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東京2020パラリンピック
開催まであと500日！

「パラリンピック500Daysバス」が巡ります

4月1日発行
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｢2019東京国際ユース（U-14）
サッカー大会｣開催

4

空き家対策本
｢東京空き家ガイドブック｣発行

広報東京都 検索

あなたの空き家、
活かしませんか

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

7

Fax 03-5388-1329

春の｢都民半額観劇会｣

世帯と人口

お得な料金で観劇できる機会を提供します

東京都のホームページ▶http://www.metro.tokyo.jp/

31年2月1日現在の推計

702万1,163世帯 人口1,385万8,725人
（男：681万8,330人 女：704万395人）
＊参考：外国人数55万2,901人

都庁の代表電話▶☎03-5321-1111

東京2020オリンピック･パラリンピック競技大会

競技会場の整備が着々と進んでいます!
調布市西町

武蔵野の森総合スポーツプラザ
2017年11月開館
■ バドミントン、
近代五種
（フェンシング）
▲ 車いすバスケットボール

東京2020大会開催まで、500日を切りました。東京

2020大会の競技会場は、都外を含めて43会場を予定し
ており、そのうち、都が新たに整備する競技会場の多くは
選手村に近い臨海部｢東京ベイゾーン｣に位置しています。
今年の夏から本格的に始まる大会会場でのテストイベ
ントに向け、現在、各施設の整備を進めています。

選手村
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7 東京アクアティクスセンター
2020年2月工事完了予定
■ 水泳
（競泳、飛込、
アーティスティックスイミ
ング）
▲ 水泳

4
1 有明アリーナ
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2019年12月工事完了予定
■ バレーボール
▲ 車いすバスケットボール

2 有明テニスの森
2019年7月工事完了予定
※屋外コート等工事は2020年3月完了予定
■ テニス
▲ 車いすテニス

6 カヌー・スラロームセンター

■ …オリンピック競技

4 海の森水上競技場

3 大井ホッケー競技場

2019年5月工事完了予定
■ カヌー
（スプリント）
、
ボート
▲ カヌー、ボート

2019年6月工事完了予定
■ ホッケー

小池知事からのメッセージ

▲…パラリンピック競技

2019年5月工事完了予定
※管理棟工事は2019年12月完了予定
■ カヌー
（スラローム）

5 夢の島公園アーチェリー場
2019年2月工事完了
■ アーチェリー
▲ アーチェリー

いよいよ東京2020大会も来年に迫ってまいりました。多岐にわた

辺の安全対策や円滑な競技運営に向けた取り組みを着実に進めてま

る大会準備を進めている中、都が整備する競技会場についても、本年

いります。そして、世界の期待に応える大会を実現し、東京のさらなる

2月｢夢の島公園アーチェリー場｣の工事が完了し、今後、他の会場も

進化へと繋げるため、競技会場の整備をはじめ、準備の総仕上げに邁

順次竣工します。今年度は各競技のテストイベントも本格化し、会場周

進してまいります。

しゅん こう

お問い合わせ

つな

まい

しん

〈施設整備について〉オリンピック･パラリンピック準備局施設整備第一課
〈テストイベントについて〉オリンピック･パラリンピック準備局競技･渉外課

☎03-5320-7717
☎03-5388-2826
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東京2020大会

健

♦ホストシティTokyoプロジェクト

康

学校･医療機関･行政機関などの
敷地内禁煙が始まります

東京2020パラリンピック
開催まで
あと500日!

7月1日から改正健康増進法の一部が施行
され、学校・医療機関・児童福祉施設・行政
機関などは、敷地内は原則禁煙、建物内は完

東 京2020パ ラ リ ン ピ ッ ク

全禁煙となります。

競技大会の開催まで4月13日

学校等では、東京都受動喫煙防止条例により、9月までに全面禁

で500日 と な り ま す。4月3日

煙となります。

からは大会マスコット等をデ

子供や患者などの受動喫煙による健康影響の大きい人を守る

ザ イ ン し た「パ ラ リ ン ピ ッ ク

ため、関係機関の皆さんは制度の趣旨を理解の上、準備をお願い

500Daysバス」が東京2020パ

します。

ラリンピック全22競技の会場
を巡回します。
また、イベントも行いますの
で、皆さんぜひご参加下さい。
日時･会場

4月 7日 10時〜17時

三井アウトレットパーク 多摩南大沢（八王子市）

4月13日 10時〜17時

アーバンドック ららぽーと豊洲（江東区）

内 容

パラリンピック競技の体験、アスリート等によるトークショー
お問い合わせ

受動喫煙防止対策の詳細は、ホームページをご覧下さい。

など

お問い合わせ

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

福祉保健局保健政策部

とうきょう健康ステーション 検索

お

スポーツ

2019東京国際ユース
（U-14）
サッカー大会を開催
東京代表をはじめとするジュニアユース世代の9チームが、強豪
「ボカジュニアーズ
（ブエノスアイレス）
」、イングランドの名門「トッ
テナムホットスパー
（ロ

☎03-5320-4361

オ リ ン ピ

し え て

ツ

ク ・パラリンピック

53

今回は、
オリンピックのスケートボードを紹介します。
スケートボードは若者を中心に世界中で人気のあるローラースポーツの一つで、
オリンピックの競技としては、東京2020大会から採用されます。
さまざまなトリック
（技）
を披露して難易度を競い合い、高さ、技が成功した確率、

