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東京マラソン2020

新たに｢都民エントリー｣枠を設けます

夏の｢都民半額観劇会｣

お得な料金で観劇できる機会を提供します

等
12「東京都受動喫煙防止条例」
一部施行

Fax 03-5388-1329

広報東京都 検索

東京都のホームページ▶http://www.metro.tokyo.jp/

世帯と人口

元年5月1日現在の推計

709万5,864世帯 人口1,392万1,329人
（男：684万5,752人 女：707万5,577人）
＊参考：外国人数56万3,997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

開催まで、あと1年！

大

会

概

要

正式名称

第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

開催期間

2020年7月24日 祝 〜8月9日 日

東京2020パラリンピック競技大会

競技数・種目数

33競技・339種目

22競技・540種目

新競技

空手、スケートボード、スポーツクライミング、サーフィン

バドミントン、テコンドー

参加アスリート数（予定）

11,090人

4,400人

聖火リレー

2020年3月26日 木 〜7月24日 祝

2020年8月13日 木 〜25日 火

2020年8月25日 火 〜9月6日 日

♦ホストシティTokyoプロジェクト

住んでいる人も、訪れる人も、より快適な東京へ

小池知事からのメッセージ
いよいよ東京2020大会も、あと1年というとこ

ろまで迫ってまいりました。

6月には都内全62区市町村を巡るオリンピック

聖火リレールートの概要を発表し、7月からは聖火

東京2020大会期間中は、選手や大会関係者に加え、

延べ1,000万人の観客等、多くの人が東京を訪れます。
それに伴い、道路や公共交通機関の混雑が想定されま

す。大会期間中も都市機能を維持するための対策とし

て、東京都は｢スムーズビズ｣を進めています。
スムーズビズ推進期間PRポスター

お問い合わせ

2面にスムーズビズ推進期間について掲載

ランナーを募集してまいります。

この夏は、大会本番を想定した試行･検証を行う

ラストチャンスです。テストイベントなどを活用し
｢暑さ対策｣の実効性を高め、｢スムーズビズ｣によ

り交通混雑緩和を進めるなど、
さまざまな取り組みを行ってまいります。
大会を成功に導くとともに、その先のレガシーを見据えて、多岐にわ

たる大会準備に万全を期してまいります。

〈東京2020大会について〉オリンピック･パラリンピック準備局総務課
〈スムーズビズ について〉都市整備局調整課 ☎03-5388-3329

☎03-5388-2217
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は「WEB広報東京都」
からアクセス! 広報東京都 検索

広報 東京都

東京 2020オリンピック･パ ラリンピック
スムーズビズ推進期間 7月22日

東京2020オリンピック聖火リレー
開 会 式 当 日 ま で の15日 間、都 内
全62区 市 町 村 で 東 京2020オ リ ン

｢スムーズビズ｣は、東京2020大会の交通混雑緩和に向けた「交通需要マネジメント
（TDM）
」
「テレワーク」
「時差Biz」などの取り組みの総称です。これ
らの取り組みを一体的に推進することで、快適な通勤環境の実現や企業の生産性の向上につなげ、新しい働き方の東京モデルの構築を目指しています。

ピック聖火リレーを行います。東京
1964オリンピックの会場であった
駒沢オリンピック公園の中央広場か

この夏、さまざまな取り組みを総合的
に試行する「スムーズビズ推進期間」を設
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※バックナンバーもあります

オリンピック期間（7/24〜8/9）

パラリンピック期間
1（8/25〜9/6）
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競 技 大 会 ～ 開催まで、あ と1 年 ！

9月6日

〜今年の夏 はじめよう、スムーズビズ〜

第887号

と島しょ地域、後半は区部を巡りま
す。2020年3月26日に福島県を出発
し、121日間かけて全国を回ったオ
リンピック聖火は東京都庁に到着し
た後、新国立競技場で行われる開会
式で聖火台に点火されます。

