）
。
C：日常生活で購入した生鮮食品等15点

期／7月1日から2年間。申込／2月13日
（消
ふりがな

〒163-8001東京都環境局自然環境部
（☎

日までに

か電話で同公園☎0422-31-

6457へ。④どんぐり会
（小宮公園・滝

山公園）／3月17日

9時30分、小宮公
か電話、

で。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857

03-5388-3544）
へ。

皮革技術センター
外部評価委員
（都民委員）

資格／20歳以上の都内在住で皮革関

連研究事業について、社会的ニーズへの

東京都教育モニター
資格／31年4月1日現在、15歳以上の

都内在住の方で、 閲覧とメール送受信

を日本語でできる方
（フリーメールのアドレ

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）
2月1日

都庁では

職業能力開発センターの
キャリアアップ講習2月受付分

看護職就職相談会
「ふれあいナースバンク」


書代別途。申込／2月10日
（必着）
までに
か往復はがき、ファクスに必要事項を書

二級建築士
（学科・施工）
受験対策、ビ

き、実施校へ。
産業労働局能力開発課☎03-5320-

ジネスにおけるIoTの活用等46コース。現

①2月7日

②15日

を希望する方
（31年度新卒を除く）
。参加企

13時30分〜16

時、①ナースバンク立川②ナースバンク

産業労働局就業推進課☎03-5320-

4628

健師・助産師・看護師・准看護師）
の方。

福祉の仕事 就職フォーラム

か福祉保健局医療人材課☎03-5320-

の方。授業料1,600円〜6,500円。教科

4447

詳細は必ず事前に

などでご確認下さい。

都立墨東病院看護補助専門員
（非常勤職員） 

面接・能力実証等。申込／2月1日
〜8日

等へ持参。
4702

切／2月28日
（必着）
。

同病院☎03-3633-6151

都立特別支援学校
非常勤看護師 

職業能力開発センター等
非常勤講師 

内容／幼児・児童・生徒への医療的

科目／電気、障害者向け訓練、介護、

ケア。一部の学校で、専用通学車両
（ス

機械、調理、自動車、ビル管理、測量、

クールバス）への乗車業務有。資格／

建 築、造 園、印 刷、ビ ル 清 掃、設 備 保

看護師免許、臨床経験を有する方。人

全、その他職業訓練指導。資格／科目

員／各校若干名。採用／4月
（更新制度

関連の指導員免許を持つ方か同程度

有）
。勤務／週19時間以内。申込等詳

に知識経験の豊富な方
（資格等が必要

細は で。

教育庁特別支援教育課☎03-5320-

な科目有）
。人数／80人程度。勤務先

6753

／各センター等。任用期間／4月1日

宿NSビルで。120法人が出展する福祉系

正社員就職!合同企業面接会
2月8日

13時〜16時
（受 付15時30分

まで）
、東京しごとセンターで。正社員就職

で入手）
を各センター

産業労働局雇用就業部☎03-5320-

度。選考／
〈1次〉書類、
〈2次〉面接。締

アンテナショップを巡る
スタンプラリー

10時30分。⑤「特別上映会／かもめ食
堂」
11日

特産品をプレゼント。応募等詳細は

明治から続く和楽器専門店の3代目
び わ
として、琴や琵琶の製作を手がけてき
た三田村孝尚さん。琴を中心に全工程
を一貫して製作している。演奏会など
で自らが仕立てた琴の音色が会場中
に響き渡る時間は、大きな喜びを感じ
る場面だ。
きり
乾燥させた桐から成る琴の胴体(甲
かんな

羅)を鉋で削る作業から三田村さんの

琴製作は始まる。胴体部分の内側を削
る際には、｢ひとかんなひとかんな、鉋
をかける回数によって音色が変わる｣
ため、材料の個性を見極める、長年の
経験で培われた勘が物を言う。｢材料
に触れると手のひらに音が聞こえてく
るような究極の領域を目指している｣。
続いて、綺麗な木目が浮き出てくるよ
う表面全体を焼きつける作業を終え、
細かい装飾を施す。最後に行う調弦作
業は腕の見せどころ。13本全ての弦か
ら琴の優しい音色を生み出せるよう｢1
本1本魂を込めて弦を締めている｣と。
切れやすい絹に替わって現在はテトロ
ン製の糸の使用が主流だが、｢演奏家
から『絹糸のような柔らかくてみやび
な音が出る』と評されたことは一生の
思い出｣と話す。
大切にしているのは｢全ての弦から
良い音が出て、弾きやすい琴を製作す