ンドン）
」など、海外の11

技の構成、スピード、オリジナリティなどを総合的に評価する採点競技です。各要

チームを迎え撃ちます。

素の組み合わせによる選手の個性のアピールも高い評価を得るための重要なポイ

未来へ向けて14歳以下

ントです。競技は｢パーク｣｢ストリート｣の2種目で行われます。

の次世代スターが躍動す

「パーク」はお椀型のボールや深皿型のプールなどを中心にR斜面
（コースの中で

る大会に、ぜひお越し下

湾曲した滑走面）
を複雑に組み合わせたコンビプールと呼ばれるコースを使用しま

さい。

す。傾斜を一気に駆け上がって空中へ飛び出す美しい「エア･トリック」が技の中心
駒沢オリンピック公園総合運動場
AGFフィールド
（旧味の素スタジアム西競技場）

会 場

5月3日

1次ラウンド

11時〜17時45分

—

4日

1次ラウンド

10時30分〜17時15分

—

5日

2次ラウンド

10時〜16時5分

駒沢のみ

6日

2次ラウンド

9時30分〜16時5分

駒沢のみ

中国 ドイツ エジプト インドネシア ロシア
オーストラリア ブラジル 韓国 アルゼンチン
フランス イギリス 日本 （計12カ国20チーム）

参加国

※試合時間が変更になる場合があります。

組み合わせ等詳細はホームページをご覧下さい。

サッカー教室参加者募集
5日

FC東京 ジュニアサッカー教室

6日

北澤豪インクルーシブ親子サッカー教室

申込／4月9日
（消印）
までに
申込等詳細は で。

か郵送で。

お問い合わせ

同大会事務局 ☎03-5413-6922 http://tokyo-u14.com
オリンピック･パラリンピック準備局事業推進課 ☎03-5320-7714

となります。高速での空中浮遊や、体操競技のような回転技が見どころです。
「ストリート」は街なかに存在する階段や縁石、坂などを模したコースを使用しま
す。手すりや段差を飛び越える際に、スケートボードを一旦足から離して複雑に回
転させるような、バランスコントロールが難しい技ほど高評価となります。選手自
身が回りながらスケートボードを回し、回し方も水平、縦、横とまさに三次元。鮮や
かなテクニックに意表を突かれます。

見たこともないようなトリックを
東 京 都 出身の池田大 亮 選 手は、
「母国開催の東京2020オリンピッ
クでは今までやってきたトレーニン
グの成果を発揮し、皆さんが見たこ
ともないようなトリックを見せたい
と思っています。スケートボードは
迫力がありダイナミックな技が多く
飛び出すので、ぜひ見に来て下さい」
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。
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

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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は「WEB広報東京都」
からアクセス! 広報東京都 検索

支

講

町会･自治会の活動を
支援します!

〜「地域の底力発展事業助成」の募集
東京都は、地域活動の担い手である町会･自治会が主催して行う、地域の
課題を解決するための取り組みを支援するため、事業助成を行います。ぜひ
ご活用下さい。

3複数の単一町会･自治会が共同して実施する地域の課題解
決のための取り組み
4単一町会･自治会が他の地域団体と連携して実施する地域
の課題解決のための取り組み
都内に所在する町会･自治会

助成限度額

対象事業12単一町会･自治会20万円、区市町村内の一部
地域を単位とする町会･自治会の連合組織100万円、区市町
村を単位とする町会･自治会の連合組織200万円350万円
430万円

募集について

応募には事前相談が必要となります。事前相談に必要な書類
等の詳細はホームページをご覧下さい。
事前相談

31年度東京都子育て支援員研修
（第1期）
受講者募集
保育の仕事に携わりたいと思って
いる皆さん、子供たちへの思いや育児
経験を仕事にできる「子育て支援員研
修
（地域保育コース）
」を受講してみま

藤岡弘、ⓒ石森プロ･東映

対 象

都内在住･在勤
（保育や子育て支援分野）
で、保護者に代わって
子供たちの着替えや食事補助など、保育従事者としての仕事
に携わることを希望する方
（年齢制限なし）
。

研修内容 「基本研修」
を受講後、
「専門研修」
を受講。講義･演習など。
日 数

8日間

開催時期

6月〜11月

研修場所

新宿･飯田橋･立川のいずれか

定 員

1クラス85人程度
（全18クラス）

申 込

4月3日〜17日
（必着）までに所定の申込書
（区市町村窓口か
で入手可）を郵送
（簡易書留）で〒163-0718東京都福祉保
健財団へ。

※区市町村窓口での申込書配布は4月3日 からとなります。
※本研修では、各事業への就業のあっせん等は行いません。
※その他のコースの募集は、5月上旬を予定しています。

日程等詳細は、ホームページをご覧下さい。

申請対象事業

4月1日～5月17日17時

お問い合わせ

座

受けられます。

2 1のうち、東京都が取り組む特定施策の推進につながる
取り組み5区分
（防災･節電活動、青少年健全育成活動、高
齢者の見守り活動、防犯活動、オリンピック･パラリンピッ
ク気運醸成活動）

対象団体

3

せんか。保育士等の資格がなくても

1地域の課題解決のための取り組み

対象事業

Topics ／都政ニュース

※バックナンバーもあります

援

第884号

7月10日以降に実施する事業

6月3日～8月16日17時

10月10日以降に実施する事業

9月2日～10月25日17時

12月10日以降に実施する事業

生活文化局地域活動推進課

☎03-5388-3166

お問い合わせ

〈地域保育コース〉東京都福祉保健財団 ☎03-3344-8533
〈その他のコース〉福祉保健局少子社会対策部 ☎03-5320-4121

取り組み

「都立高校改革推進計画･新実施計画
（第二次）
」
を策定しました

自転車

交通ルールやマナーを守り自転車を
安全に利用しましょう!
都内の交通事故の3件中1件に自転車が関与し、その割合は全国平均の約2

都立高校改革推進計画は、都立高校が抱える課題の解決を図り、今後
の展望を明らかにする総合的な長期計画です。東京都教育委員会におい
ては、都民の期待と信頼に応える都立高校であり続けることを目指し、
広範な取り組みを推進するとともに都立高校における教育内容の充実、
教育環境の整備を図っていきます。

倍です。自転車事故を起こさないために、自転車を安全に利用しましょう。

自転車安全利用5則
❶ 車道が原則、歩道は例外

❹ 飲 酒運転･二人乗り･並進の

禁止、夜間はライトを点灯、
交差点での信号遵守と一時
停止･安全確認

❷ 車道は左側を通行
❸ 歩道は歩行者優先で、車道
寄りを徐行

❺ 子供はヘルメットを着用

都立高校改革推進計画の目的
教育基本法の理念を踏まえ、都立高校が生徒を「真に社会人として自
立した人間」に育成する。

目的を具現化する3つの目標と主な取り組み
目標Ⅰ

次代を担う社会的に自立した人間の育成
（教育内容）

◦学びの基盤づくりのための取り組みの推進
◦進路多様校における進学希望を実現するための学習支援の充実
◦
「理数科」の設置

大田区･江戸川区･立川市で
「自転車安全利用指導員制度」を開始
4月中旬から、自転車事故の多い交
差点などで「自転車安全利用指導員」
が信号無視や一時不停止などの違反
行為を直接指導します。事故を未然
に防止するとともに、自転車利用者
のルール･マナー向上に向けた啓発
も行います。