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽

実施日
2020年
  1日目
7月10日

実施区市町村 【

画像提供：Tokyo2020

】
はセレブレーション会場

世田谷区→狛江市→稲城市→町田市
【町田シバヒロ】

  2日目      11日

多摩市→日野市→昭島市→八王子市
【富士森公園】

  3日目      12日

檜原村→奥多摩町→日の出町→青梅市→瑞穂町
【瑞穂ビューパーク競技場】

  4日目      13日

羽村市→あきる野市→福生市→武蔵村山市→立川市
【TACHIKAWA

  5日目      14日

国立市→国分寺市→小平市→東大和市→東村山市
【国立療養所多磨全生園】

  6日目      15日

清瀬市→東久留米市→西東京市→小金井市→府中市
【東京競馬場】

  7日目      16日

調布市→三宅村→神津島村→新島村
（新島･式根島）
→利島村→大島町
【仲の原園地】

STAGE

GARDEN】

  8日目      17日

御蔵島村→八丈町→青ヶ島村→小笠原村
（父島･母島）
→三鷹市→武蔵野市
【武蔵野陸上競技場】

❾

  9日目      18日

杉並区→中野区→練馬区
【練馬区立練馬総合運動場公園】







10日目      19日

豊島区→板橋区→北区→足立区
【東京都中央卸売市場足立市場】

11日目      20日

葛飾区→江戸川区→墨田区→荒川区
【南千住野球場】

12日目      21日

台東区→文京区→千代田区→中央区
【中央区立浜町公園】

13日目      22日

江東区→大田区→品川区
【しながわ中央公園】

14日目      23日

目黒区→渋谷区→港区
【港区立芝公園】

15日目      24日

新宿区



※セレブレーションとは、各日最終聖火ランナーの到着時に、聖火到着を祝うイベントのこと。
奥多摩

お問い合わせ 〈スムーズビズについて〉都市整備局調整課 ☎03-5388-3329 https://smooth-biz.tokyo/
〈交通需要マネジメント
（TDM）
について〉オリンピック･パラリンピック準備局輸送課 ☎03-5320-7696
〈テレワークについて〉産業労働局労働環境課 ☎03-5320-4657 https://tokyo-telework.jp/
〈時差Bizについて〉都市整備局交通企画課 ☎03-5388-3321 https://jisa-biz.tokyo/

東京2020大会テストイベント実施中!
Park24 Group presents 2019
世界柔道選手権東京大会
8月25日 ～9月1日 、日本武道館で。約130の国と地域から800人を
超える選手が出場。

♦ホストシティTokyoプロジェクト

https://2020tdm.tokyo/

本番さなが
らの
臨場感！

駒沢オリンピック公園

ITUオリンピッククオリフィケーションイベント
（トライアスロン）

小笠原諸島・父島

聖 火ランナ ー
募 集！

8月15日 ～18日 、お台場海浜公園で。世界各国･地域の有力選手が
出場！パラトライアスロンも実施します。

観戦
招待

観戦
招待

8月28日 ･29日 。都 内 在 住･
在勤･在学の小学生以上
（小学生
は保護者同伴）
、抽選で各日50組100人。

募集期間
7月1日～8月31日

申込／7月16日（必着）
までに往復はがきに大会名･観戦日･代表者の
ふり がな
「OQE大会事務局観戦招待担当」
住所･電話･全員の氏 名･年齢を書き、
（〒160-0023新宿区西新宿3-7-33-402）☎03-6279-0572へ。重複申
込不可。

申込／7月13日
（必着）までに かはが
き ふに
希
望
日･代
表 者 の 住 所･電 話･全 員
り がな
（学年）を書き、全日本柔道
の氏 名･年齢
連盟「世界選手権無料招待係」
（〒1120003文京区春日1-16-30-5階）へ。重複
申込不可。当選者のみ通知。
オリンピック･パラリンピック準備局計画推進部

都内在住･在勤･在学の小学生以上（小学生は保護者同伴）、抽選
で各日20組40人。

オリンピック･パラリンピック準備局計画推進部

お問い合わせ

☎03-5320-7997

際大会が日本で初開催。

7月21日 12時、武蔵野の森公園をスタート。17時15分ごろ、富士スピー
ドウェイ
（静岡県）
にゴール。海外チームを含め、約120人の選手が出場。
交通規制

11時～14時ごろ、コースとなる公道において交通規制が行
われます。ご理解とご協力をお願いします。規制時間･区間等
詳細は で。

オリンピック･パラリンピック準備局計画推進部

☎03-5388-2249

申し込みの際は、住所には郵便番号を、氏名にはふりがなをお忘れなく。

観 戦 8月9日 ･10日 ･11日 。都内在住･在勤･在学の小学生以上
招 待 （小学生は保護者同伴）
、抽選で各日100組200人。

日 時
場 所

ふり

申込／7月13日
（必着）までに か往復はがきに希望日･全員の住所･氏
がな
名･年齢
（学年）･電話を書き、日本ボート協会「世界ジュニア都民観戦招
待」事務局（〒104-0045中央区築地1-12-15-6階）
へ。重複申込不可。
オリンピック･パラリンピック準備局計画推進部

返信用はがきの宛名面もご記入下さい。

7月24日 10時～18時
東京国際フォーラム
（千代田区）

お問い合わせ

☎03-5388-2826

宛先が郵便番号だけのものは住所不要です。記載の通りお書き下さい。

で。https://www.tokyo-runner.jp

東京都聖火ランナー選考事務局

☎03-5320-7848

☎03-6277-2459

♦ホストシティTokyoプロジェクト

photo by Tokyo2020/Shugo TAKEMI

「東京2020 Let's 55 ～レッツゴーゴー～
オリンピック1年前スペシャル」
開催

8月7日 ～8月11日 、海の森水上競技場で。ジュニア世代最高峰の国

自転車ロードレース

申込要件等詳細は

東京2020競技体験プロジェクト

2019世界ボートジュニア選手権大会

☎03-5388-2249

オリンピック･パラリンピック準備局企画調整課

1人あたりの走行距離／約200m
主な条件／◦平成20年4月1日以前に生まれた人
◦東京都にゆかりがある人

※

内 容

◦競 技 体 験
（ウ エ イ ト リ フ テ ィ ン グ･ア ー
チェリー等約15競技）
◦アスリートによるパフォーマンス

東京2020組織委員会 ☎0570-09-2020
オリンピック･パラリンピック準備局計画推進部

など

☎03-5320-7769

＝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

当日は東京2020マスコット
「ミライトワ」
（左）
も登場します。

※電話番号を間違えないようにお願いします
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スポーツ

ラグビー観戦イベント開催！

ラグビーパブリックビューイング2019 in TOKYO

「東京マラソン2020」は、都内居住者を対象とした「都民エントリー」枠を新た
に設け、合計38,000人のランナーを募集します。

大会の9月開幕を目前に控え、ラグビー
イベントを開催します。

2年3月1日

日 程

ゲストによる解説を交えたパブリッ

車いすマラソン
（フル･10km） 9時5分

スタート

クビューイング
（モニターによる試合観

マラソン
（フル･10km） 9時10分
区 分
都民エントリー
(フル)