で。

働局観光部☎03-5320-4871

東京ゼロエミ住宅普及キャンペーン
〜クイズに答えて景品をもらおう
馬込ハウジングギャラリー、錦糸町住
宅公園、練馬ICハウジングギャラリー、
。木バコ ゼロエミ
（西東京

ること｣。｢もうひと手間かけて、綺麗
に仕上げる｣という信念を常に持ち続
け、人間国宝ら一流の演奏家たちと信
頼関係を築いてきたと語る。
｢歴史を途絶えさせてはいけない｣と
の使命感から、伝統楽器の普及と後進
の育成にも力を入れる。｢琴の音色は
日本人の心の音。多くの人に和楽器を
身近に感じてほしい｣。三田村さんの
工房では、今日も日本人の心に響く音
を創る手仕事が続いている。

同館☎042-359-4020

3月1日〜7日
春の火災予防運動イベント
「消防フェスティバル日比谷area 2019」
ウン日比谷で。一日消防署長・浅田舞
（ス
ポーツキャスター）
による消防演習
など。

ジングギャラリー江戸川、八王子住宅公

報課☎03-3212

。ハウ

園、ハウジングプラザ三鷹第１会場／10

東京消防庁広
-2111内線2308

ラリー、武蔵野ハウジング･スクウェア／
駅前住宅公園／23日 ・24日 。

環境局地域エネルギー課☎03-5388-

3533

東京水道を楽しみながら学ぶ
ネット de ホッとキャンペーン
ホームページ／2月4日〜28日。東京

水道に関するクイズ等に答えると抽選で
景品が当たる特設サイトを開設。イベン
ト／2月9日

10時〜16時、四谷区民セ

さかなクンと学ぼう！
小笠原のいきものたち
〈トークイベント〉2月24日

抽選で各回100人。さかなクンが小笠原の
自然や生物を楽しく紹介。申込／2月12日
18時までに

メール・全員の氏名・年齢を書き、同事務
03-5966-5773へ。
〈パネル展〉2月

局

23日

〜3月3日 。東京ソラマチ
R地下

3階で。
総務局振興企画課☎03-5388-2445

映画を7倍楽しくする！
？
〜フィルムコミッション特別展
10時〜18

か同事務局☎03-5917-0203

都民クルーズ
客船｢コスタ ネオロマンチカ｣
｢太平洋周遊1Weekクルーズ｣6月16

時、KITTE（千代田区）
で。都内で撮影さ

〜23日

(7泊8日、朝夕 食7回･昼

れた映画の衣装・小道具や撮影現場写真

日

等を展示。

食6回)を通常料金の15％引きで。①内

東京ロケーションボックス☎03-5579-

側プレミアム(1人62,730円～106,641

8464か産業労働局観光部☎03-5320-

円)② 海 側 プレミアム(1人70,380円 ～

4786

119,646円)。いずれも抽選で10室。東

都立多摩図書館
「2nd Anniversary Party」

国分寺市移転2周年を記念し、世界の

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

ふりがな

ふりがな

飲み比べなど。

2月8日 ・9日 ・１0日

かファクスに希望日時・人

数
（4人まで）
・代表者の住所・氏名・電話・

ンターで。水道水とミネラルウォーターの
水 道 局サービス推 進 課 ☎03-5320-

15時・3

11時・15時、すみだ水族館で。