◦高大連携の推進
目標Ⅱ

など

生徒一人一人の能力を最大限に伸ばす学校づくりの推進
（学校設置･課程改善等）

◦GAP（農業生産工程管理）
や企業連携による実践的な農業教育の推進
◦島しょ高校におけるICT環境のさらなる活用による教育活動の充実
◦工業高校におけるIT人材の育成
目標Ⅲ

など

質の高い教育を支えるための環境整備
（教育諸条件）

◦都立高校魅力発掘･発信プロジェクトの実施
◦学校における働き方改革の推進
◦在京外国人生徒等の受け入れと日本語習得に向けた支援

お問い合わせ

※

都民安全推進本部交通安全課

☎03-5388-3124

お問い合わせ

教育庁高等学校教育課

＝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

など

☎03-5320-6749

※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

取り組み

改修工事に伴う
都庁展望室からのお知らせ

ます。6月18日までに調査員が伺いますの

休室していた南展望室を4月8日 にリ

で、ご協力をお願いします。

を対象に、生活の基礎的な事項を調査し

福祉保健局総務課☎03-5320-4109

ニューアルオープンします。北展望室は5
（2020年1月頃再
月1日 から休室します
開予定）
。

「緑の募金」
にご協力下さい

財務局庁舎管理課☎03-5320-7890

5月末まで都内全域で募金活動を実施

4月1日から都税の証明書等の
郵送申請先が変わります

します。募金は、森林の育成や緑化の推

都税の納税証明や23区の固定資産
（土

てます。ご協力をお願いします。

事例で読み解く、空き家対策本
「東京空き家ガイドブック」
「東京都相続空き家等の利活用円滑化モデル事業」で収集した空き家
の解決事例や、空き家を価値あるものに変えていくために役立つ情報を
まとめた「東京空き家ガイドブック」を発行しました。相談事例ごとの
解決方法や、相続･利活用方法など空き家に関するQ&Aを掲載していま
す。都庁および各区市町村で入手できますので、ぜひご活用下さい。

進などに活用し、地球環境の保全に役立

相談事例は
「なかなか売れない
古い家。費用がかか
らず早期解決する売
却方法は？」
など全15例掲載。

東京緑化推進委員会☎042-528-0644

地・家屋）
評価証明等の郵送申請は、〒
112-8787都税証明郵送受付センターへ。

か産業労働局森林課☎03-5320-4854

各 都 税 事 務 所か主 税 局 相 談 広 報 班
☎03-5388-2925

特別児童扶養手当について

子供の安全を守るヒント満載

動画
「おしえて、
みまもりぃぬ!」

申請はお住まいの区市町村手当窓口
へ。対象／次のいずれかに該当する20歳

小学校低学年の子供が犯罪や交通事

内容等詳細はホームページをご覧下さい。

未満の児童を監護している父母または養

故に遭わないためのポイントを、ストーリー

育者
（所得や施設入所等により支給制限

とクイズで楽しみながら学べます。 でご

有）
。①身体に重度、中度の障害や長期安

覧下さい。

お問い合わせ

住宅政策本部民間住宅課 ☎03-5320-5148

静を必要とする病状があり、日常生活に

都民安全推進本部都民安全推進課

著しい制限を受ける②精神の発達が遅延

☎03-5388-2281

しているか、精神に障害があり、日常生活
に著しい制限を受ける状態にある。

国民生活基礎調査
無作為に抽出した都内の13,000世帯

募

国主催
慰霊巡拝の参列者

都内の川を題材とした
「川のフォトコンテスト」
作品

区市町村か東京都心身障害者福祉セ

①アッツ島②モンゴル国③フィリピン④

ンター☎03-3235-2949、 03-3235-

ソロモン諸島⑤東部ニューギニア⑥インド

以下かJPEGデータで。1人2点まで
（未発

2968

⑦マリアナ諸島⑧中国東北地方⑨硫黄島

表、著作権・肖像権等で第三者の権利を

集

都営交通モニター

受験生チャレンジ
支援貸付事業

都営交通のサービスについて、インター

中学3年・高校3年かこれに準じる方を

ネットでの調査回答
（年2回程度）
、見学会

養育する一定所得以下の世帯を対象に、

等への参加。資格／4月1日現在、都内

学習塾代や受験料の貸し付けを無利子で

⑩イルクーツク州⑪ハバロフスク地方⑫沿

侵害しないもの）
。申込／6月7日
（消印）
ま

海地方。対象／都内在住で当該地域の戦

でに郵送で部門名・作品名・河川名・撮

没者の配偶者、父母、子・兄弟姉妹とその

影場所・撮影年月日・住所・氏名・電話・

配偶者、孫、おい・めい。巡拝予定地等は

メールを書き、〒163-8001東京都建設

変更になる場合有。申込／電話で福祉保
健局生活福祉部☎03-5320-4076へ。

インターネット都政モニター

に入学した場合は、返済が免除されます。

に対する意見の提出
（年3回）
。資格／都

できる方。人数／450人
（応募多数の場

貸付限度額／塾代20万円、高校受験料

内在住の18歳以上
（応募時点）
の方で、

込／4月12日〜24日に

27,400円、大学等受験料80,000円。申

閲覧とメールの送受信を日本語でできる

かお住まいの区市町村へ。

方。公務員を除く。人数／500人
（応募多

福祉保健局地域福祉課☎03-5320-

数の場合選考）
。任期／依頼日〜2020年

込等詳細は

で。

都営交通お客様センター☎03-3816-

4072

5700

2020年1月に民間航空機を利用し、小
笠原村硫黄島で開催予定。対象／都内在

住で硫黄島戦没者の遺族の方
（戦没者の配
偶者、父母、子・兄弟姉妹とその配偶者、
孫、おい・めい）
、30人程度。申込／4月1
日から電話で福祉保健局生活福祉部☎035320-4076へ。

4月10日9時〜5月7日17時に

11月28日に生まれたサーバルの｢バズ｣
（左）
と｢ニール｣が日々成長中。

飼育担当の泉さんより一言
｢母親のユリに似て、食欲旺盛で
食事をあっという間に食べてし
まう元気いっぱいな2頭。放飼
場では走り回ったり木に登った
りジャンプしたりと、幼いなが
らもサーバルらしさを見せてく
れます｣