一般エントリー
(フル･10km)

ラグビーワールドカップ2019™日本

種

戦）、大会公式マスコット「レンジー」と

目

申込日時
7月22日10時
マラソン（男子･女子）
～31日17時
マラソン
（男 子･女 子、
車いす男子･女子）
10km（ジ ュ ニ ア ＆
ユース･視覚障害者･知
的障害者･移植者･車い
すの各男子･女子）

定

員

参加料
（国内）

の交流、ラグビー体験、ラグビー強豪国
の名物料理などをお楽しみ下さい。

1,000人

16,200円

26,370人

16,200円

リポビタンDチャレンジカップ2019
パブリックビューイング

400人

5,600円

日本代表 対 フィジー代表

8月1日10時
～30日17時

チャリティランナーほかの募集もあります。
お申し込みは

で。応募多数の場合抽選。

※
「都民エントリー」の対象は都内居住者の
み。在学･在勤は除く。

お問い合わせ

し え て

ツ

場 所

町田シバヒロ
（町田市）

※試合：14時50分キックオフ（岩手県釜石市）

日 時

8月3日 17時〜21時

場 所

歌舞伎町シネシティ広場
（新宿区）

※試合：19時10分キックオフ（大阪府東大阪市）

カウンターボールに触れて

東京マラソンエントリーセンター
（東京マラソン財団） ☎03-6635-5351
https://www.marathon.tokyo/

オ リ ン ピ

7月27日 13時〜17時

日本代表 対 トンガ代表

ⓒ東京マラソン財団

お

日 時

目指せ 100万人！

55

ク ・パラリンピック

今回は、オリンピックのサーフィンを紹介します。
サーフィンは、東京2020大会で新たにオリンピック競技正式種目として採
用されます。古代ポリネシア人によって始められ、アメリカを中心に広まった
海のスポーツで、サーフボードという板を使って波に乗り、得点を競います。
サーフボードは、長さ9フィート
（約274cm）
以上のロングボードと、長さ6
フィート
（約183cm）
前後のショートボードの2種類ありますが、東京2020
大会では、ボードの先端が尖っていて、細かいターンがしやすいショートボー
ドを使って競技が実施されます。
競技の勝敗は波を乗りこなすテクニックによって決まります。1つの波に乗
る中で、いかに難度が高くバラエティー豊かで、スピードやパワーなどの要素
も加えた技を繰り出せるかが、高得点を得る決め手となります。
東京2020大会では、4人ずつで競技を行い、高得点の2人が勝ち抜く方式
を採用予定です。1試合約20分の競技時間内に1人10本程度の波に乗り、1
本ずつの得点を決定します。そのうち、高得点を獲得した2本の合計点により
勝敗が決まります。
刻々と変化する波への順応、良い波をつかむための選手同士の駆け引きも
勝負を分ける鍵となります。

会場にカウンターボールを設置しま
す。みんなでボタンを押して大会を
盛り上げていきましょう！

お問い合わせ

オリンピック･パラリンピック準備局スポーツ推進部 ☎03-5320-7841
http://tokyorugby.metro.tokyo.jp/
♦ホストシティTokyoプロジェクト

1000万人ラジオ体操･
みんなの体操祭
ラジオ体操は、音楽を流せば誰
でも一緒に体を動かすことがで
きる「都民･国民が一つになれる
スポーツ」です。東京都では「ラ
ジオ体操でニッポンを一つに!!」
をコンセプトに、ラジオ体操の実
施を呼びかけています。
今年は、1000万人にも及ぶ皆
さんに一斉にラジオ体操を行っ
てもらうイベント「1000万人ラ
ジオ体操･みんなの体操祭」が11
年ぶりに東京で開催されます。

地元東京開催のオリンピックに気合が入る
おおおと りん

た

大 音凜 太 選手は東京2020大会について「自分が
幼い頃からやってきたサーフィンが東京2020オリ
ンピックの競技に選ばれ、とても嬉しく思います。地
元である東京での開催に、さらに気合が入り、
トレー

皆さんお気軽にご参加下さい。
日 時

7月28日 5時50分〜8時
（4時30分開場）

内 容

ラジオ体操･ステージイベント･抽選会 ほか
参加者に記念品をプレゼント
（なくなり次第終了）

会 場

駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
※荒天時 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

ニングや練習を頑張りたいと思っています。応援よろ
しくお願いします」
と語っています。

1000万人ラジオ体操 検索

大きな活躍が期待される選手に、皆さんぜひ注目
して下さい。
お問い合わせ

村田保司撮影

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

申し込みの際は、住所には郵便番号を、氏名にはふりがなをお忘れなく。

返信用はがきの宛名面もご記入下さい。

同事務局
（かんぽ生命南東京法人支店内）
☎03-5422-7654
（
除く10時〜17時）
オリンピック･パラリンピック準備局スポーツ推進部
☎03-5320-7727

