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青森から東京までランニングと自転車で
たすきをつなぎます
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宿泊施設のバリアフリー化を推進
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｢東京におけるマンションの適正な
管理の促進に関する条例｣を制定

7

Fax 03-5388-1329

あした

未来への道1000km縦断リレー

世帯と人口 平成31年3月1日現在の推計
702万1,187世帯 人口1,385万7,129人
（男：681万7,038人 女：704万91人）
＊参考：外国人数55万2,160人

｢外国人おもてなし語学
ボランティア｣育成講座を開催

東京都のホームページ▶http://www.metro.tokyo.jp/

広報東京都 検索

都庁の代表電話▶☎03-5321-1111

東京2020大会テストイベント
夏から本格実施!
東京2020オリンピック･パラリンピック競技大会の成功に向け、
競技運営および大会運営の能力を高めるために、テストイベントを実施します。
テストイベントは、東京2020組織委員会が競技･運営のテストとして行うもののほか、
競技団体が主催する国際･国内大会を活用して行われるものもあります。
競技団体が主催する大会の多くは観戦できます。
本番さながらの臨場感を会場でお楽しみ下さい!

東京2020組織委員会主催の
テストイベントで使用される
ロゴデザイン

© Satoshi TAKASAKI/JTU

Photo by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI

今年度第1弾 !
■近代五種テストイベント UIPM2019近代五種ワールドカップファイナル東京大会

近代五種ワールドカップ決勝が日本で初めて開催されます。近代五種は、馬術･水泳･フェンシング･
レーザーラン(射撃･ランニング)を1日で行う複合競技です。
日時 6月27日 木 12時〜18時30分 フェンシング
29日 土 13時〜18時15分 5種目男子
28日 金 13時〜18時15分 5種目女子
30日 日 10時30分〜18時15分 5種目ミックス
会場 AGFフィールド(旧味の素スタジアム西競技場) ※馬術･フェンシング(28日・29日・30日)･レーザーラン
武蔵野の森総合スポーツプラザ ※水泳･フェンシング(27日･30日)

■近代五種レーザーラン･フェンシング体験教室
日時 6月29日 土 10時30分･30日 日 9時

会 場 AGFフィールド

対 象 都内在住･在学の小･中学生(小学3年以上･小学生は

保護者同伴)、各日50人。
で。
http://pentathlon.jp/2019wcfspecial/

申 込 5月15日〜6月5日に

テストイベントの今後の予定は2面へ ▶▶▶
お問い合わせ

オリンピック･パラリンピック準備局競技・渉外課

☎03-5388-2826
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オ リ ン ピ

2020年に向けたラストラン！
あ し た

未 来への道1000km縦断リレー
みや被災地の現状を発信

スポーツクライミングは、オリンピックの競技としては東京2020大会から採用さ
れ、ボルダリング･リード･スピードの3つの複合種目として実施されます。順位はこの
ボルダリングは高さ4m程度の壁に設定された複数のコースを、制限時間内にいか

災の記憶の風化を防ぐと

に少ないトライ数で多く登り切れるかを競います。壁には、指先しかかからない小さ

ともに、たすきをつなぎ

なものから、両手でも抱えきれないものまで、ホールドと呼ばれる突起物が設けられ、

全国から集まる参加者と

左右の足をどこに配置し、手はどこをつかむのか、頭脳と身体双方の柔軟性が要求さ

被災地の方々との絆を深

れることから｢身体を使ったチェス｣とも呼ばれています。

めます。皆さんの参加を

リードは、6分の制限時間内に高さ12m以上の壁に設けられたルートを、ロープで

お待ちしています。

安全を確保しながら登ります。ルートを初見で登り、落下すると競技終了です。より高

開催期間

7月24日 ～8月7日

参加条件

①ふれあいランニング
年齢制限なし。車椅子等でも参加可能。7月24日ほ
か、指定会場で実施。
②ランニング
（1区間約1km～10km）
小学生以上の健康な方。

い地点まで登った選手が勝利します。ダイナミックなクライミングが見どころです。
スピードは、毎大会同じ条件で15ｍの壁にセットされた同一の2本のルートを、2人
の選手が隣り合わせで登り速さを競うトーナメント形式の種目です。
トップレベルの
選手は、男子は5秒台、女子は7秒台で駆け登ります。コンマ数秒の駆け引きが見られ
ます。

③自転車
（1区間約7km～30km）
高校生以上の健康な方。

※会場までの交通費、宿泊費等は各自の手配･負担。

み

最高のパフォーマンスを
ほう

「まずは東京2020
東京都出身の野中生萌選手は

約1,400人
（①～③合計）
。申込多数の場合抽選。

オリンピック出場を決めたい。そして目指すは金メ

5月28日（必着）までにホームページか郵送、ファク
スで。

参加申込

ク ・パラリンピック

3種目の合計点で決まります。

することで、東日本大震

定 員

ツ

54

今回は、オリンピックのスポーツクライミングを紹介します。

この夏も、青森から東京までランニングと自転車で東日本大震
災の被災地を縦断するリレーを開催します。復興へ向けた取り組

し え て

お

♦ホストシティTokyoプロジェクト

ダル! 今までクライミングというものに費やした全
てのエネルギーを力に変え、最高のパフォーマンス

申込方法等詳細はホームページをご覧下さい。
http://www.1000km.jp/

をしたいです! 選手それぞれのスタイルの違いを楽
しんで見ていただけたら嬉しいです」
と語っています。

ⓒEleven Management Inc.

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
参加者事務局 ☎03-3451-6107
（10時～17時、
除く）
0120-37-8434
オリンピック･パラリンピック準備局事業推進課 ☎03-5388-2198

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

東京2020大会テストイベントカレンダー（2019年6月～8月実施分）※9月以降も実施
東京2020オリンピック･パラリンピック競技大会のテストイベントの実施予定は