多摩動物公園☎042-591-1611

場等で展示。

（写真は1月9日撮影）

で。

昨年度入賞作品
「艶やか目黒川」

生活文化局都民の声課☎03-53883159

東京都ひとり親家庭等在宅就業
推進事業の参加者
一人一人に合った支援プランを作り、

首都大学東京大学院 入試説明会
（システムデザイン研究科）

「日野」4月20日 「南大沢」
、
5月11日
いずれも14時〜17時。研究科・各学域

パソコンを使用した在宅ワークで収入を

の概要、入試説明、個別相談など。研究

得ることができるようサポート。対象／都

室見学の申込は

期間／4月〜2020年3月。申込／5月17

8611

内在住のひとり親の方および寡婦の方。
日まで。申込等詳細は



本人に帰属）
、作品は7月に新宿駅西口広

3月31日。謝礼／1回500円相当。申込／

硫黄島戦没者追悼式の
参列者

都営浅草線「5500形」

局河川部
（☎03-5320-5425）
へ。メール
（3MB未満）
、CD-Rの応募可。応募作品

アンケートの回答
（年6回）
、テーマ
（課題）

行います
（要件・審査有）
。高校や大学等

通利用者で、メールの送受信を日本語で

日。謝礼／1回1,000円の図書カード。申

ふりがな

の返却不可。都が無償で使用
（著作権は

在住・在勤・在学の16歳以上の都営交

合選考）
。任期／依頼日〜2020年3月31

風景部門、ふれあい部門。規格／2L判

で。

福祉保健局育成支援課☎03-53204125

「夢のみち2019」
道路愛護ポスターコンクール
ひと

チャレンジ・アシスト・プログラム
応募団体
（活動助成事業）

若者のグループが企画・提案する活動

で。

同 大 学日野キャンパス☎042-585-

まち

み らい

テーマ／
「人・街・未来」
つながる
「みち」

づくり。対象／都内在住・在学の小・中
学生。規格／みちに関する標語を必ず入

れること。四つ切り画用紙。1人1作品ま

への助成金支給。対象／都内在住・在勤・

で。応募／6月7日
（消印）
までに郵送で、

在学の高校生世代以上30歳以下の方が

を作品裏面に貼
所定の応募票
（ で入手）

中心となり、主に都内で活動するグルー

り、
「夢のみち2019」事務局
（〒223-0053

プ。代表者は20歳以上。申込／4月19日

（消印）
までに所定の申請書
（

で入手）
と

グループ紹介の資料等を郵送で、BumB
東京スポーツ文化館
（〒136-0081江東区

横浜市港北区綱島西2-7-6-3階）
☎045633-1960へ。
東京都道路整備保全公社☎03-53813368

夢の島2-1-3）
☎03-3521-7323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）
4月1日

都庁では

か郵送で、作文「都民に豊かなライフスタ

8月5日〜9月13日のうち2日以上、東

イルを提供する都立公園のありかたの提

2年間。申込／4月21日
（消印）
までに

案」
（A4版・800字 程 度）
と別 紙に住 所・
ふりがな

（学年不問）
、高等専門学校4年以上、40

氏 名・生年月日・性別・職業・電話を書

までに所定
人。申込／6月21日 （消印）

き、
〒163-8001東京都建設局公園緑地部

で入手）
を郵送か持参で東京

（☎03-5320-5369）
へ。

20歳以上の都立公園か霊園の利用者で、

個人会員／年3,000円以上の寄付。法人

会員／年50,000円以上の寄付。会報誌の

配布や森づくりイベントの参加等特典有。
東京都農林水産振興財団☎0428-20-

年4回程度の会議に出席できる方
（都の附
属機関の委員・公務員を除く）
。人数／2

8時〜15

総務局人権施策推進課☎03-53882588

4月15日〜21日は科学技術週間
「Tokyoふしぎ祭エンス2019」
サイ

4月13日 ・14日

多摩のスギ林等を伐採し、花粉の少な

都の公園および霊園の整備計画や運

・20日

時。豊洲市場の食材を活用した料理や鮮

5791

い品種等に植え替える森づくりを支援。

営等について審議。資格／都内在住の

4月6日 ・13日

高田馬場1-29-7（株）
ナッソーインターナ
ショナル内）
☎03-6228-0364へ。

中 央 卸 売 市 場 総 務 課 ☎03-5320-

森づくり支援倶楽部会員

東京都公園審議会委員

豊洲市場
おいしい土曜マルシェ

魚・野菜の販売など。

消防庁消防学校
（〒151-0066渋谷区西
原2-51-1）
☎03-3466-1511へ。

生を対象に、見て・触って・体験できる楽

「食文化クルーズ・つきぢ田村『五味調

しい科学の催し。試験研究機関の施設公

和と和食の話』
と特別ランチ」
4月18日 ・

開等詳細は

25日 11時、墨田区役所前集合。各日
27人。15,000円(昼食付)。申込／4月8日

東京みなと祭
体験乗船

ふりがな

表者の住所・氏 名・年齢・電話・ファク

①｢レディクリスタル｣5月18日 10時

スを書き、東京水辺ライン
（〒130-0015

30分、天王洲アイル発着
（45分）
。150人。

墨田区横網1-2-16-4階）☎03-5608-

②｢シンフォニー｣19日 9時30分、日の

8869へ。
（4カ月）
④ジョブセレクト科
（2カ月）
。①一

職種／1・2級
（42職種）
、3級
（17職種）
、

単一等級
（4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、

出桟橋発着
（50分）
。200人。③｢ヴァンテ
アン｣19日 16時20分、竹芝桟橋発着

満で、就業経験が無いか少ない方。実施

憲法週間行事｢トークショーと
映画の集い in 中央区｣

校／①②④城東。③④多摩。定員／①②

5月9日 13時30分、日本橋公会堂で。

般求職者、転職希望者。②〜④30歳未

③ 各10人。④5人。選 考 ／5月17日

。

（120分）
。120人。申 込 ／4月18日まで

のハローワークか各職業能力開発セン

KABA.ちゃん(タレント）
ほか。手話通訳･

ター・校へ。④4月15日〜5月14日に城

要約筆記有。映画／
「彼らが本気で編む

申請書等を東京都職業能力開発協会
（☎

東職業能力開発センターか多摩職業能力

ときは、
」
(字幕付）
。申込／4月1日〜21日

03-5211-2353）
へ持参。

開発センターへ。教科書・作業服代等は

(必着）
に

自己負担。

(2人まで）
・住所・氏 名・電話を書き、憲

有）
。3級は実務経験を有すること
（年数不
〜16日

に受 検

同協会か産業労働局能力開発課☎03-

城 東 職 業 能 力 開 発 センター ☎03-

5320-4717

同事務局☎03-5379-1336か港湾局

トークショー／
「知ってほしい、LGBTの

こと〜これが私。自分らしく生きるために」

問）
。申 込 ／4月3日

で。応募多数の場合抽選。

に

申込／①②③4月5日〜5月7日に住所地

単一等級は3年以上の実務経験者
（短縮

で。

総務局企画計理課☎03-5388-2289

日・人数
（中学生以上・小学生の別）
・代

働 く

10時〜17時、日

本科学未来館
（江東区青海）
で。小・中学

東京水辺ライン

（必着）
までに往復はがきに催し名・希望

8153

人。選考／作文・面接。任期／7月から

31年度前期技能検定
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京消防庁の仕事を体験。大学・大学院生