月3日

6326

糸を締める鮮やかな手さばきには息をのむ

9時30分〜12時、東京ミッドタ

3月1日

市）
／9日 ・10日 。ハウジングワール

16日 ・17日 。西新井住宅公園、仙川

孝尚さん（平成18年度受賞）

14時。③ ④ ⑤ 当日先 着200

人。掲載以外も有。

同事務局☎03-3817-2678か産業労

和楽器組立工
ひさ

会／ディズニー短編アニメ6本」
11日

めてビンゴを完成させると抽選で各地の

日 ・11日 。駒沢公園ハウジングギャ

よし

11

時。10時から整理券配布。④「特別上映

日本人の｢心の音｣を
届ける
三田村

2860か 福 祉 保 健 局 地 域 福 祉 課 ☎035320-4049

まで。参加ショップを巡り、スタンプを集

ド立川／9日 ・10日 ・11日

むら

東京都福祉人材センター☎03-5211-

「苗木
（ブルーベリー）
の配布」
10日

「ご当地グルメでスタンビンゴ」
2月28日

日 ・3日

た

職希望者等。

催 し

ハウジングプラザ三鷹第2会場／2月2

〜2020年3月31日。選考／2月中旬。

み

12時30分 〜16時30分、新

に所定の申込書兼履歴書
（各

センター等か

職務／病棟看護師の補助業務。資格

／不要。未経験者可。人員／20人程

3月3日

大規模合同就職説明会。対象／学生・転

職 員 採 用

京港発着。添乗員なし。諸税・チップ別。
申込／2月28日(消印)までにはがきに催

し名・希望客室タイプ・人数
（1室4人まで）
・
ふりがな

全員の住所・氏名・生年月日・電話を書き、

文化や食を体感・体験できるイベントを

(株)クルーズバケーション
（〒104-0061中

開催。①「世界の遊びと衣装の出張博物

央 区 銀 座8-8-1-7階)☎︎03-6274-6171

「木工教室」
館」
2月9日 10時〜16時。②

へ。企画・実施／同社。

10日 10時。当日先着50人。300円。③
※

業／15社程度。

東京で。対象／就業を希望する看護職
（保
東京都ナースプラザ☎03-3359-3388

4719

在中小企業に就業中で、都内在住・在勤
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により情報を発信しています！

働 く

第882号
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「ホストシティTokyoプロジェクト」事業

港湾局振興課☎03-5320-5529

※電話番号を間違えないようにお願いします
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広報 東京都

取り組み

取り組み

2月7日は｢北方領土の日｣

｢花粉の少ない森づくり運動｣に
ご協力下さい!

〜返還へ 世代を越えて つなぐ声

東京都では、多くの花粉を飛散させるスギ･ヒノキ林を伐採し、花粉の少
ないスギ等に植え替える｢花粉の少ない森づくり｣に取り組んでいます。
この取り組みを進めるため、花粉の少ない森づくり募金や企業等の協賛
による森づくりなどを行っています。
皆さんのご協力をよろしくお願いします。