実施内容等詳細はホームページをご覧下さい。

以下のとおりです。一部観戦できない競技があります。
競技（種別）

イベント名

日

程

会

場

主

催

1 近代五種

2019 UIPM ワールドカップファイナル

6月27日～30日

AGFフィールド
国際近代五種連合
武蔵野の森総合スポーツプラザ

2 ウエイトリフティング

READY STEADY TOKYO－ウエイトリフティング

7月6日～7日

東京国際フォーラム

東京2020組織委員会／
（公社）
日本
ウエイトリフティング協会

3 アーチェリー

READY STEADY TOKYO－アーチェリー

7月12日～18日

夢の島公園アーチェリー場

東京2020組織委員会

4 サーフィン

READY STEADY TOKYO－サーフィン

7月18日～21日

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

東京2020組織委員会

5 自転車競技
（ロード）

READY STEADY TOKYO－自転車競技
（ロード）

7月21日

スタート：武蔵野の森公園
ゴール：富士スピードウェイ

東京2020組織委員会

6 バドミントン

ダイハツ･ヨネックスジャパンオープン2019 バドミント
7月23日～28日
ン選手権大会

7

バレーボール
FIVBビーチバレーボールワールドツアー2019 4-star
7月24日～28日
（ビーチバレーボール） 東京大会

武蔵野の森総合スポーツプラザ （公財）
日本バドミントン協会
潮風公園

国際バレーボール連盟

8月7日～11日

海の森水上競技場

国際ボート連盟

READY STEADY TOKYO－馬術
（総合馬術）

8月12日～14日

馬事公苑／海の森クロスカント 東京2020組織委員会／
（公社）
日本
リーコース
馬術連盟

10 ゴルフ

JOCジュニアオリンピックカップ大会
2019年度
（第25回）
日本ジュニアゴルフ選手権競技

8月14日～16日

霞ヶ関カンツリー倶楽部

11 トライアスロン

ITUオリンピッククオリフィケーションイベント
（2019
／東京）
ITU世界ミックスリレートライアスロンシリーズ
（2019 8月15日～18日
／東京）
ITUパラトライアスロンワールドカップ
（2019／東京）

お台場海浜公園

ITUオリンピッククオリフィケーショ
ンイベント東京大会実行委員会
（仮
称）

12 ホッケー

READY STEADY TOKYO－ホッケー

大井ホッケー競技場

東京2020組織委員会

13 セーリング

READY STEADY TOKYO－セーリング

8月17日～22日
（事 前 計 測 日：8月 江の島ヨットハーバー
15日～16日）

バスケットボール
14
（バスケットボール）
＊

バスケットボール日本代表国際大会2019
（仮称）

8月20日～25日
（調整中）

15 柔道

2019世界柔道選手権東京大会

8 ボート

2019世界ボートジュニア選手権大会

9 馬術
（総合馬術）

8月17日～21日

8月25日～9月1日

＊バスケットボール
（3×3 バスケットボール）
のテストイベントは別開催
お問い合わせ

オリンピック･パラリンピック準備局競技･渉外課

さいたまスーパーアリーナ
日本武道館

（公財）
日本ゴルフ協会

東京2020組織委員会
（公財）
日本バスケットボール協会
国際柔道連盟

（2019年4月時点／東京2020組織委員会ホームページより）

☎03-5388-2826

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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宿泊施設のバリアフリー化を推進
東京都は、東京2020大会やその先の高齢化を見据えて、障害者、高齢者、子供連れなど、あらゆる方が利用しやすい宿泊環境を
実現する取り組み
「OPEN STAY TOKYO」
を進めています。

建築物バリアフリー条例の改正

「宿泊施設バリアフリー化支援補助金」による支援

東京都では、
「建築物バリアフリー条例」を制定
し、バリアフリー法で定められている対象建築物
の拡大とバリアフリー化に関する整備基準の強
化をしています。
これまで、宿泊施設における客室について、バ
リアフリー法で「車椅子使用者用客室」の設置は
義務づけられていましたが、この度の条例改正に
より、車椅子使用者用以外の「一般客室」につい
て、国内で初めて整備基準を条例化しました。

宿泊施設のバリアフリー化へ取り組む事業者を支援しています。
対 象
補助額等

ホテル･旅館のバリアフリー化に取り組む事業者
施設整備

補助率4／5（補助限度額3,000万円）

客室整備

補助率最大9／10（補助限度額最大4,800万円）

備

補助率4／5（補助限度額320万円）

品

新設･改修などの規格により補助率等が
異なります。
様式等詳細は で。
◦
「バリアフリー化促進セミナー」や、施設改修･接遇
サービス向上に向けた「アドバイザー派遣」も行い
ます。

対 象

新築、増築、改築または用途変更部分の床面積の
合計が1,000㎡以上の建築物における全ての一
般客室
（9月以降に着工する建築物）

お問い合わせ

一般客室内の基準

・客室の出入口幅80cm以上
・客 室内の便所および浴室等の出入口幅70cm
以上
（努力義務規定75cm以上）
・客室内に階段または段を設けない
共用部の基準

・各客室までの経路に階段または段を設けない
お問い合わせ

都市整備局建築企画課

全ての人が自分に合った宿泊施設を選択できるよう情報発信の充実を図ります。
ホームページ「とうきょうユニバーサルデザインナビ」では、外出時に必要なバリアフリー情報
を紹介しています。年内にリニューアルし、利用しやすくします。
バリアフリーに取り組んでいる宿泊施設等についての掲載情報も募集して
UDナビ 検索
います。条件や掲載方法等詳細は で。

☎03-5388-3345

お問い合わせ

東京の名所などを巡り東京の魅力を体験しながらスポーツに親しむ、全5
回シリーズのウオーキング大会です。ぜひご参加下さい！
事前申込
締切

開催日

第1回

6月 8日

新宿･文京

新宿中央公園

5月20日

9月14日

三鷹･府中･調布

武蔵野の森公園

8月26日

第5回

12月 7日

第4回

11月 9日

ウオーキングエリア

スタート･
ゴール会場

回

10月 5日

多摩･日野

多摩中央公園

東大和･小平･東村山 東大和南公園
板橋･北

赤塚公園

10月21日
11月18日

1回当たり

①事前申込：大人1,000円、中･高校生と75歳以上500円。
②当日申込：大人1,500円、中･高校生と75歳以上1,000円。
小学生以下は当日申込のみ（無料）。
※別途所定の手数料がかかります。

定 員
事前申込

各回4,500人
ホームページか電話
（☎0570-039-846）
、チラシ
（各区市町村ス
ポーツ主管課等で入手）
添付の郵便局の払込用紙で。

お問い合わせ

同大会事務局 ☎︎03-5256-7855 https://www.tokyo-walk.jp/
オリンピック･パラリンピック準備局事業推進課 ☎03-5320-7714

※

☎03-3344-8534

「東京におけるマンションの
適正な管理の促進に関する条例」
を制定しました
分譲マンションは、建物の老朽化と居住者の高齢化という「二つの老
い」に直面しようとしています。東京都では、こうした状況を踏まえ、マ
ンション関係者の責務などに関する条例を制定しました。

条例の概要

9月17日

各回とも、約8km･約12km･約20kmの3つのコースと、史跡や文化財の
解説を行うガイドウオークコースを設定。さらに、第1･2･5回はこどもとウ
オーク
（約5km）
、第3･4･5回は自然を楽しむネイチャーウオークを実施。各
回ごとに体力や目的に合わせて楽しめるコースの選択が可能。
参加費

東京都福祉保健財団

住まい

TOKYOウオーク2019
参加者募集!