宛先が郵便番号だけのものは住所不要です。記載の通りお書き下さい。

令和元年
（2019年）
7月1日
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首都大学東京が名称変更
2年4月から東京都立大学へ
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集

東京都への事業提案を募集します
① 都民による事業提案（原則単年度事業）
行政にない新たな視点から都政の喫緊の課題を解決するための事業
提案。

首都大学東京
（TMU）
、産業技術大
学院大学（AIIT）およびその設置者で

対象分野

ある公立大学法人首都大学東京は名
称を変更します。

◦子育て支援 ◦高齢化対策 ◦働き方改革 ◦女性が輝く社会づくり
◦エネルギー･資源対策、暑さ対策 ◦起業･創業支援 ◦観光振興
◦防災対策 ◦空き家活用 ◦まちの元気創出、ボランティアの推進
◦東京の活力を生み出す人材の育成

都民･都政に貢献する都立の高等教
育機関として、都との連携をさらに強
化し、教育力･研究力に一層磨きをか
けていきます。
現

名

称

新

名

称 （2年4月〜）

首都大学東京

東京都立大学

産業技術大学院大学

東京都立産業技術大学院大学

公立大学法人首都大学東京

東京都公立大学法人

※東京都立産業技術高等専門学校の名称は変更しません。

産業技術大学院大学では、社会人教育のニーズに応えるため、研究科を再編
し、起業や創業等に特化した
「事業設計工学コース」
を2年4月に新設します。

期待する視点
◦IoT、AI、FinTech等の最先端技術の活用 ◦ビッグデータの活用
◦ボランティアや地域コミュニティの活用 ◦若者、女性、元気高齢
者、障害者等の活用 ◦ゼロエミッションの取り組み など

② 大学研究者による事業提案（原則2年間、最大3年間）
大学研究者からの研究成果･研究課題を踏まえた事業提案。
対象分野

お問い合わせ

〈名称変更について〉公立大学法人首都大学東京経営企画室 ☎03-5990-5389
〈研究科再編について〉産業技術大学院大学管理課 ☎03-3472-7831

◦防災対策 ◦少子高齢化対策 ◦環境対策 ◦観光振興 ◦まちの元気
創出、安全･安心の確保 ◦医療の充実 ◦経済活動などの活性化
支援内容

監

査

監査により施設のサービスや
安全性など125件が改善
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。
今 回 の 改 善 に よ り、平 成24年 以 降 の 指 摘 等667件 の う ち599件
（約

主な改善事例
◦都立公園の「だれでもトイレ」に
は、男性側のトイレに入らないと
利用できない構造になっているも
のや、スロープに亀裂が入り車椅
子使用者等が通行しにくい場合な
どがありました。
◦動物公園のゾウ展示施設の擁壁
の設計において、背面の地質調査
の結果が「粘性土」であったにもか
かわらず、土圧が小さい「砂質土」
として設計したため、そのまま工
事を行うと擁壁が倒れる恐れがあ
りました。
◦学校法人、社会福祉法人および
公益財団法人に対して交付された
補助金が、算定誤りにより過大と
なっていました。

※

応募方法

か郵送、ファクスで。②は

①は

で。

9月11日（必着）

締 切

お問い合わせ

誰もが利用しやすい公
園となるよう、改修工事
を行いました。

➡

速やかに工事の設計変
更を行い、地盤改良を行
うことにより、擁壁の安
全性を確保しました。

➡

社

財務局財政課 ☎03-5388-2669

会

7月〜8月は政治家の
寄附禁止PR
めない！
有権者は求
らない！
強化月間です
政治家は贈
政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を
問わず法律で禁止されています。また、有権者が政治家に対し、寄附を求
めることも禁止されています。

過大交付分の返還を受
けました。また、補助金
審査に係る複数チェッ
ク体制の徹底等を行い、
再発防止を図りました。

➡

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。ぜひご利用
下さい。
監査事務局総務課

皆さんから頂いたご提案は、2年度の予算案に反映させていきます。

応募要件･方法等はホームページをご覧下さい。

90％）
が改善済みとなりました。

お問い合わせ

大学研究者が行う研究調査･連携調整に要する費用(単年度上限3千
万円)、研究成果を生かした東京都との連携事業に要する費用(単年度
上限2億円)。

☎03-5320-7017

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

禁止されている寄附〈例〉
◦お中元、お歳暮

◦お祭りへの寄附や差し入れ
◦運動会やスポーツ大会など

◦結婚祝い、香典

◦葬式の花輪･供花

への飲食物の差し入れ

寄附禁止のルールを守りましょう。
東京都選挙管理委員会 検索
めいすいくん

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙課 ☎03-5320-6913

＝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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東京都の仕事が楽しく学べる
キッズコーナーに遊びにきてね！
東京都キッズコーナー 検索