はぼまいぐんとう

しこたんとう

くなしりとう

えとろふとう

北方四島（歯 舞群島･色 丹島･国 後島･択 捉島）は日
本固有の領土です。
1855年2月7日、日本とロシアとの間に日露通好条約が調印さ

れ、北方四島が日本の領土であることが両国間で確認されました。

1981年（昭和56年）、国はこの日を｢北方領土の日｣と定めています。
東京都では、1983年（昭和58年）1月に北方領土の返還実現を目

的とする「北方領土の返還を求める都民会議」を設立しました。都民

募金方法

大会の開催や写真パネル展などを通じ、皆さんに北方領土問題の解

◦金融機関への口座振込

決と正しい理解を呼びかけ、さまざまな運動に取り組んでいます。

◦都庁に設置してある募金箱

この機会に、北方領土問題について考えてみませんか。

◦都営地下鉄内の自動販売機等で PASMO を使って買い物（ 売上金の一
部が募金として活用） など
募金方法等詳細はホームページをご覧下さい。

東京の木に触れる木工イベント

北方領土
イメージキャラクター
エリカちゃん

3月23日 10時、高尾599ミュージアムで。箸づくり、コースター
焼き付け体験。各300円。当日先着100人。
お問い合わせ

農林水産振興財団 ☎0428-20-8153
http://moridukuri.tokyo/

「催し」
の続き

政策企画局外務部

お問い合わせ

学 ぶ

催 し
から婚活を始めようと考えている方向け」

東京水辺ライン

24日 10時30分・14時30分。いずれも

「水辺を学ぶシリーズ・河川整備の今昔
〜吾妻橋から岩淵水門」
2月27日 8時45
分、墨田区役所集合。50人。3,800円。申

込／2月15日
（必着）
までに往復はがきに

表参道ヒルズで。対象／都内在住・在勤・
在学で、18歳以上の独身者。抽選で各回

100人程度。申込／2月12日
（必着）
まで
か郵送で同事務局
（☎03に （12時まで）

催し名・人数
（中学生以上・小学生の別）
・

5843-3449）
へ。申込等詳細は

代表者の住所・氏名・年齢・電話・ファク

就学児の託児有。

ふりがな

スを書き、東京水辺ライン
（〒130-0015
墨 田 区 横 網1-2-16-4階）☎03-56088869へ。

道路見学ツアー
「トンネル工事現場（雑司が谷）見学」
3月7日 13時30分。抽選で30人。申

込／2月8日
（消印）
までに

か往復はがき

☎03-5388-2222

で。未

同事務局か生活文化局地域活動推進
課☎03-5320-4236

こころといのちの講演会
｢笑医で自殺を予防しよう｣

ラス④指導者クラス⑤指導者クラス追加

3月8日 15時、都庁都民ホールで。200

カリキュラム。全450人。いずれも応募条

人。締切／3月5日。申込等詳細は

で。

福祉保健局健康推進課☎03-5320-

4310

件有。
〈要約筆記者〉4月25日〜2020年

2月13日
（毎 ）
、東京都障害者福祉会館

で。⑥手書きコース⑦PCコース。初心者

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室
視覚障害／①｢音楽教室｣2月15日

オープンデータアプリコンテスト2018
作品発表会･表彰式 

民育成講習会②地域クラス③通訳者ク

13時〜15時30分。②｢教養講座｣24日

の方、各12人。申込／3月15日、①⑤は
で

4月18日
（消印）
までに所定の申込書
（

入手可）
を郵送で東京手話通訳等派遣セ
ンター
（〒160-0022新宿区新宿2-15-27
第3ヒカリビル5階）
へ。選考試験有。

13時30分〜16時。聴覚障害／③｢コミュ

同センター☎03-3352-3359か福祉保

ニケーション教室｣3月2日 13時30分〜

健局障害者施策推進部☎03-5320-4147

3月24日 14時、東京国際フォーラム

16時。④｢社会教養講座｣〈夜の部〉2月7

で。抽選で120人。
「スポーツを通じて、

日 19時〜21時。〈昼の部〉8日 13時

人やまちが輝く東京へ」
をテーマに、オー

30分〜16時。各日50人。①③東京都障

障害者差別解消
シンポジウム

に催し名・人数
（2人まで）
・全員の住所・

プンデータアイデアソンキャラバンで創出

害者福祉会館②三鷹駅前コミュニティセン

3月21日 13時30分、ココネリホール

氏 名・年 齢・電 話を書き、〒163-0720

されたアイデアとオープンデータを活用し

ター④武蔵野プレイスで。事前申込不要。

（練馬区）
で。300人。講演やトークセッショ

東京都道路整備保全公社
（☎03-5381-

て製作したスマホアプリ・Webサービス

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、

ンで｢障害者差別解消条例｣について学

3380）
へ。

の作品発表会と表彰式。申込／3月11日

03-5388-1734

ぶ。締切／2月26日。申込等詳細は

失語症者向け意思疎通支援者
養成講習会

5320-4559、 03-5388-1413

ふりがな

結婚応援イベント
「TOKYO FUTARI DAYS」


までに

で。

総務局情報通信企画部☎03-53882402

①「結婚やライフプランについて考えて

4月14日 〜2020年2月23日(全40時

みたい方向け」2月23日 17時。②「これ

間･14回)、中 野サンプラザほかで。44
人。対象／失語症者の福祉に理解と熱意

があり、受講後都内で活動できる方。申

堀切菖蒲園

板橋区徳丸･赤塚の2地域に伝わる民
俗行事。稲作の季節を前に、歌や舞
を田の神に奉納し、その年の豊作と子

(27年2月13日、赤塚諏訪神社で)