第3回

産業労働局受入環境課 ☎03-5320-4881
東京観光財団 ☎03-5579-8463

バリアフリー情報の発信 〜とうきょうユニバーサルデザインナビ

スポーツ

第2回

浴室内の空間や客室内の経路を確保した事例

◦責務の明確化
◦管理組合は、マンションを適正に管理し、社会的機能 の向上に向け
て取り組むよう努める。
※

◦区分所有者等は、その権限責任に基づき、管理組合の運営に参加する
よう努める。
◦管理状況届出制度の創設
（2年4月届出開始）
昭和58年12月31日以前に新築された6戸以上のマンション（要届
出マンション）の管理組合は、運営などの管理状況を届け出る。
◦管理状況に応じた助言･支援の実施
区市町村と連携し、関係事業者等の協力のもと、届け出によって把
握した管理状況に応じて管理組合等に対する助言･支援などを行う。
※防災、防犯等における地域社会の形成、環境性能の向上などの社会的な貢
献を果たすこと。

お問い合わせ

住宅政策本部マンション課 ☎03-5320-5004
http://www.mansion-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
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お知らせ
緊急情報伝達試験を
5月15日に実施

東日本大震災による避難者の方へ
水道・下水道料金の減免を継続します

5月は自動車税の納期です

5月25日〜31日は
脳卒中週間です

都内に避難し居住している方および避

脳卒中は、救命や後遺症の軽減を図る

難者の方が同居している世帯を対象に実

上で、発症後の早期治療が不可欠な疾患

5月15日 11時ごろ、全国一斉に全国

5月31日 までにお納め下さい。身体

施している水道料金
（都営水道）
と下水道

です。次のような症状が突然起こったらす

瞬時警報システム
（Jアラート）
を用いた緊

障害者手帳等をお持ちで一定の要件に該

料金
（23区）
の減免措置期間を、2年3月

ぐに119番して下さい。迷った場合は、救

急情報伝達試験が実施されます。試験時

当する方は、自動車税の減免が受けられ

31日まで延長します。減免措置を適用さ

には、都内の多くの区市町村で防災行政

ます。

れている方の再申請手続きは不要です。

無線等による｢これは、Jアラートのテスト

自動車税コールセンター☎03-3525除く）
か主税局相談広報班

です｣という放送や、防災情報メール送信

4066（

等が行われます。詳細は各区市町村へお

☎03-5388-2925

問い合わせ下さい。
総務局防災管理課☎︎03-5320-7891

高等学校卒業程度認定試験
（第1回）

試験／8月6日 ・7日

。締切／5月

15日
（消印）
。願書／文部科学省・都庁案
内コーナー・多摩教育事務所・東京都教
育相談センター・東京都教職員研修セン
ターで配布。
教育庁高等学校教育課☎03-5320-

空き家の相続・売却・賃貸・管理に関
する相談を受け付けています。空家・空
地管理センター
京急行電鉄

5月25日 都庁展望室等の
一般公開を休止します
電気設備定期点検のため、展望室等の
都庁見学、駐車場の利用はできません。
財務局庁舎管理課☎03-5320-7890

都提供のテレビ番組を
リニューアル!