第884号

広報・国際担当☎03-5320-5524

か往復はがきに催し名・人数
ふりがな

法週間行事事務局(〒169-0075新宿区

3605-6140、多 摩 同 センター ☎042500-8700

製菓衛生師試験
子製造業務経験のある方か製菓衛生師

東京みらいの名工
育成プログラム

養成施設で所定の課程を履修した方。試

コース／木工製作、金属塗装、機械加

資格／中学卒業以上で、2年以上の菓

験 ／6月8日

。受 験 料 ／9,500円。申

込／4月26日
（消印）
まで。願書配布およ

び申込等詳細は で。

福祉保健局健康安全課☎03-53204358

。対
工、建築配管。各コース毎 （全6日）
象／都内中小企業等に勤務する方で申込

薦）
。授業料16,200円。申込／4月1日〜
込書
（

で入手）
に必要事項を書き、郵送

か持参で実施校へ。
産業労働局能力開発課☎03-5320-

①住宅内外装仕上科
（6カ月）
②エンジ

4719

ニア基礎養成科③電気制御基礎養成科

職 員 採 用
詳細は必ず事前に

東京都公立学校教員採用
候補者選考
（2020年度採用）

職種／教員
（小・中・高・特別支援

などでご確認下さい。

東京都公立学校臨時的任用教職員採用
候補者選考（産休育休代替教職員）
内容／産休・育休を取得する公立学

学校、養護教諭）
。資格／教員免許
（取

校教職員の代替として勤務する常勤職

得見込含む）
を持ち、昭和55年4月2日

員。職種／教諭・養護教諭・事務・栄

以降
（特例選考は昭和35年4月2日以

養士。新規申込／4月25日
（消印）
まで

降）
に生まれた方。採用／2020年4月

に郵送ほか。申込等詳細は

1日以降。申込／5月9日18時までに

か、10日
（消印）
までに東京都教育庁選
考課
（〒160-0023新宿区西新宿2-8-1
日本郵便
（株）
東京都庁内郵便局留）
へ
簡易書留で郵送。試験日等詳細は要綱
（

、区市教育委員会、都庁案内コー

ナー等で配布）
で。
同課☎03-5320-6787

で。

教育庁職員課☎03-5320-6714

外国語
（英語）
科時間講師
資格／外国語
（英語）科教員普通免

許状をお持ちの方。期間／6月〜7月
か9月〜10月に1カ月間。勤務先／都
内の公立中学校か高校。申込／4月
19日までに

で。

教育庁職員課☎03-5320-6794

※

わた

なべ

渡邊

職種の2級技能士を有する方
（要勤務先推
30日
（必着）
（大田校は26日まで）
に受講申

職業能力開発センター
6月入校生

人を感動させる本を作る
製本作業員

ひろ ゆき

博之さん（平成26年度受賞）

｢デジタルの世界では味わえない、本
とした。
の触感や風合い。本を好きになって下
皇室に献上する綿入れ表紙のアルバ
さい」
。日本古来の装丁によって作られ
ム製本やデザイナーからの複雑な製本
る伝統的な和装本から一般的な書籍ま
加工など、渡邊さんのもとには全国か
で、あらゆる製本に関する豊富な経験
らさまざまな依頼が寄せられている。
と卓越した技術を持つ渡邊博之さん。
平面に印刷されたものを立体化して
物心がつくころには製本の仕事を継
いくのが製本。｢アイデアで可能性を
ぐと決めていたという渡邊さんは、印
広げ人を感動させる本を作ることが、
刷会社で5年ほど修行したあと、父の
製本というものづくりの魅力｣と語る。
会社へ。当時、繁忙期には職人を増や
伝統的な手作業の技術と経験を基礎
し仕事をこなしていたが、時代を読み、 に、渡邊さんの新たな挑戦はこれから
仕事を確実に請け負うため、手作業の
も続く。
良い部分は残しつつ機械を導
入した。全て手作業だった和本
の｢和とじ製本｣も、切る・折る・
穴開けなどは機械で行うよう
になった。
御朱印帳の製本の話が来た
のは8年前。職人の多い京都
でも、全行程できる職人が減
り、今ではほとんどいないと言
われた。手掛けたことのない
仕事で一度は断ったが、御朱
印帳について調べ、息子の一
言で一念発起。試作品を何度
も作る試行錯誤の中、糊の濃
度、接着のプレス時間など和と
は け
じ製本のノウハウを生かし、形 刷毛で丁寧に糊付けをする
■ 東京マイスター ＷＥＢサイト http://www.meister-award.metro.tokyo.jp/

＝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

平成31年
（2019年）
4月1日
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交

広報 東京都

通

東京都シルバーパス・4月〜9月の新規購入のお知らせ
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30日です。
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）
。

対 象

必要書類

■❷❸の方は次のア〜ウのいずれか1点。

必要書類を用意し、最寄のバス営業所･都営地下鉄定期券発売所など

申 込

■全員 本人確認書類（保険証･運転免許証など）
ア｢ 31年（2019年）度介護保険料納入（決定）通知書｣の所得

の発行窓口へ。70歳になる月の初日から申し込み可能。

段階区分が｢1｣〜｢6｣。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。

❶31年
（2019年）
度住民税が｢課税｣の方 ……………………10,255円

費 用

イ｢31年（2019年）度住民税非課税/課税証明書｣

（申請が10月から3月までの場合は20,510円）
❷31年
（2019年）
度住民税が｢非課税｣の方 ……………………1,000円

ウ｢生活保護受給証明書（生活扶助）｣

❸31年
（2019年）度住民税が｢課税｣で30年の合計所得金額（※）が
125万円以下の方
（経過措置）…………………………………1,000円

※ア は再発行できません。イは区市町村で発行（原則有料）。ア･イ
は31年（2019年）度の書類が発行されるまでの間は30年度の
書類で代用できます。ウは31年（2019年）4月1日以降に発行さ
れ生活扶助受給が確認できるものに限ります。