孫繁栄を祈願する。徳丸地区は徳丸北野神社で2月11日、赤塚地区は赤塚諏訪
神社で13日、それぞれ夜間に行う。共に国の重要無形民俗文化財に指定。

豊洲市場｢都民いちば教室｣
2月19日

9時。抽選で32人。1,000

円。市場見学と魚料理の実習。申込／2

か所定の申

月8日
（消印）
までに往復はがきに催し名・
人数
（2人まで）
・住所・氏名・電話を書き、

ふりがな

聴 覚士会(〒164-8512中野区中野4-1-

豊洲市場水産農産品課
（〒135-0061江

1-9階)☎03-6859-7568、 03-6859-

東区豊洲6-6-1）
☎03-3520-8261へ。

7441へ。書類選考有。

板橋の田遊び

福祉保健局障害者施策推進部☎03-

で入手可)を郵送で東京都言語

込／3月11日(必着)までに

込書(

で。

同会か福祉保健局障害者施策推進部
☎03-5320-4147、 03-5388-1413

北足立市場｢食べ比べ ! 今が旬
の冬野菜いちば教室｣ 
2月23日

10時。抽 選で50人。野 菜

手話通訳者・要約筆記者
養成講習会

に関する講習や市場見学など。申込／2

〈手話通訳者〉5月15日〜2020年3月

表者の住所・全員の氏 名・年齢・電話を

4日
（毎

、⑤毎

）
、オリンピック記念青

少年センターほかで。①手話のできる都

月8日
（必着）
までに

か往復はがきに代

ふりがな

書き、北足立市場
（〒121-0836足立区入
谷6-3-1）
☎03-3857-7181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）
2月1日
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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！ 東京動画 検索
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イベント

まちづくりのヒントが見つかるイベントを開催
東京都では、｢プロボノ｣（社会的・公益的な目的のため、企業の社員等が仕事で培った専門知識や技術を活かして行うボランティア活動）の仕組みを取り入れ
て地域づくりを進めています。

① 東京ホームタウン大学

地域貢献活動に関心を持つ地域団体･NPO･企業･個人等の参加による、
高齢化に対応した地域づくりを応援するイベントを開催します。
日 時

2月23日 13時

定 員
内 容

津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス

② 地域の課題解決プロボノプロジェクト成果報告会

地域のさまざまな課題解決に取り組む町会･自治会を支援する事業に
ついて、今年度の成果報告や意見交換を行います。
日 時

3月2日 13時

450人(要事前申込)

定 員

◦講義｢最新フレイル予防の視点から見る地域活動の意義｣

240人（要事前申込）

内 容

◦ホームページやSNSによる情報発信や地域の住民へのニー
ズ調査、業務の可視化による運営改善等に取り組んだ町会･
自治会の事例紹介 など

場 所

飯島勝矢(東京大学高齢社会総合研究機構教授)
◦高齢化に対応した地域づくりに関する6テーマの分科会

場 所

東京ウィメンズプラザ

進行／広石拓司((株)エンパブリック代表)