ト・アイズ
ホーム

力を伝える。ナレーター／伊勢谷友介。
「東 京GOOD!」月曜21時54分 〜22時。
東京の街なかにある知られざる｢GOOD!｣

なスポットを紹介。いずれもテレビ東京で。
生活文化局広報課☎03-5388-3089

がゆがんでしまう など
福祉保健局医療政策課☎03-5320-

〈下水道料金〉23区／下水道事務所か下

4417

水道局業務管理課☎03-5320-6573

募

0120-406-212。ミサワ

0120-727-330。空き家に関

するイベント有。内容等詳細は

で。

5148

集
（6月〜12月、新宿・立川・高尾・奥多摩

都営住宅入居者

で講義・実習）
に参加できる方、抽選で20

［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-

人。1,400円
（普通救命講習代）
。申込／5

月7日〜29日に

自転車安全利用
TOKYOキャンペーン

（その他の期間）
、いずれも

除く。募

集戸数／①家族向・単身者向
（一般募集

交通ルール、マナーを守り自転車を安

住宅）
2,350戸②若年夫婦・子育て世帯向

全に利用しましょう。キャンペーン中の5月

（定期使用住宅）750戸③居室内で病死

は都内10カ所で自転車シミュレータやス

等があった住宅等353戸。募集案内・申

で。

都民安全推進本部交通安全課☎035388-3124

産業廃棄物を排出した
事業者の方へ

込書の配布／5月7日〜15日
（

除く）

で。

環境局緑環境課☎03-5388-3508

810
（5月7日〜20日）
、☎03-3498-8894

「東京都障害者総合美術展」
出品作品
作品／絵画・造形・書・写真。資格／

都内在住の障害者。申込／6月7日
（消印）

までに所定の申込書
（

日本チャリティ協会
（〒160-0004新宿区

窓口センターで。11日 ・12日 は、9時

四 谷1-19アーバン四 谷ビル4階）
☎03-

30分〜17時に東京観光情報センター
（都

3341-0803、 03-3359-7964へ。
同会か福祉保健局障害者施策推進部

庁第一庁舎1階）
で。 からも入手可。申
込／5月20日
（必着）
までに郵送で渋谷郵

☎03-5320-4147、 03-5388-1413

便局へ。

育英資金奨学生

成30年度にマニフェストを交付した事業

奨学金
（無利子貸付）
。対象／都内に住

者は、その内容を取りまとめた｢産業廃棄

所がある、高校・高専・専修学校
（高等課

物管理票交付等状況報告書｣を作成し、6

程、専門課程）
に在学する生徒で、勉学意

月30日までに都へ提出する必要があります
（排出場所が八王子市の場合を除く）
。
環境局産業廃棄物対策課☎03-53883514

欲があり、経済的理由により修学が困難

受動喫煙防止対策 施設管理者
向けハンドブックと標識を作成
やすく紹介した
「ハンドブック」
とシール型

6月に大阪で行われるG20サミット
（金融

の
「標識」
を作成しました。2年4月以降は、

奨励賞受賞作品

な方。高専・専修学校
（専門課程）
は都内
の学校のみ。所得等の審査有。申込／在

学校へ。締切／5月末までの在学校が指

大規模イベントに備えた
テロ警戒への取り組み強化

定する日。

水道フォトコンテスト

在学校、東京都私学財団☎03-5206-

テーマ／水道水源地域か東京の水道

施設の美しい四季。締切／6月30日
（必

7929

着）
。入賞作品は広報グッズに採用予定。

受動喫煙防止対策の新制度を分かり

サポートレンジャー

応募方法等詳細は

施設屋内に喫煙場所を設置する場合、施

自然公園の利用マナー向上等に取り組

6326

を迎えるラグビーワールドカップ2019 な

設の出入口や喫煙場所に標識を掲示しな

む東京都レンジャーをサポートするボラン

ど、重要行事の開催が続きます。

ければなりません。また、飲食店では今年

ティア。対象／18歳以上で、全9回の講座

世界経済に関する首脳会合）
、9月に開幕
TM

東京都および警視庁は、テロ等の発生

9月以降、喫煙・禁煙いずれの場合でも、

を未然に防止するため、区市町村や事業

店頭にその旨を表示する必要があります。

者等に警戒の取り組み強化を呼びかけて

からダウンロードか相談窓口

ル型)は

点検を強化していきますので、ご理解ご

☎0570-069690へ。

総務局防災管理課☎03-5320-7891

福祉保健局健康推進課☎03-53204361

か警視庁警備第一課☎03-3581-4321

工業統計調査
製造事業所を対象とした調査です。5月

東京都子育て支援員研修
（第1期）
受講者募集

①労働者向け｢事例から学ぶ 働くとき
のルール『労働契約』入門セミナー｣5月

域子育て支援②放課後児童③社会的養

24日 ・31日 18時30分。②使用者向

護。開催時期／7月から順次実施。場所／

け｢働き方改革関連法の解説と実務上の

新宿・水道橋・吉祥寺ほか。定員／各回

留意点｣6月5日 ・6日 14時。いずれも

80人程度。申込／5月7日〜24日
（必着）
ま

国分寺労政会館で。各日100人。申込／

福 祉 保 健 局 少 子 社 会 対 策 部 ☎03-

①同センター☎03-5211-2209②国

5320-4121

の回答をお願いします。

労働相談情報センターの
労働セミナー 

野への就業を希望する方。コース／①地

で。申込等詳細は区市町村か で。

中旬から調査員が伺いますので、調査へ
総務局産業統計課☎03-5388-2544

水 道 局サービス推 進 課 ☎03-5320-

対象／都内在住・在勤で子育て支援分

（代表）

で。作品展も開催。

働 く

ハンドブックおよび掲示用の標識(シー

います。都庁舎や都の各施設でも、巡回・
協力をお願いします。

で入手）
を郵送で

に都庁、区市町村、同募集センター・各

産業廃棄物の処理を委託する場合、産
業廃棄物を引き渡す際にマニフェスト
（産
業廃棄物管理票）
の交付が必要です。平

伊勢谷友介

◦歯を見せるように笑ってもらっても、顔

摩お客さまセンター☎0570-091-101か

0120-057-109。東京都

室を行います。開催日時等詳細は

「東京交差点」火曜21時54分〜22時。

〈周りの人が気付くこと〉

☎042-548-5110

行政書士会☎03-5489-2411。ネクス

タントマンが事故を再現する交通安全教

東京の芸術・文化の担い手に注目し、魅

地区／水道局サービスステーションか多

◦ろれつが回らない、言葉が出ない など

0120-336-366。東

住宅政策本部民間住宅課☎03-5320-

6743

◦片方の手足・顔半分の麻痺、しびれ

申請等のお問い合わせ

〈水道料金〉23区／水道局各営業所かお
客さまセンター☎03-5326-1101、多摩

空き家に関するワンストップ
相談窓口・普及啓発事業

急相談センター
（#7119）
へ。
〈自分で気付くこと〉

か電話、ファクスで。
分寺事務所☎042-323-8511

掲示用標識

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。

令和元年
（2019年）
5月1日

都庁では

境

楽しいドライブは、
点検整備とエコドライブから

ゼロエミッションビークルの
普及拡大に向けた取り組みを強化します
東京都は、CO2を排出しない環境先進都市｢ゼロエ

行楽シーズンに向けて、自動車で出かけることが多くなります。
自動車の点検整備は、運転中のトラブルを防止するだけでなく、

ミッション東京｣の実現に向け、2030年までに都内の

CO2や排出ガスの削減に効果があります。しっかり日常点検と定期

乗用車の新車販売におけるゼロエミッションビークル

点検を行いましょう。さらに、エコドライブの実践は、燃料の節約

の割合を5割まで引き上げることを目指しています。
このため、ゼロエミッションビークル等の購入に対

や交通事故の減少にもつながります。運転の際は、環境に優しいエ

する補助事業を今年度から一部拡充して実施します。

コドライブに取り組みましょう。

すぐに始められるエコドライブ
◦エアコンの使用を控えよう
◦不要な荷物は積まずに走行
◦自分の燃費を把握しよう

ゼロエミッションビークル
（ZEV）
とは、走行時に二酸化炭素等の排出ガスを出さない電
気自動車
（EV）
や燃料電池自動車
（FCV）
、プラグインハイブリッド自動車
（PHV）
のこと。

◦タイヤの空気圧をこまめに
チェック
◦駐車場所に注意

補助対象

※迷惑駐車はやめましょう

◦アイドリングストップ
◦道路交通情報の活用

電気自動車等
普及促進事業

九都県市エコドライブ講習会
6月10日 13時、尾久自動車学校
（小金井市）で。抽選で21
人。1,028円。締切／5月28日
申込等詳細は で。
日本自動車連盟東京支部 ☎03-6833-9130