殿ヶ谷戸庭園
「クイズで学ぶ殿ヶ谷戸!」
7月13日〜8月25日。園内を巡る小中
学生向けクイズラリー。

夏のイベント

30日( ・ ・ を除く)10時〜16時。計
量器の展示など。②｢親子はかり教室｣6
13時30分。小学生

と保護者、抽選で各日21組42人。申込／
②7月17日(消印)までに

7月20日 ・29日

親子で行こう!水源林と夏祭り
（多摩川水系上下流交流会）


9時45分、農林総

7月28日

8時、立川駅集合。水道水
た

ば

神代植物公園
「夏休み親子自然教室」
7月31日

親子で歩く
東京水のふるさと水道水源林

12時30分・16時。ムクロ

8月3日 8時、都庁集合。15日 8時、
か

ループ
（5人まで）
、抽選で各回20人
（16日

豊洲市場
（〒135-0061江東区豊洲6-6-1）

は17人）
。申込／7月3日から19日12時ま

☎03-3520-8261へ。

でに

通費含む）
。申込／7月18日
（消印）
までに

（18時まで）
かはがきで。

都市整備局広域調整課☎03-53883289

で｡

港 湾 局 広 報・国 際 担 当 ☎03-5320-

8月23日 9時、大田市場集合｡小学生
と保護者、抽選で25組50人｡市場見学、

歴史的建造物保存の
チャリティイベント

模擬せりの体験、マイナス30度の冷蔵庫
内の体験など。申込／8月1日
（消印）
まで

講演と演奏会。7月29日 18時、早稲

の氏名・年齢・電話・メールを書き、東京

中学生以上は2,000円
（東京歴史まちづく

都中央卸売市場大田市場
（〒143-0001

りファンドへ）
。申込／7月10日
（消印）
まで

大田区東海3-2-1）
☎03-3790-8301へ。

か往復はがきに催し名・人数
（5人ま

人）
等によるクイズ大会など。楽しみなが

で）
・代表者の住所・電話・全員の氏名を

定所(〒136-0075江東区新砂3-3-41)☎

ら学ぶことができる防犯イベント。都内在

書き、〒163-8001東京都都市整備局緑

住・在学の小学生以下と保護者
（1人につ

地景観課
（☎03-5388-3359）
へ。

き子供2人まで）
、抽選で1,000人。申込／
7月16日
（消印）
までに

か往復はがきに

催し名・人数
（6人まで）
・代表者の住所・
ふりがな

に

ふりがな

健康安全研究センター
夏休み子供セミナー

15時｡抽選で各回90人
（1組4人まで）｡申

JR青梅線河辺駅集合。水源地ふれあいの

8月9日 13時30分、日本科学未来館

ブトムシのお土産付き。山歩きができる小

のつかみ取り体験など。全行程バス。都

作りなどの工作、植物観察。小学3年〜6

みち柳沢峠ゾーン散策。全行程バス。都

で。小学生以上
（小学生は保護者同伴）
、

児）
希望の場合子供の氏名・年齢を書き、

26日

学生以上
（小学生は保護者同伴）
、抽選で

営水道使用の小学4年〜中学生と保護

年と保護者、抽選で20組。50円。申込／

営水道使用の小学生以上の親子、抽選で

抽選で300人。再生可能エネルギー等に

〒163-8001東京都都民安全推進本部都

護者、抽選で各回20人
（兄弟姉妹のみ複

ついて実験を交えて学ぶ。申込／7月16

民安全推進課
（☎03-5388-2281）
へ。

数申込可）
。申込／7月10日
（消印）
までに

者、抽選で40人。申込／7月10日
（必着） 7月14日
（消印）
までに往復はがきに催し

7月10日
（必着）
までにはがきかファクスに

までに

ふりがな

か往復はがきに代表者の住所・
ふりがな

ふりがな

名・全員の住所・氏名・学年・電話を書き、

催し名・希望日・全員の住所・氏 名・年

電話・全員の氏 名・年齢・学年を書き、

神代植物公園
（〒182-0017調布市深大

齢・電話を書き、東京都農林水産振興財

〒163-8001東京都水道局浄水部
（☎03-

寺元町5-31-10）
☎042-483-2300へ。

団
（〒190-0013立川市富士見町3-8-1）
☎

5320-6437）
へ。

各日40人。申込／7月12日までに

で。

多摩川水源サポーターへの登録が必要。
水道局水源管理事務所☎0428-213543

日までに

かファクスに催し名・代表者

ふりがな

保護者の住所・電話・全員の氏名・学年

8月8日 10時・15時、都庁で｡小学生
と保護者
（1人につき子供2人まで）
、抽選

0073新宿区百人町3-24-1）
☎03-5937-

で各回10組｡税金の種類や使い道を、親

1089へ。

子で楽しく学ぶ｡中・高学年向け｡申込／

3533

多摩消費生活センター
親子夏休み講座

までに作品
（裏面右下に学校名・学
課題／自由。規格／B2判。対象／都 （必着）
ふりがな

内在 住・在 勤・在 学の小 学 生 以 上。応

年・氏 名を記入）
を在学校かお住まいの区

までに郵送か持参で、
募／9月5日 （必着）

市町村選挙管理委員会へ。

〒163-0920東京都総務局統計部
（☎03-

5388-2516）
へ。応募方法等詳細は で。
7月24日

〜30日 （27日 を除く）
に都

政ギャラリーで昨年度の入賞作品展示。

「わたしが大人になった時の
東京」
絵画コンクール
テーマ／大人になった時の東京のまち

に対する夢やアイデア。対象／都内在住・

在学の小・中学生。締切／9月6日
（消印）
。
応募方法等詳細は

で。

政策企画局計画課☎03-5388-2131

「東京空襲犠牲者を追悼し平和を
祈念する碑」
の花壇デザイン画
花壇
（幅18.4m・奥 行き8.5m・扇 型）
に植え込む草花のデザイン画
（B4〜A3
判）
。資格／都内在住・在学の小・中・高
校生。応募／9月30日
（必着）
までに所定