◦地域活動を行うライフシフト実践者の報告

◦町会･自治会との意見交換を行う交流分科会

内多勝康(国立成育医療研究センター｢もみじの家｣
ハウスマネージャー) など

申込等詳細はホームページをご覧下さい。
お問い合わせ

①②共通事務局

☎03-6419-4021

都民向け太陽エネルギーセミナー
『
｢ 卒FIT』
時代の住宅用太陽光｣

2月23日 14時30分、TKP新 宿カン

ファレンスセンターで。抽選で100人。余
剰電力の固定価格買取制度終了を控え、
今後の住宅用太陽光発電について学ぶ。
申込／2月15日までに

クール・ネット東京か環境局地域エネル
ギー課☎03-5388-3533

ふりがな

8001東京都福祉保健局医療政策課
（☎
03-5320-4417） 03-5388-1436へ。

13時30分。抽 選 で60人。

在住外国人の抱える人権問題や多文化

②生活文化局地域活動推進課

公開講座｢サッカーチームの育成
に見る 子どもを伸ばす極意｣
3月19日 19時、四谷区民ホールで。
カー日本代表監督）
。申込／2月20日
（必

報告と｢その時、歴史が動いた!〜日野の

（5人
着）
までに かはがき、ファクスに人数

歴史の変換点｣の講演。入退場自由。

3月9日 14時、パルテノン多摩で。抽

まで）
・代表者の住所・電話・全員の氏名

選で90人。講演、パネルディスカッショ

を書き、東京都私学財団
（〒162-0823新

ンなど。申込／3月1日までに

かファク

ふりがな

宿区神楽河岸1-1）
☎03-5206-7922、

5320-5057） 03-5388-1481へ。申込
等詳細は

で。

自然・公園

配偶者暴力防止講演会
｢配偶者暴力
（DV）
−これってフツウな

山のふるさと村
（奥多摩湖畔公園）
｢煙たなびく炭焼き体験｣

神代植物公園｢梅まつり｣
2月5日〜3月3日。｢うめコンサート｣2

3月9日 ・23日 。両日参加可能な

温 又 柔 が、自身の作品を交えて語り、朗

日

13時30分、東京ウィメンズプラザ

高校生以上、抽選で15人。1,000円。申

で。150人。出演者／菊池真理子
（漫画

込／2月16日
（消印）
までにはがきかファク

話で同プラザ☎03-6722-0123へ。

家）
ほか。申込／3月6日
（消印）
までに
ふりがな

か

はがき、ファクスで催し名・氏 名・性別・

ふりがな

0225奥多摩町川野1740）
☎0428-86-

上の未就学児）
は子供の氏 名・年齢・性

2556、 0428-86-2553へ。

2月27日 13時30分･28日 10時30

別を書き、東京ウィメンズプラザ
（〒150

分、ホテル椿山荘東京
（文京区）
で。結核

-0001渋 谷 区 神宮 前5-53 - 67）☎03-

の諸課題や対策の方向性を討議。申込／

5467-1980、 03-5467-1977へ。

で。

結核予防会☎03-3292-9288か福祉
保健局感染症対策課☎03-5320-4483

都立神経病院都民公開講座
｢今、知りたい!てんかんのこと｣
3月2日 14時30分、ルミエール府中

形｣2月10日 、特別ガイドツアー｢梅めぐ

檜原都民の森

こと

り｣16日 ・23日 、｢箏の演奏会｣3月3

①自然教室｢冬鳥ウォッチング｣2月24
日 。｢野鳥の巣それぞれの形と巣材｣3

3月2日 14時、都立多摩図書館で。抽

テーブル｣2月24日

界をどのように感じ、把握するのか。視覚
障害があるパラアスリートが全力で競技

小石川後楽園｢梅香る庭園へ｣
2月9日〜3月3日。｢江戸糸あやつり人

人権問題都民講座｢異なる身体
感覚で世界を
『見る』
方法とは｣
選で80人。テーマ／目が見えない人は世

同園☎042-483-2300

別・電話を書き、山のふるさと村
（〒198-

職業・電話・メール・託児希望
（6カ月以
ふりがな

月11日 、｢うめ園ガイドツアー｣21日
・22日 ・23日 、梅見茶屋など。

スに催し名・全員の住所・氏名・年齢・性

結核予防全国大会

2月18日までに

教育庁地域教育支援部☎03-53206863

03-5206-7927へ。当選者のみ通知。

の!?まず気づくことから始めよう｣3月16

か電

2月17日 10時〜16時、日野市七生