お問い合わせ

環境局自動車環境課

☎03-5388-3462

労働相談情報センターの
街頭労働相談

日

解雇・賃金不払い・職場の嫌がらせな

で。

ど労働問題全般。働き方改革関連法に関
する資料配布・パネル展示も。日時・場
所／①5月16日

11時〜14時30分、小

田急町田駅東口カリヨン広場。②24日
12時〜15時30分、上野御徒町駅構内。
③24日

11時〜15時、伊勢丹立川店2

階。④26日

10時〜15時、しながわ中

央公園。⑤6月5日

11時〜15時、池袋

燃料電池自動車
（FCV）

ど8科目
（6カ月）
。②高年齢者
（おおむね
50歳以上）
／ビル管理、電気設備管理
（6

カ月）
。施設警備、クリーンスタッフ養成、

産業労働局能力開発課☎03-53204716

受験料／13,600円。願書配布／5月21

職 員 採 用

月22日・8月24日・11月9日

いずれ

か選択可。採用／2年4月1日。申込／
選考日ごとの指定日まで。勤務先／公
社運営の6病院。申込等詳細は

か同

0120-401-170へ。

東京消防庁救急相談センター
非常勤看護師
内容／電話による救急相談対応、関

係事務。資格／看護師
（実務経験者）
。
人員／若干名。勤務地／東京消防庁本

※

などでご確認下さい。
部庁舎。採用／7月。申込／事前に電

職種・人員／看護師200人・助産師

あゆ さわ

話の上、6月3日
（必着）
までに申込書を
郵送。面接有。
東京消防庁救急医務課☎03-32122111内線4545

被災3県の任期付職員
（各県採用）

東日本大震災で被災した岩手県・宮
城県・福島県で勤務する任期付職員。
説明会／6月8日 13時〜16時、都庁

都民ホールで。

総務局被災地支援課☎03-53882368

かばん・袋物製造工
つよし

鮎澤 剛さん（平成27年度受賞）

①一般／溶接、配管、介護サービスな

負担。

10人程度
（資格取得見込者）
。選考／6

使い手の思いを形に

職業能力開発センター
7月入校生

までに住所地のハローワークか各セン

東京都保健医療公社職員

☎03-5990-5068

福祉保健局薬務課☎03-5320-4522

ター・校へ。教科書・作業服代等は自己

詳細は必ず事前に

国の補助金制度で定める額の
1/2（上限104万円）

受 付 ／5月27日〜6月7日
（消 印）
に郵 送

カ月）
。選考／6月5日 。申込／5月23日

する方のための試験。試験／9月8日 。

本体価格のうち同種同格のガソ
リン車両との差額から国補助額
を除いた額（上限有）

から都庁、都内保健所などで。願書

同情報センター☎03-3265-6110

一般用医薬品の販売等に従事しようと

クール・ネット東京

EV30万円
（事業者は25万円）
PHV30万円（事業者は20万円）
個人
・
事業者

燃料電池自動車
導入促進事業

お問い合わせ

補助額

電気自動車
（EV）
プラグインハイブリッド
自動車
（PHV）

電動バイク

生活支援サービス、マンション維持管理
（3

登録販売者試験

対象者

電動バイク
普及促進事業

駅西口東武ホープセンター地下1階。

公社
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上質な革で仕立てられた、世界にひ
とつだけの鞄や革小物。使い込むほど
に艶や風合いが増し、なんともいえな
い愛着が生まれる。
神楽坂の一角に工房を構える鮎澤
剛さんは、あらゆる革を扱うスペシャリ
スト。一般的な素材である牛革に加え
て、ワニ、ゾウ、オーストリッチ(ダチョ
ウ)、トカゲといった希少価値の高い素
材に関する専門知識も持ちあわせる。
は ちゅう
｢牛革と爬 虫 類の仕立ては、洋服に

例えると、ジーンズとフォーマルスーツ
くらいの違いがある。僕は何でも作れ
るようになりたくて両方で勉強をした。
そこが珍しいのではないでしょうか｣。
13年前、｢近所の上手な鞄屋さん
になれれば｣、くらいの気持ちで工房
兼店舗を開いたところ、お客さんの方
が鮎澤さんのファンに。気付けば、制
作に入るまで数年待ちが必至の店に
なった。
｢オーダーメイドなので、お客さんの
思いをくみ取り、それを形にすることが
重要な仕事。デザインを起こし、原寸
大のサンプルを作って調整を行い、革
や金具を選ぶ、などの工程が必要な
ため、完成まで時間を要します。お待
ちいただくことは心苦しいですが、待
つ時間より、その後使う時間の方が長
い。そうやってお客さんの人生の一部

堀切菖蒲園

分に関わっているところに魅力を感じ
ています｣。
丁寧な仕事に定評がある。形状や
用途によって、ミシンと手縫いを使い
分け、時にはクラシックカーのシート張
り替えのような特殊な依頼にも対応す
る。難しい仕事になることは明白だが、
｢共感できるから｣｢面白そうだから｣引
き受ける。
同時に定期的なメンテナンスも勧め
たず
る。長持ちさせる秘訣を訊ねると、｢恥
ずかしいけれど、愛かな」
とにこやかに
答えてくれた。