※不動産売却に係る特別控除額（30年分）がある場合は税法上の合計所得
金額から控除します。該当する方は、必要書類が異なる場合があります。
東京バス協会シルバーパス専用電話 ☎03-5308-6950
福祉保健局在宅支援課 ☎03-5320-4275

お問い合わせ

「催し」
の続き

9時〜17時
（

多摩消費生活センター
食育講座

応募多数の場合抽選。受講料等必要。掲

催 し

「総合治水推進週間」
施設見学会

を除く）

街路樹ツアー
「春の神代植物公園と周辺を歩く」


5月18日 10時、浮間水再生センター

5月17日

12時。抽 選で30人。西 新

集合。浮間水再生センター、神田川・環

宿集合。武蔵境通り、神代植物公園を巡

載校以外も有。
西高校☎03-3333-7771
（〒168-0081

「
『ゆるマクロビ』でココロとカラダの調

杉並区宮前4-21-32）
「素敵にコーラス」5

子を整えよう! 」5月29日 ・30日 10

月25日〜7月21日
（

全5回）
。締切／

時。都内在 住・在勤・在学の高 校 生 以

農 産 高 校 ☎03-3602-2865（〒124 -

申込／5月8日
（消印）
までに往復はがきに

4月15日
（消印）
。

か往

上、抽選で各日18人。お菓子の実習有。

状七号線地下調節池などを見学。小学4

る。申込／4月10日
（消印）
までに

年以上
（小学生は保護者同伴）
、抽選で80

復はがきに催し名・人数
（2人まで）
・全員

人。申込／4月18日
（消印）
までに往復は

の住所・氏名・年齢・電話を書き、〒163-

講座」
「園芸基礎講座」いずれも5月11日

児希望は子供
（6カ月以上〜未就学児）
の

がきに催し名・全員の住所・氏名・年齢・

0720東京都道路整備保全公社
（☎03-

〜12月7日
（

年齢・性別を書き、多摩消費生活センター

電話を書き、〒163-8001東京都都市整

5381-3380）
へ。重複申込不可。

全5回）
。締切／4月15日

ふりがな

ふりがな

備局都市基盤部
（☎03-5388-3298）
へ。

隅田川著名橋等ツアー
勝鬨橋・清洲橋・吾妻橋等を巡る 
どき

消防技術安全所一般公開 安全安心の
街TOKYO未来へ繋げる消防科学    
つな

4月20日

9時30分 〜15時。業 務 紹

介、各種実験実演、VR防災体験車、はし

毎月第4

同校か教育庁生涯学習課☎03-5320-

上3人まで）
・全員の住所・氏 名・年齢・

ふりがな

電話を書き、〒163-0720東京都道路整
備保全公社
（☎03-5381-3380）
へ。

［申込］
往復はがきに、催し名・全員の
ふりがな

住所・氏名・年齢・性別・電話を書き、各

0212西多摩郡奥多摩町氷川171-1）
「春

5月11日 15時、有 楽 町 朝日ホール

同医会☎03-3353-8383か福祉保健
局健康推進課☎03-5320-4356

で。600人。申 込 ／4月19日
（消 印）
まで
に

ふりがな

かはがきに催し名・住所・氏 名・年

齢・電話を書き、東京都眼科医会
（〒1600008新宿区四谷三栄町3-10-201）
へ。
講演会後、眼科健康相談も有
（当日先着

都民の森
（〒190-0221檜原村7146）
☎
042-598-6006へ。

旧三河島汚水処分場ポンプ場施設
つつじ観賞会

の奥多摩湖・むかし道と見晴の丘」4月21

4月27日 10時〜15時。大正時代の

。往復4時間程度のハイキングが可

ロマンを残す赤れんがの建物でつつじを

能な小学3年以上、40人
（小学生は保護

観賞。マンホールカードなどの記念品の配

者同伴）
。大人1,200円、小学生800円
（バ

布有。

日
100人）
。

か往復はがきに催し名・開催日・住

ふりがな

所・氏名・年齢・性別・電話を書き、檜原

奥 多 摩 ☎0428-83-2037（〒198-

目の健康講座
「糖尿病網膜症と加齢黄斑変性」

042-522-5119へ。

に

ビジターセンターの催し

センターへ。応募多数の場合抽選。

学 ぶ

（〒190-0023立川市柴崎町2-15-19）
☎

自然・公園

込／希望月の前月末日
（消印）
までに往復

はがきに催し名・希望月・人数
（小学生以

ふりがな

講座名・希望日・住所・氏 名・電話・託

6893

集合。抽選で15人。水上バス乗船有。申

装備工場の施設見学など。
東 京 消 防 庁 消 防 技 術 安 全 所 ☎03-

（消印）
。

12時、かちどき橋の資料館

ご車搭乗体験、音楽隊演奏、消防学校・

3466-1515内線6325

0002葛飾区西亀有1-28-1）
「食品加工

ス代含む）
。締切／4月10日
（必着）
。

御岳 ☎0428-78-9363（〒198-0175

下水道局広報サービス課☎03-53206515

青梅市御岳山38-5）
「高水三山新緑ハイ

都立学校公開講座

キング
（健脚向き）
」5月19日 。小学5年

［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。

以上、20人
（小学生は保護者同伴）
。100
円。締切／4月26日
（消印）
。

檜原都民の森
①自然教室「野鳥観察と樹木の芽吹き
講 座」
4月27日

。100円。
「スミレと春

の野草ガイド」5月1日

。100円。
「野鳥

の声と哺乳類・星座観察」
11日

塩船観音寺つつじまつり

堀切菖蒲園

｢花と歴史の寺｣として知られる青梅市
の塩船観音寺で、お釈迦様の誕生日で
ある4月8日からつつじまつりを開催。

約20種･2万本のつつじが植えられ、5月初旬頃まで華やかな景色が広がる。つつ
じまつり中の有料期間は、入山料
（大人300円）
が必要。

日

。200円。
「春の森でカメラ講座」
18

日

。100円。
「オオルリ・ミソサザイ探

鳥会」
19日 。100円。②木工教室「ミニ
テーブル」4月28日

(30年4月27日、塩船観音寺で)