団地活性化・再生セミナー
｢地域づくりと団地活性化｣

を深める。台湾生まれ、日本育ちの作家・
読も行う。申込／2月11日までに

東京都遺跡調査・研究発表会
公会堂で。近年都内で発掘された遺跡の

共生などについて考え、外国人への理解
おん ゆう じゅう

☎03-5388-3185

抽選で400人。講師／山本昌邦
（元サッ

スで都市整備局住宅政策推進部
（☎03-

東京都人権プラザ｢旅・人・言葉を語る〜
『日本語圏文学』からみる多文化共生｣
2月23日

☎03-5320-4271

し名・住所・氏 名・電話を書き、〒163-

かクール・ネット

東京☎03-5990-5066へ。

①福祉保健局在宅支援課

日

など。
同園☎03-3811-3015

月17日 。各日100円。②木工教室｢ミニ
ベンチ｣3月3日 。4,100円。｢ラック｣21

向島百花園｢梅まつり〜梅花彩
る江戸花屋敷｣

日 。2,100円。申込／開催日の2週間前

2月9日〜3月3日。｢江 戸 大 道 芸｣2月

（必着）
までに

ひのき

。3,100円。｢桧 の

か往復はがきに催し名・
ふりがな

10日 ・24日

、｢すずめ踊り｣9日 ・

できるのはなぜか。当事者から聞いて分

開催日・住所・氏 名・年齢・性別・電話

同病院☎042-323-5110

かったことを解説し、障害への理解を深め

を書き、檜原都民の森
（〒190-0221檜原

など。

都立小児総合医療センター
市民公開講座

村7146）
☎042-598-6006へ。

同園☎03-3611-8705

クスで東 京 都 人 権プラザ ☎03-6722-

で。当日先着200人。

｢今日から役立つ!!子どもの風邪との付
き合い方｣3月10日 11時。託児希望者
は電話で3月7日16時まで
（先着順）
に同
センター☎042-300-5111へ。

脳卒中の早期発見および
予防に関するシンポジウム
3月9日 14時、TKP市ヶ谷カンファレ
ンスセンターで。抽選で200人。申込／3
月1日
（消印）
までにはがきかファクスに催

※

る。申込／2月15日までに

か電話、ファ

0123、 03-6722-0084へ。

テーマ別環境学習講座 東京2020大会
500日前｢スポGOMI大会in葛西｣
3月16日

9時30分、葛西海浜公園西

なぎさで。抽選で80人。ごみ拾いや葛西

文化・スポーツ
参加・体験・感動 !  
ふれあいこどもまつり
①2月24日

西新井文化ホール ③10日

月3日

題や干潟の生物多様性を考える。申込／

城市立中央文化センター④17日

で。

東京都環境公社☎03-3644-8886
か環境局環境政策課☎03-5388-3464

♦

で。舞台公演／演劇、人形劇、ミュージカ

ル、コンサートなど
（2,000円〜3,000円）
。

狛江エコルマホール②3

臨海水族園での講義を通して、海ごみ問
2月17日までに

3月3日 、｢野草ウォッチング｣2月16日

稲
文京

ワークショップ／生アテレコや演劇、楽
器作りなど
（1,500円〜2,000円）
。申込等

詳細は

で。

シビックホール⑤21日 たましんRISURU

同 事 務 局（児 演 協 内）☎03 - 5909-

ホール
（立 川 市）⑥16日 ・17日 ・21

3064か東京芸術劇場☎03-5391-2116

日 ・23日 ・24日 亀戸文化センター

＝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

☆お出かけは、環境にやさしい電車

バス

で☆

平成31年
（2019年）
2月1日
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取り組み

ハローキティを
｢TOKYO福祉のお仕事アンバサダー｣に任命!
より多くの皆さんに福祉の仕事の魅力
を伝えるため、人気キャラクター｢ハロー
キティ｣と、さまざまな取り組みを展開し
ていきます。

今後の活動内容
1 動画や広告に登場

馬込文士村の住人たちのレリーフ群

©1976, 1999, 2019 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO. G593855