気分転換は週に1度の水泳。楽しくて6年も続
いている

■ 東京マイスター ＷＥＢサイト http://www.meister-award.metro.tokyo.jp/
建設局河川部 ☎03-5320-5439

＝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

令和元年
（2019年）
5月1日
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広報 東京都

イベント

隅田川花火大会「市民協賛者」募集!
日 時

7月27日

（イ）
（エ）
（ウ）

19時〜20時30分（荒天等の場合は翌日に順延）
会

場

募集口数

協賛金額

（ア）
墨田区側両国親水テラス
※第2会場が観覧できる椅子席

1口6,000円
1,850口
（4口まで）
※1口につき１人招待

（イ）
台東リバーサイドスポーツセンター野球場
※
（イ）
〜
（エ）
は第1会場が観覧できるビニールシート席

1,550口
（1口のみ）1口10,000円

（ウ）
台東リバーサイドスポーツセンター少年野球場

※1口につき5人招待
500口
（1口のみ）

（エ）
台東リバーサイドスポーツセンター野球場
（団体席）

1口50,000円
100口
（1口のみ）
※1口につき22人招待

申 込

5月15日
（消印）
までにはがき
（1グループ1枚まで）に希望会場（1カ所のみ）
・協賛口数（アのみ）
・
ふりがな

代表者の住所・氏名・電話を書き、〒130-8640墨田区役所内「隅田川花火大会実行委員会 市民
協賛受付墨田事務局」
へ。

◦協賛金は、大会支援寄付として大会運営のための事前準備費用に充てます。

（ア）

◦大会順延・中止の場合も協賛金の返還はしません。

◦応募多数の場合抽選となります。当選者には、6月10日までに振込用紙を送付します。落選者には
通知しませんのでご了承下さい。
お問い合わせ

隅田川花火大会実行委員会
（墨田区役所内） ☎03-5608-1111 生活文化局文化事業課 ☎03-5388-3141

https://www.sumidagawa-hanabi.com/

催 し

学 ぶ

看護の日・看護週間
｢看護フェスタ｣

豊洲市場
おいしい土曜マルシェ

5月18日

5月11日 ・25日

12時〜16時、新宿駅西口

世界水素技術会議
（WHTC）
2019東京都特別プログラム

8時30分 〜15時

「脱炭素社会の実現に向けて〜水素エ

ひきこもりに関する講演会
6月15日 14時、都庁大会議場で。ひ

広場で。健康チェック・健康相談、キッズ

30分。豊洲市場の食材を活用した料理や

ネルギーを考える」6月4日 13時30分、

きこもりに悩む家族など、抽選で500人。

看護体験、進学・就職相談、ミニ講座、ス

鮮魚・野菜の販売など。

東京国際フォーラムで。300人。パネル

申込／6月10日
（必着）
までに申込書
（

タンプラリーなど。手話通訳有。
東京都看護協会☎︎03-6300-5398か
福祉保健局医療人材課☎︎03-5320-4447

知ろう!がん検診
｢モシカモくん｣スタンプラリー
5月25日 ・26日

9時30分 〜16時

（カード配 布は15時まで）
、上 野 動 物 園
で。スタンプを集めた方にオリジナルグッ
ズをプレゼント。
福祉保健局健康推進課☎︎03-5320-

同事務局☎03-3526-6423か中央卸
売市場総務課☎03-5320-5791

食肉市場｢肉料理講習会｣
市場の紹介と調理実習
6月14日 10時。抽選で25人。500円。
申込／5月23日
（消印）
までに往復はがき
ふりがな

に催し名・住所・氏 名
（1人のみ）
・年齢・
電話を書き、食肉市場業務衛生課
（〒108

ディスカッション、学生等によるエネル

で

入手）
を郵送かファクスで〒163-8001東

ギーに関する発表など。申込／5月14日

京都福祉保健局生活福祉部
（☎03-5320-

か往復はがき、ファクス

4039） 03-5388-1405へ。落 選 者 の

に住所・氏 名・電話・職業を書き、世界

み通知。支援団体による合同相談会
（13

水素技術会議2019東京都特別プログラ

時〜17時）
は申込不要。

（必着）
までに

ふりがな

ム事務局
（〒100-0013千代田区霞が関
1-4-2-14階日本コンベンションサービス
（株）
内） 03-3508-1695へ。
同事務局☎03-5510-7656か環境局

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

-0075港区港南2-7-19）
☎03-5479-

次 世 代エネルギー推 進 課 ☎03-5388-

氏名・年齢・性別・電話を書き、各校へ。

0695へ。

3421

応募多数の場合抽選。受講料等必要。掲
載校以外も有。

4363

｢東京みなと祭｣同日開催
とうきょうフェスタ in 豊洲
5月18日 ・19日

、豊洲市場で。世

界のシーフードグルメや移動水族館
（18

東京水辺ライン
｢古今亭菊生がご案内・水上バスで行く

6月6日 ・7日 （全2回）
9時30分、被
害者支援都民センターで。50人。犯罪被

9時、墨田区役所集合。100人。7,800

害者の実情と支援について。申込／5月

円。申込／5月8日
（必着）
までに往復はが

パラスポーツ体験など。｢東京みなと祭｣

きに催し名・人数
（中学生以上・小学生の

会場とのシャトルバス有。

別）
・代表者の住所・氏名・年齢・電話・ファ

同事務局☎050-5528-1843か港湾

0014足立区西綾瀬4-14-30）
「初・中級

築地『江戸前寿司と本格落語』｣5月21日

日）
、消防車両の展示
（19日）
、ラグビー・

局広報・国際担当☎03-5320-5524

江 北 高 校 ☎03-3880-3411
（〒120-

犯罪被害者支援セミナー

ふりがな

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

20日
（消印）
までに所定の申込書
（
手可）
を

で入

か郵送、ファクスで同センター

（〒169-0052新宿区戸山3-18-1） 03同センター☎03-5287-3337か総務
局人権施策推進課☎03-5388-2589

視覚障害／①
「音楽教室」
5月17日 13

時〜15時30分。②
「教養講座」
26日 13

時30分〜16時。聴覚障害／③
「文章教室」

晴海客船ターミナルを主会場に
開催する｢東京港｣のお祭り。今
年は5月18日 ・19日 に開催。

18時30分〜21時。④

「コミュニケーション教室」
5月25日
堀切菖蒲園

珍しい船の一般公開
（両日）
、消防艇や消防ヘリによる水の消防ページェント
（19日）
の他、屋台やキッチンカーも並び、多くの来場者で賑わう。

を楽しむ」6月22日・29日
（

全2回）
。締

切／5月29日
（消印）
。
6893

13

対象／点訳か朗読
（音訳）
の知識と経験

があり、受講後都内で活動できる方。課

題試験有。期間／7月3日〜2年2月12日
（点訳は原則 ・朗読は原則

）
。定員／

点訳30人・朗読20人。申込書の請求／
5月27日
（必着）
までに希望講習名・住所・
ふりがな

時30分〜16時。⑤
「教養講座」
〈夜の部〉

氏名を書き、92円切手を貼った返信用封

16日・6月6日 19時〜21時。〈昼の部〉

筒を同封して〒169-8664日本盲人会連

5月17日
（平成30年5月27日撮影。｢水の消防ページェント｣）

武 蔵 村 山 高 校 ☎042-560-1271

（〒208-0035武蔵村山市中原1-7-1）
「書

点訳・朗読奉仕員
指導者養成講習会

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室

東京みなと祭

全5回）
。締切／5月22日
（消印）
。

各校か教育庁生涯学習課☎03-5320-

5287-3387へ。

15日〜6月5日毎

バドミントン講座」6月15日〜7月27日
（

13時30分〜16時。東京都障

害者福祉会館、⑤の6月6日は武蔵野プレ
イスで。各日50人。事前申込不要。

合点字図書館へ。申込／6月3日
（必着）
ま

でに所定の申込書を同館へ。

同館☎03-3200-6160、 03-3200-

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、

7755か福祉保健局障害者施策推進部☎

03-5388-1734

03-5320-4147、 03-5388-1413

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。

令和元年
（2019年）
5月1日

都立多摩図書館トークイベント
「雑誌が
作り出すトレンドの変遷とミライ」

6月25日 14時、渋谷区文化総合セン

6月8日 14時。抽選で120人。託児・

ター大和田で。抽選で700人。申込／6月

車いすスペース・手話通訳か要約筆記有。

、はがき、ファ

14日
（必着）
までに電話か
ふりがな

「DIME」
「サライ」
「BE-PAL」の編集長に聞

クスに住所・氏名・電話・業種・質問を書き、

く。申込／5月26日までに

講習会事務局
（〒103-0001中央区日本橋

館で。

小伝馬町14-9-3階
（株）成 光 社 内）☎03-

か電話、来

講

「外国人おもてなし語学ボランティア」
育成講座
日常生活の中で、困っている外国人に簡単な英語で道案内などの手助
講座の修了者をボランティアとして登録します。なお、本講座は今年
度で終了します。