〜12

。3,100円。
「ミニ

山のふるさと村
（奥多摩湖畔公園）
「山のふるさと村春まつり」

4月13日 ・14日

9時30分 〜15時

30分。奥多摩の郷土芸能の紹介など。当
日直接会場
（☎0428-86-2556）
へ。

「腰掛け」
グテーブル」
12日 。8,100円。

六義園〜大名庭園で
つつじを楽しむ

「森林
19日 。2,600円。③特別イベント

4月13日〜5月6日。特別ガイドや解説

チェア」5月6日

。2,100円。
「ダイニン

セラピーとヨガ体験教室」5月5日 。100
円。申込／開催日の2週間前
（必着）
まで

パネル展示など。
同園☎03-3941-2222

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）
4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
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鑑

包括外部監査人から
監査結果報告書が提出されました

賞

7

♦ホストシティTokyoプロジェクト

春の「都民半額観劇会」
申 込

4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
ふりがな

包括外部監査は、公認会計士や弁護士など専門知識を有する外部の者
が、知事との契約に基づいて行う監査です。
監査テーマは監査人が自らの判断で決定し、30年度は、
「福祉保健局に
おける、子育て等支援関連事業および高齢者保健・福祉等関連事業に関す
る事務の執行について」、
「東京都福祉保健財団および東京都健康長寿医療
センターの経営管理について」
が選ばれ、監査を実施しました。
監査の結果、都民の福祉の増進、最少の経費で最大の効果、組織･運営の
合理化といった視点から、16件の指摘、71件の意見を受けました。

総務局行政改革課

武蔵国分寺公園
「Sunday Park Cafe」

16時

5

5月28日

14時

6

5月29日

14時

「ボッコちゃん ～星新一 ショー
トショートセレクション～」
韓国ナショナル・シアターカ
ンパニー

7

5月31日

19時

8

6月1日

19時

「坂本冬美特別公演 泉ピン子
友情出演」
坂本冬美 泉ピン子 ほか

9

6月2日

16時

10

6月11日

16時

11

6月2日

14時30分

12

6月24日

14時30分

13

6月3日

11時

14

6月4日

16時30分

15

6月7日

15時

ほか

16

6月12日

15時

上海京劇院日本公演
東京芸術劇場
「京劇西遊記2019～旅のはじ
指定席：4,900円
まり」
（1,000席）
上海京劇院

17

6月11日

19時

18

6月14日

13時30分

19

6月11日

16時

20

6月17日

16時

シアタークリエ
「CLUB SEVEN ZEROⅡ」
指定席：5,500円
玉野和紀 ほか
（100席）

21

6月17日

13時30分

22

6月24日

13時30分

23

7月4日

16時

2019」
と、②女性特有の体調管理などの

新橋演舞場
「笑う門には福来たる～女興
1等席：7,000円 行師 吉本せい〜」
（1,200席）
藤山直美 喜多村緑郎 ほか

24

7月5日

16時

情報を掲載したジュニア向けの
「女子アス

※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。

プは要事前申込。申込等詳細は

で。

同 事 務 局 ☎03-6457-9118（10時〜
17 時、13時 〜14時

除く）
か日比

谷公園大音楽堂☎03-3591-6388

ペース利用の有無を書き、東京都美術館
（〒110-0007台 東 区 上 野 公 園8-36）☎
石川さゆり

布袋寅泰

♦

明治安田生命J3リーグ「FC東京U-23
VS AC長野パルセイロ」観戦優待

「水曜コンサート
（警視庁音楽隊）
」4月

6月8日 14時、味の素フィールド西が

10日〜10月16日。
「金曜コンサート
（東京

丘で。中学生以下
（小学生は保護者同伴）
、

消防庁音楽隊）
」4月5日〜10月25日。い

抽 選 で100組200人。1組1,000円。申

ずれも12時〜13時、日比谷公園小音楽

込／5月20日
（必着）
までに

か往復はが

堂で。雨天・酷暑の場合中止。7月4日〜

きに試合名・観戦日・代表者の住所・電

9月3日は休演。

「東
話・全員の氏名・年齢を書き、FC東京

ふりがな

京都観戦事業係」
（〒182-0032調布市西
町376-3）
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

める世界最大級のクラシック音楽祭。テー
ものがたり

。
マ／
「ボヤージュ 旅から生まれた音楽」

「TOKYO style 2019」
「女子アスリー
トのコンディショニングガイド」作成
①スポーツが健康増進に及ぼす効果

同事務局 ☎03-3574-6833（10時〜

や、健康増進に役立つスポーツの種類・

除く）

頻度等を紹介する冊子「TOKYO style

18時30分

日比谷音楽祭〜フリーで誰もが参
加できる、
ボーダーレスな音楽祭

リートのコンディショニングガイド」
を作成

6月1日 ・2日 10時30分〜20時30

しました。本文と概要版を

分、日比谷公園で。出演／石川さゆり
（歌

からダウン

ロードできます。

手）
、布袋寅泰
（ギタリスト）
、JUJU
（歌手）

オリンピック・パラリンピック準備局ス

ほか。コンサート、楽器・音響体験など。

ポーツ推進部 ☎ ①03-5320- 7723 ②

大音楽堂のコンサート、一部ワークショッ

03-5320-7715

※

一路真輝
水夏希 ほか
世界のうた」

6月歌舞伎鑑賞教室
国立劇場
解説
「歌舞伎のみかた」
1等席：2,500円 「神霊矢口渡」
（1,000席）
中村鴈治郎 中村壱太郎
中村虎之介 ほか

話・介 助 者
（1人まで）の 有 無と駐 車 ス

フォーラムほかで。子供から大人まで楽し

明治座
S席：7,000円
（1,000席）

5月23日

ふりがな

、東 京国際

東京芸術劇場
指定席：2,500円
（100席）

4

15時③どちらでも可）
・住所・氏 名・電

5月3日 ・4日 ・5日

コンサート
「坂東玉三郎
坂東玉三郎

16時

間
（①10時 〜12時30分 ②12時30分 〜

ラ・フォル・ジュルネ
TOKYO2019

日生劇場
S席：6,500円
（300席）

5月21日

10時〜16時。コン

かはがきに希望受付時

東京芸術劇場☎03-5391-2111

「細雪」
浅野ゆう子
瀬奈じゅん

3

4月6日 ・7日

方、抽選で各回350人。申込／4月15日

都民コンサートが
始まります! 