ハローキティが福祉の仕事の魅力を伝える
動画や広告に登場します。

2 イベントに出演

さまざまなイベントで、ハローキティが福祉
の仕事のPRや応援を行います。

文学と梅の香りに誘われて

馬込文士村･池上梅園
（大田区）

JR大森駅の西側に広がる、山王･馬込の閑静な住宅地に、大正後期か
ら昭和初期にかけて、多くの作家や芸術家が住んでいた。
尾㟢士郎、宇野千代、川端康成、村岡花子、川端龍子など、時代を象

※
「福祉の仕事 就職フォーラム
（5面掲載）」に出演。

小池知事からハローキティに任命状を授与

ハローキティの活動予定･活動記録は、福祉人材と福祉職場をつなぐポータルサイ
ト｢ふくむすび｣をご覧下さい。
※
「ふくむすび」では、介護･保育･障害福祉分野などの福祉職場、研修･イベント情報などを
公開しています。
福祉保健局地域福祉課 ☎03-5320-4049

お問い合わせ

ふくむすび 検索

徴する文士や芸術家が暮らし、交流を図ったこの地は、
「馬込文士村」
と
呼ばれ、街のあちこちに現在も彼らの足跡が残っている。
大森駅西口正面から八景天祖神社に向かう石段脇に、ひときわ目を
引くレリーフがある。名だたる文士らの顔が刻まれた群像レリーフだ。他
にも、モダンガールの風潮を示すもの、ダンスパーティの様子など、設置
されたレリーフの数々が、時代を先取りしていた彼らの暮らしぶりを伝え

イベント

｢TOKYO アニメツーリズム 2019｣ 開催！

ている。
地元の観光協会では、
「尾㟢士郎記念館」
などを巡る北側のコースと日
本画の巨匠･川端龍子の作品を展示している
「龍子記念館」
などを巡る南
側のコース、2つの文学散歩コースを設けており、それぞれ2〜3時間程
度で回ることが可能。住居跡等には解説板が設置されてあり、個性的な
エピソードなどが綴られている。

アニメを活用し、AR機能
（※）付きアプリで作品の舞台等を巡るデジタルスタンプ
ラリーを開催します。今回は、｢コードギアス 反逆のルルーシュ｣のキャラクターが
登場します。 ※AR機能：現実の風景にデジタル情報を重ね合わせて表示する技術

■デジタルスタンプラリー
期 間

スタンプラリー 東京都庁、東京タワー、城南島海浜公
スポット
園など計17カ所

文学散歩を楽しんだ後は、池上梅
園へ。丘の斜面を生かした庭園で

参加方法

ろうばい

は、毎年1月上旬の蝋 梅から3月上
あげ

は

旬の八重揚 羽まで、2カ月にわたり
370本の梅の花と香りが楽しめる。
多くの文豪と芸術家たちが愛し
た街。春の訪れを感じながら、彼ら

色とりどりの梅が咲き誇る池上梅園
写真提供 大田区

の記憶をたどりませんか。

[大田観光協会]☎03-3734-0202。
休。京急線
「京急蒲田」
駅下車、徒歩3分。
[池上梅園]☎03-3753-1658。9時〜16時30分
（入園は16時まで）
。都営浅草線｢西馬
の場合は翌日）
・年
込｣駅下車、徒歩10分。2月･3月は休園日なし
（左記以外は （
末年始休園）
。大人100円、小人20円、65歳以上および6歳未満無料。

生活文化局広報課

お問い合わせ

2月9日〜3月25日

期間中に、専用アプリを各スポットで
起動させるとキャラクターが画面に
登場し、ポイントを獲得。ポイント数
に応じて缶バッジ等オリジナルグッ
ズをプレゼント。

■開催記念イベント
2月10日 14時30分、ベルサール秋葉原で。体験
レポートやタレントらによるトークショーなど。
©SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST

お問い合わせ

☎03-5388-3093

同実行委員会事務局 ☎03-6368-6160 http://tokyo-animetourism.jp/
産業労働局観光部 ☎03-5320-4786

=パソコン用壁紙

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）

ごあんない

都提供のテレビ・ラジオ番組

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/

都政一般相談

☎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

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

東京サイト
（テレビ朝日）

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
（3月1日発行）
は、2月28日・3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