健 康 安 全 研 究センター☎03-33633487

講 座 内 容

7月7日 。野外炊さんや交流会で楽
しむ。5歳〜小学6年のひとり親家庭の親
子、抽 選で20組。1人1,080円。申 込 ／

6月3日
（消 印）
までに往 復はがきに催し
ふりがな

。13,000円。④「奥多摩むかし道ハイ
キング」
19日 〜20日 。11,500円。⑤
「夏 野 菜 の 収 穫 祭」7月6日

〜7日

。

11,000円。いずれも中学生以上、抽選で
20人。①③⑤1泊4食付②④1泊3食付・
交通費別。申込／開催日の1カ月前
（消印）

（学年）
・性
名・住所・全員の氏 名・年齢

までに

別・電話を書き、高尾の森わくわくビレッジ

員の住所・氏 名・年齢・性別・電話を書

（〒193-0821八 王 子 市 川町55）
☎042-

き、奥多摩都民の森
（〒198-0222西多摩

かはがき、ファクスに催し名・全
ふりがな

郡奥多摩町境654）☎0428-83-3631、

652-0911へ。

神代植物公園
「春のバラフェスタ」
約400種5,200株のバラが見頃
5月8日〜6月9日。ガイドツアーやコン

0428-83-3633へ。

鷹の御茶屋公開1周年記念事業
「浜離宮恩賜庭園は鷹づくし」


サートなど。早朝開園有。

「鷹の御茶屋の大工しごと
（職人技の実

同園☎042-483-2300

演）
」5月11日 10時〜10時50分・13時

対 象

入門〜初級の語学力
（英語）
の方

内 容

外国人に対する「おもてなし」の心を学ぶ「おもてなし講座」
1回と「語学講座」
4回をセットにした全5回のコース

コース名

おもてなし
講座

セットＡ

5月24日

セットB

5月26日

5月28日・29日・30日・ 南部労政会館
31日

セットＣ

5月28日

6月4日・7日＊

多摩消費生活センター

セットＤ

6月 1日

6月8日・15日＊

南部労政会館

セットＥ

6月 6日

6月11日・13日＊

国立オリンピック記念
青少年総合センター

セットＦ

6月12日

6月17日・21日＊

健康プラザハイジア

セットＧ

6月18日

6月20日・25日＊

多摩消費生活センター

セットＨ

6月22日

6月24日・25日・26日・
南部労政会館
27日

対 象

時30分〜11時30分・14時〜15時受付。

内 容

時。各回先着30組。
同園☎03-3541-0200

旧古河庭園
「春のバラフェスティバル」

5月1日〜6月2日。
「バラと洋館・日本

①「里 山 森 比 べ」6月8日

〜9日

。

10,000円。②「奥多摩山歩き・御前山と
〜12日

。9,200円。③

「アウトドアクッキン グ」
15日

〜16日

21時まで開園
（最終入園20時30分）
。
「春
バラの音楽会」
5月6日 ・26日 12時・
15時。雨天中止。
同園☎03-3910-0394

会

場

5月31日・6月5日＊

❷ おもてなしコース（定員各60人）

30分〜14時20分。
「大工しごと体験」
10

庭園のライトアップ」
5月10日 〜19日

語学講座（4回）
＊同日2回開催

◦セットＣコース・Ｇコースは託児サービス有。

「鷹と一緒に記念撮影」
12日 10時・14

奥多摩都民の森
（体験の森）


語学力（英語）に応じてどちらかを選択してください。

❶ セットコース（定員各36人）

自然・公園

笠取山」
11日

座

けを行うボランティアを育成する講座を開催します。

同館☎042-359-4020

6661-7516、 03-6661-7517へ。

高尾の森わくわくビレッジ
「ひとり親
家庭のための1DAYプログラム」
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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

デング熱やジカウイルス感染症
などを媒介する蚊対策講習会

第885号

英語による簡単な日常会話ができる方

「おもてなし講座」
1回のみのコース

コース名

開催日

会

場

おもてなしＩ

5月22日

健康プラザハイジア

おもてなしＪ

5月25日

八王子労政会館

おもてなしＫ

6月 9日

南部労政会館

おもてなしＬ

6月14日

国立オリンピック記念青少年総合センター

おもてなしＭ

6月15日

八王子労政会館

おもてなしＮ

6月27日

東京ウィメンズプラザ

◦おもてなしＩコース・Ｎコースは託児サービス有。

5月9日までに、 か受講申込書
（ で入手可）
で。
※一部の区市町村等においても、本講座を開催します。重複受講はできません。
※7月以降のスケジュールは決定次第 等でお知らせします。
申 込

お問い合わせ

文化・スポーツ
TURNミーティング

♦

木ヒルズ、東京ミッドタウン、国立新美術

（申込について）同事務局 ☎03-5913-6408
https://www.applyfor-omotenashi-v.com/
（事業について）生活文化局地域活動推進課 ☎03-5388-3056