各区市町村選挙管理委員会事務局か東
京都選挙管理委員会事務局☎03-53206913

小学生下水道研究レポート
コンクール
テーマ／
「下水道について学んだことや

気付いたこと」
など。部門／①新聞②ポス

学年を記入）
を折らずに未成年者喫煙防
止ポスター担当
（〒157-0076世田谷区岡
本3-37-6）
へ。
福祉保健局健康推進課☎03-53204361

判程度
（縦）
。対 象 ／ 都 内 在 住・在 学の

水道週間作品コンクール
テーマ／
「わたしたちのくらしと水道」
。

校名・学年・学校の住所・電話・FAX・
担当教諭名を記入）
を折らずに
「心のバリ

文。対象／都営水道を使用する地域に在

0076世田谷区岡本3-37-6）
へ。

ター
（B4判〜模造紙大）
③標語
（所定の応

印）
までに郵送で水道週間作品コンクール

募用紙で）
。対象／都内在住・在学の小

応募作品受付事務局
（〒141-0021品川

4047

学4年。締切／9月30日
（消印）
までに郵送

区上大崎3-1-1-JR東急目黒ビル5階）
へ。

みんなの下水道サポートセンター☎03-

間のみ）
か水道局サービス推進課☎03-

3547-3400か下水道局広報サービス課
☎03-5320-6515

未成年者喫煙防止ポスター
コンクール
テーマ／
「たばこを吸わない決意、誘わ

同 事 務 局 ☎03-5434-7877（応 募 期

社会を目指して。対象／都内在住・在学

03-5388-3141）
へ。

健康に及ぼす影響の周知」
「たばこのない

手書き・日本語でB4判400字詰め原稿用

健康な未来」
のいずれか。入賞者は賞状と

紙2枚半〜4枚(1行目に｢題｣を記入)にまと

副賞
（図書カード）
を贈呈。規格／B3判程度

め、都内在学者は在学校経由で、都外在

〜高校生。応募／9月11日
（消印）
までに

東京都人材支援事業団☎03-5292-

ふりがな

申し込みの際は、住所には郵便番号を、氏名にはふりがなをお忘れなく。

〜10日

に郵送か持参で多

学者は郵送で。応募方法等詳細は

料理に大ヘンシン!」
など8テーマ。申込／

7月10日
（消印）
までに往復はがきで。テー

マ等詳細は

親子で行く !東京港高潮対策
センター見学&運河クルーズ
8月14日

で。

同センター☎042-522-5119

「夏の体験ボランティア」
キャンペーン2019
7月〜9月で、ボランティア活動に興味
がある方が、一日だけの活動などさまざ
まな中から自分に合いそうなものを選ん

摩環境事務所
（〒190-0022立川市錦町

で体験できる企画。各活動・申込等詳細
は で。

で。

7018

返信用はがきの宛名面もご記入下さい。

方」
「もったいない!捨てないで、おいしい

4-6-3）
☎042-521-2948へ。

テーマ／わたしたちの文化と世界の文

の中学生。応募／9月6日(消印)までに、

作品
（裏面に氏 名・住所・電話・学校名・

手作りの巣箱作品。対象／都内在学の

化〜異なる文化を理解し合い、認め合う

れても断る勇気」
「たばこを吸わないでい

格／四つ切りか八つ切り。対象／都内在

野鳥の巣箱コンクール

は9月4日

"明日のTOKYO"
作文コンクール

ようとの友達への呼びかけ」
「受動喫煙が

（縦）
。対象／都内在住・在学の小学4年

の取材ノウハウに学ぶ・情報の海の泳ぎ

・15日

・16日

10時・

DVDで紹介、記念品プレゼントなど。
同市場☎03-5479-0651

・8月6日

・20日

都立広尾病院

「夏休みこども探検ツアー」
8月27日

豊洲市場
「こどもいちば教室」

7月25日

電話を書き、〒163-8001東京都主税局

9時。

市場見学と魚料理の実習。小学5・6年と

10時・13時30分。小学生

以下
（保護者同伴）
、抽選で各回30人。申
込／往復はがきに希望時間・全員の住所・
ふりがな

（消印）
氏名・年齢・電話を書き、7月31日

までに広尾病院
（〒150-0013渋谷区恵比

13時10分｡東京港建設事務所
（港区港南） 保護者、抽選で各日16組32人。申込／7

寿2-34-10）
へ。

集合｡同センター見学と水上タクシーなど

月9日
（消印）
までに か往復はがきに希望

立川防災館 ☎042-521-1119

込／8月14日までに で。

東京の木育

「東京の木を知る体験ツアー」

「夢のみち」
2019
親子体験ツアー

木工体験など。小学生
（保護者同伴）
、抽

同病院☎03-3444-1181

福祉保健局生活福祉部☎03-5320-

小・中学生｡応募／在学校経由で｡各校

5320-6326

©ABC-A・東映アニメーション

ふりがな

アフリー」普及啓発ポスター担当
（〒157-

住・在学の小・中学生。応募／9月6日
（消

か持参。応募方法等詳細は で。

相談広報班
（☎03-5388-2924）
へ｡