明治座
S席：7,000円
（1,000席）

18時

7431

03-3823-6921へ。

「クイーン・エリザベス－輝
ける王冠と秘められし愛－」
大地真央 ほか

時

5月21日

文化・スポーツ

（消印）
までに

日生劇場
S席：6,750円
（360席）

日

2

東 部 公 園 緑 地 事 務 所 ☎03-3821-

20日 。身体障害者手帳等をお持ちの

公演
番号

目

18時

日）
など。

「クリムト展 ウィーンと日本 1900」5月

演

5月20日

や地元野菜を使ったスープカレーの販売、

東京都美術館
「障害のある方 ♦
のための特別鑑賞会」


当選者には、4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。5月7日までご送金下さい。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。

1

サートやスタンプラリー、千本桜の案内
（7

同公園☎042-323-8123

入場券の送付

劇場名・料金

☎03-5388-2337

く）
11時〜15時。移動販売車によるパン
ワークショップなど。

へ。抽選で8,560人。

※申し込み内容
（希望公演・人数）の変更はできません。

日暮里・舎人ライナーとともに
11年舎人公園千本桜まつり

4月14日 〜6月16日 毎 （5月26日 除

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」

※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。		

報告書の全文はホームページでご覧になれます。
http://www.kansa.metro.tokyo.jp/
お問い合わせ

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

歌舞伎座
一等席：9,500円
（600席）

六月大歌舞伎
松本白鸚 中村吉右衛門
片岡仁左衛門 ほか

三越劇場
六月花形新派公演
指定席：5,000円 「夜の蝶」
（700席）
河合雪之丞 篠井英介

東京喜劇 熱海五郎一座
「翔べないスペースマンと危
新橋演舞場
険なシナリオ～ギャグマゲド
1等席：6,000円
ンmission〜」
（1,200席）
三宅裕司 高島礼子
橋本マナミ ほか

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）
4月1日
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観

光

観光で福島県を応援しよう!
〜31年度被災地応援ツアー
東日本大震災や原発事故等で大
きな被害を受けた福島県の観光振
興と地域経済の復興を引き続き支
援するため、旅行代金を割引する
「被災地応援ツアー」を実施します。
この機会に福島県にお出かけ下
さい。

往時を復元した前田侯爵の書斎
=パソコン用壁紙

国宝白水阿弥陀堂

ぜい たく

優雅な空間に浸る、贅 沢 なひとときを

対象者

旧前田家本邸

（目黒区）

都内在住･在勤･在学の方
（健康保険証･運転免許証等で確認）

対象となる旅行

しょう しゃ

駒場東大前駅を降り、瀟洒な住宅街をしばらく歩くと、石造りの門を構
えた駒場公園が現れる。園内には、旧加賀藩主前田家16代当主の前田

※取扱旅行事業者については、同財団ホームページをご覧下さい。

とし なり こう しゃく

利為侯爵が昭和4年から5年にかけて自邸として建てた、地上2階地下１

宿

割引額等

階の鉄筋コンクリート造りの壮麗なイギリス建築様式の洋館と、本格的
な日本建築の和館が保存･公開されている。

東京観光財団に参加登録している都内の旅行事業者が販売する、福
島県への宿泊･日帰りの旅行（個人で宿泊等を手配した旅行は対象
外）。詳細は、取扱旅行事業者にお問い合わせ下さい。
泊 ： 1人1泊3,000円
（1回の旅行で2泊まで）

日帰り：1人1回1,500円
※割 引販売予定数（宿泊：延べ20,000泊･日帰り：延べ15,000人）に達
した時点で終了します。

じゅう たん

洋館に一歩足を踏み入れると、そこはまるで別世界。真紅の絨毯が広
がる玄関に圧倒される。社交の場であった1階部分は、応接間と2つの
客室、晩さん会などが催された食堂が配され、細部に施された意匠が重

お問い合わせ

厚な空間を演出している。視線を外に移すと、乗馬やゴルフを楽しんだ

産業労働局観光部 ☎03-5320-4627
東京観光財団 ☎03-5579-2682 https://www.tcvb.or.jp/jp/fukushima/

という広大な芝庭も見える。
装飾の彫り込まれた豪華な階段を上ると、家族6人が暮らした部屋が
けん らん

並び、絢爛豪華なカーテンや実際に使用されていた絨毯で彩られてい
きん から かみ

る。見どころは、古写真をもとに再現された書斎。金唐紙が貼られた壁

ゴールデンウイーク期間中の業務について

や、竜の彫刻があしらわれた暖炉を囲う大理石などは高貴な人物の部
屋であることを示しており、執務に励む侯爵の姿が目に浮かぶようだ。
洋館の東側にある和館も見応えがある。庭園を望むことができる大広
間では、書院造りの巨大な床の間や、欄間の精緻な透かし彫りが楽しめ

ゴールデンウイーク（4月27日〜5月6日の10連休）期間中に対応予定の東京都
の関連窓口および業務内容等の詳細は、4月初旬にホームページでご案内します。

が

る。明治期を代表する日本画家･橋本雅

東京都公式ホームページ
http://www.metro.tokyo.jp/ 東京都 検索

ほう

邦による杉戸絵や、前田家の家紋であ
る梅が刻まれた引き手にも注目したい。

電話でのお問い合わせは、ご利用になる各都立施設へ。
☎03-5321-1111（都庁代表電話）

柔らかい春の日差しが心地よい季節、
隠れた桜の名所とも言われるこの場所
で、華麗な侯爵家の生活に触れてみま
せんか。

パスポートセンターの窓口業務について

迎賓のために使用された和館

4月27日〜5月6日は、パスポート申請の受付は行いません。パスポートの交
のみ行います。
付は、日曜日（4月28日・5月5日）
ゴールデンウイーク期間の前後は、申請窓口が大変混み合います。ご出発日ま
でに余裕のある方は、この時期の申請は避けて下さい。ご協力をお願いします。

京王井の頭線｢駒場東大前｣駅･小田急線｢東北沢｣駅･｢代々木上原｣駅下
車、徒歩13分。
[旧前田家本邸]ボランティアによるガイド有。洋館☎03-3466-5150。9時〜16時
30分。
休館。和館☎03-3460-6725。9時〜16時。 休館。

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

☎03-5388-3093

ごあんない

パスポート電話案内センター

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

東京サイト
（テレビ朝日）

月曜〜金曜 13:55〜13:59

東京GOOD!
（テレビ東京）

月曜 21:54〜22:00

（テレビ東京）
テレビ 東京交差点

火曜 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

☎03-5908-0400

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
（5月1日発行）
は、4月30日・5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