館などで、現 代アート、音 楽、映 像、パ

京藝術大学上野キャンパスで。TURN

同事務局☎03-5777-8600（ハローダ

響曲第5番「運命」
ほか②ビゼー：
「アルル

ラグビーワールドカップ2019
ゴールデンウイークにPRイベント

の取り組みを紹介し、アーティストや研

イヤル）
か生活文化局文化事業課☎03-

の女」第1・第2組曲ほか。4歳以上、抽選

4月27日 〜5月6日

究者等のゲストと共に、社会の今と未来

5320-7703

5月12日 13時30分〜15時30分、東

について考察する。

フォーマンスなどの作品を展開。

8435か生 活 文 化 局 文 化 振 興 部 ☎03-

ショートショート フィルムフェス
ティバル ＆ アジア 2019

5320-7736

アーツカウンシル 東 京 ☎03-6256-

伝承のたまてばこ〜多摩伝統♦
文化フェスティバル2019
5月25日 ・26日 10時〜17時、JR

5月25日 10時〜26日 18時、六本
※

ベントを開催。｢ゴールキックチャレンジ｣

復はがきに希望会場・人数
（3人まで）
・代

や「トライフォトスポット｣等でラグビーを

ふりがな

ふりがな

楽しく学ぶ。期間中、同会場および東京
スポーツスクエア別館に、大会公式マス

ペース オーほかで。米国アカデミー賞公

0014中央区日本橋蛎殻町2-13-9）
☎03-

コット
「レンジー」
が登場。

認、アジア最大級の国際短編映画祭。約

3669-8551へ。

200作品を上映
（一部有料）
。オンライン開
催も実施。
「東京」がテーマの作品や都製
作「ホセのトーキョー夢物語」
も上映。上映

六本木アートナイト2019     ♦
〜夜の旅、
昼の夢

ワー｢ゴールデンまなびウィーク｣でPRイ

書き、プレミアムコンサート事務局
（〒103-

日時等詳細は

化局文化事業課☎03-5320-7703

で①800人②1,100人。申込／①6月7
か往
日②14日
（消印）
までに （18時まで）

5月29日〜6月16日、表参道ヒルズ ス

芸能公演、八王子芸妓衆によるお練りや
同事務局☎042-621-3005か生活文

、日本テレビタ

表者の住所・氏名・電話・全員の氏名を

八王子駅北口で。街なかを舞台に、伝統
邦楽演奏など。一部有料。

TM

揮／梅田俊明、曲／①ベートーベン：交

で。

同事務局☎03-5474-8844か産業労
働局観光部☎03-5320-4786

東京都交響楽団プレミアム♦
コンサート 町田・日野公演
①7月7日 15時、町田市民ホールで。
②20日 15時、ひの煉瓦ホールで。指

オリンピック・パラリンピック準備局ラ

生活文化局文化事業課☎03-5320-

グビーワールドカップ開催準備課☎03-

7703

5320-7841

ピーポくん
ファミリーコンサート

東京武道館トレーニングルーム
が期間限定で早朝営業

7月20日 14時、練馬文化センターで。

5月1日〜6月30日、開館時間を9時か

出演／警視庁音楽隊・カラーガード。抽選

ら7時30分に繰り上げ。450円（2時 間

で1,200人。申込／5月31日
（必着）
までに

30分）
。

往復はがきに催し名・人数・代表者の住
ふりがな

所・氏名・電話を書き、〒100-8929警視

東京武道館ティップネス☎03-56823531

庁音楽隊
（☎03-3581-4321
〈代表〉
）
へ。

＝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☆

令和元年
（2019年）
5月1日
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子

供

「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」
を施行しました
虐待は、子供への重大な権利侵害です。東京都では、社
会全体で虐待を防止し、子供を虐待から守る環境づくり
を進めます。虐待の防止にあたっては、年齢や発達の程
度に応じた意見を尊重するとともに、子供の安全･安心お
よび最善の利益を最優先します。
毎年度、虐待防止施策の実施状況を公表します。
バラの見頃は5月中旬から6月中旬
=パソコン用壁紙

都民の責務
◦虐待通告の義務
虐待通告は、子供を守るのみならず、家庭への支援にもつながります。「虐待かな」
と思ったら、ためらわずに通告して下さい。

色とりどりのバラに包まれて

東京さくらトラム
三ノ輪橋停留場周辺（荒川区）

◦虐待防止等に関する理解
虐待を受けた子供が、地域社会で等しく愛され、社会的自立ができるよう、虐待防
止に協力しましょう。

保護者の責務

三ノ輪橋から王子駅前、大塚駅前、早稲田までの12.2kｍ、30の停
留場を結ぶ、東京さくらトラム
（都電荒川線）
。路線の大部分が車道とは
別の専用軌道を走り、地域に密着した交通機関として親しまれている。

◦体罰や暴言によらない子育て
子供への体罰や暴言は、虐待にエスカレートする可能性があり、医学的にも子供の
脳の発達に深刻な影響を及ぼすことがあるとされています。

電車は、1両編成。道路の中央を走り、信号待ちをする姿はバスのよ
う。特に三ノ輪橋から荒川車庫前までの荒川区沿線は、線路沿いに咲
き誇るバラが目に留まる。荒川区では、花と緑で沿線を包み込もうと約

◦妊産婦や乳幼児の健康診査
健康診査により、妊産婦や子供の健康保持はもちろん、育児の不安や課題を早期に
見つけ、支援を受けることができます。受診していない場合には、区市町村が受診
を勧めます。

30年前からバラの植栽を始め、今では、地域のボランティアも手入れ
に加わり、約140種13,000株のバラが多くの人々を楽しませている。
「関東の駅百選」にも認定されている三ノ輪橋停留場は、昔懐かしい

い ち は や く

時計や看板が並び、昭和30年代にタイムスリップしたような雰囲気。レ

「虐待かな」
と思ったら迷わず、児童相談所全国共通ダイヤル

トロ調の車両やバラをイメージした車両が入れ代わり立ち代わり到着

189

通告内容が間違っていた場合でも、通告した人が責任を問われることはありません。

し、写真に収める人、間近に迫る車両にはしゃぐ子供の姿が見られる。
昨年10月にオープンした「三ノ輪橋おもいで館」では、都電や都バス
グッズの販売、沿線情報の案内を行っており、観光の出発地としておす

小池知事からのメッセージ

すめ。近くには、昭和の面影が残

虐待は子供の心に深い傷を残し、否応なくその輝き
を奪います。社会全体で、理解を深め、児童虐待防止の
取り組みを推進し、虐待から子供を断固として守るた
め、
「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」を定
めました。
今後、児童相談所や地域の関係機関等が一層連携し
て子供と家庭への支援を進めていきます。都民の皆様
が、地域で子供や保護者を見守ることも大変重要とな
りますので、引き続き、ご協力をお願いします。

るアーケードの商店街「ジョイフル
三の輪」があり、買い物客で賑わっ
ている。
爽やかな風が吹くこの季節、懐
かしい風景に会いに行ってみては
いかがだろうか。

「三ノ輪橋おもいで館」
では沿線のジオラマが見られる

［三ノ輪橋おもいで館］10時〜18時。 ･ 休
（
は営業）
。東京さくらトラム
「三ノ輪橋」
停留場下車すぐ。東京メトロ日比谷線
「三ノ輪」
駅下車、徒歩4分。
［都電･三ノ輪橋おもいで館について］
都営交通お客様センター ☎03-3816-5700
［沿線のバラについて］
荒川区緑化推進係 ☎03-3802-3111
（代表）

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）

☎03-5388-3093

ごあんない

お問い合わせ

福祉保健局少子社会対策部

手紙･はがきで

〒163-8001 東京都庁
「都民の声総合窓口」
へ
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
（30）
66

〈次号
（6月1日発行）は、5月31日・6月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

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

03-5388-1406

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）

ファクスで

☎03-5320-4138

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。

訂 正 「広報東京都」
4月号1面において、地図の一部に誤りがありました。おわびいたします。

訂正版は
「WEB広報東京都」に掲載いたしました。

※電話番号を間違えないようにお願いします