役割、差別の歴史などについて、展示や

ふりがな

東京の水道水について感じたり考えたり

7月20日 ・8月24日 10時〜18時。

10時。都内在住・在学の小学生と保護

10日
（消印）
までに作品
（裏面に氏 名・学

したこと。表題自由。作品／ポスター・作

時間・代表者の住所・全員の氏名・学年・

お肉の生産の仕組みや食肉市場・と場の

者、抽選で各10組〜20組。
「テレビ局で

7月16日
（必着）
までに往復はがきに希望

食肉市場
「お肉の情報館」
夏季臨時開館 

7月25日〜8月22日のうち8日、各 日

小学4年〜中学生。応募／8月1日〜9月

8001東京都生活文化局文化事業課
（☎

内容／投票への参加呼びかけなど。規

く 心のバリアフリーがあふれる東京」
。
必要に応じて
「標語」
を入れる。規格／B3

を添えて〒163の応募用紙
（ で入手可）

明るい選挙ポスター
コンクール

テーマ／
「
『気づき』がまちを変えてい

夏休み親子税金教室

を書き、健康安全研究センター
（〒169-

環境局地域エネルギー課☎03-5388-

住・在学の小・中・高校生。応募／9月6日

東京都環境科学研究所☎03-3699-

1333

同事務局
（☎042-701-2153） 042701-2161へ。

「心のバリアフリー」
普及啓発
ポスターコンクール

10時・13時・15時。小学生と保

込／①予約不要②7月10日までに で｡

の住所・電話・全員の氏名・年齢を書き、

042-528-0641、 042-528-0619へ。

東京都統計グラフコンクール

「体験しよう!!科学のふしぎな世界」7月

往復はがきに希望時間
（第3希望まで）
・

ふりがな

10時 〜16時｡① 夏 休みの

ショップなど｡②「サイエンスショー」
13時・

ジの実で羽子板の羽根作りやシャボン玉

ふりがな

東京都環境科学研究所施設公開
「Let's サイエンス2019」
7月20日

」
での魚
源林見学、
「夏まつり丹波（山梨県）

（未就学
全員の氏 名・年齢・電話・託児

ふりがな

自由研究にも役立つ科学実験やワーク

合研究センターの試験林
（日の出町）
で。カ

各日30人。500円
（緑の募金へ）
。申込／

か往復はがきに催し名・住所・全員

田大学小野記念講堂で。抽選で200人。

電話・全員の氏 名・学年を書き、計量検

べ

に

8月3日 13時30分、なかのZEROで。
クターショー」やにゃんこスター
（お笑い芸

九都県市合同
「すずきまどか先生のeco実験」


大田市場
「夏休み親子見学会」


夏休み子供安全フェスタ

か往復はがき 「スター☆トゥインクルプリキュア キャラ

03-5617-6643へ。

ふりがな

日・全員の住所・氏名・学年・電話を書き、

5524

に希望日(第2希望まで)・代表者の住所・
ふりがな

森林ふれあい教室
「森の昆虫観察会」


8月20日 〜21日 。八ッ場ダム見学
や自然観察会。対象／都内在住の小学
組。費用／１組14,000円
（1泊4食付、交

①｢計量展示室の特別展示｣8月1日〜

日 ・7日 ・8日

で巡る運河見学｡小・中学生と保護者のグ

4年〜6年と保護者
（2人1組）
、抽選で20

同園☎042-324-7991

計量検定所

夏休み水のふるさと体験会

ト」
8月3日 12時15分。

消防博物館で
「夏の特別展」
を開催
7月20日 〜9月1日9時30分 〜17時。

東京ボランティア・市民活動センター 「火 災 原 因 調 査
☎03-3235-1171

防災館夏休み特別企画 

東京都環境公社☎03-3570-2230

①
「トンネル工事現場
（雑司が谷）
見学ツ
「道路お掃
アー」
7月24日 13時30分。②

東京木育体験ツアー事務局

紹介。

「神田川・環状七
ツアー」
31日 12時。④

本所防災館 ☎03-3621-0119

8月16日

月9日までに

※

かファクスに催し名・

2570へ。

の発災を想定した地震・消火体験など。
「夏休み特別企画展」7月19日〜8月20

ふりがな

全員の住所・氏 名・年齢・電話を書き、

乗」
29日 12時20分。③
「標識工場見学

中学生と保護者②4歳〜中学生と保護者、

17時・19時。夜間

12日
（必着）
までに

除隊ロードスイーパー
（路面清掃車）
体験試

東京スーパーエコタウン
親子見学会
  

「ナイトツアー」毎

選で30人。1,200円
（昼食付）
。申込／7月

原 因 究 明 のメカニズ

号線地下調節池の見学ツアー」
8月1日

池袋防災館 ☎03-3590-6565

7月24日 。森林・林業現場の見学や

ム」
。火災の怖さや火災調査の目的などを
同館☎03-3353-9119

日。パネル展示等。

宛先が郵便番号だけのものは住所不要です。記載の通りお書き下さい。

「東京消防庁音楽隊によるミニコンサー

9時、東 京テレポート駅 集

合｡小・中学生
（保護者同伴）
、50人｡リサ
イクル施設や最終処分場の見学など｡申

03-3359-

同事務局☎03-5919-4831か産業労
働局森林課☎︎03-5320-4861

8時45分・13時15分。対象／①③④小・
抽選で①30人②③④各回40人。申込／7
で。

東京都道路整備保全公社☎03-53813380

＝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」
の関連事業

☆お出かけは、環境にやさしい電車

バス

で☆

令和元年
（2019年）
7月1日

8

第887号

Tokyo Metropolitan Government News

Information ／暮らしの情報

広報 東京都

お知らせ
心身障害者医療費助成 障 の
負担上限額の改定

高齢者
（おおむね65歳以上）
の方やその家

高齢者の医療の確保に関する法律施行

じて、社会福祉士や精神保健福祉士が適

者
（

一部

令改正に伴い、8月1日から 障 住民税課税
食 の受給者証所持）
の方の月額負

族などを対象とした電話相談。内容に応
切な支援機関等を紹介。
都民安全推進本部都民安全推進課☎

難病医療費等助成制度の
対象拡大
7月1日から対象疾病
（指定難病）
が333

東京都公文書館は国分寺市泉町への移

疾病に拡大されます。申請手続等の詳細

転準備作業により、10月31日で閲覧室の

か区市町村の窓口等で。

は

03-5388-2270

担上限が変わります。
通院
（外来）
18,000円／月。

年間上限:144,000円／年
（変更なし）
。
障 住民税非課税
（ 食 の受給者証所持）
の

区市町村か福祉保健局医療助成課☎
03-5320-4571

利用を休止します。

福祉保健局疾病対策課☎ 03-5320-

同館☎03-3707-2603

4004

参議院議員選挙に関する
世論調査
参議院議員選挙後、都内在住の有権者

方の負担割合は変更なし。

東京都公文書館
移転に伴う閲覧室の利用休止

7月の宝くじ発売開始予定日

TOKYOイチオシ応援事業
助成金

◦サマージャンボ宝くじ
（300円）

から無作為に抽出した8,000人を対象に

中小企業者等が行う
「地域資源」
を活用

調査を実施します。①調査員が伺い直接

した新製品・新サービスの開発・改良の

ご回答いただく②調査票を郵送し返送ま

ための助成金。助成率2分の1以内。限度

  2日

（1等前後賞合わせて7億円）
◦サマージャンボミニ
（300円）
          2日
（1等前後賞合わせて5,000万円）

「万引きなどの犯罪行為」
に関する
高齢者よろず相談を実施します

たはホームページからご回答いただく、2

額1,500万円。7月24日 から説明会を5

◦1等300万円スクラッチ
（200円）
    3日

通りの方法をとっています。調査対象にな

回開催。

◦1等50万円スクラッチ
（200円）
    10日

相談ダイヤル☎03-6907-0511

られた方は、ご協力をお願いします。

〜17時。万引きなどの犯罪をしてしまう

5320-6913

7月1日〜12月27日
（

除く）9時

選挙管理委員会事務局選挙課☎03-

細は

で。最優秀作品等の決定および表

彰式も行う。

4年夏、
「全国高等学校総合文化祭」が

東京都で初開催。テーマ／
「江戸の街 光

東京都女性活躍推進大賞

中・高校生等。応募／9月6日
（必着）
まで

女性の活躍推進について、優れた取り

に〒163-8001東京都教育庁指導企画課

組みを行っている企業や団体、個人を表

（☎03-5320-7474）
へ。応 募 方 法 等 詳

彰。対象／①事業者部門
【公募】
都内に本

織りなす文化の花」
。対象／都内在学の

◦1等100万円スクラッチ
（200円）
   17日
◦1等500万円スクラッチ
（200円）
   24日
財務局公債課☎03-5388-2685

03-5320-4755

募
全国高等学校総合文化祭東京大会
ポスター・イメージソング歌詞

東京都中小企業振興公社☎03-32517895か産業労働局地域産業振興課☎

集
社または主たる事業所を置く団体等
（分野:

1,000人程度。謝礼／水道局オリジナル

ア産業、イ医療・福祉、ウ教育）
②地域部

マグボトル。申込／
ふりがな

かはがきに住所・

門
【推薦
（区市町村等から）
】
都内で活動す

氏名・水道契約者名・電話・建物の種類

る団体等または都内在住・在勤の個人。

（戸建・集合住宅）
・貯水槽の有無を書き、

②の団体等は自薦も可。締切／8月30日
（必着）
。応募方法等詳細は

で。

水道水質モニター事務局
（〒166-0015杉
並区成田東5-34-21-6階）
へ。

生 活 文 化 局 男 女 平 等 参 画 課 ☎035388-3189

同事務局☎03-3391-8836か水道局
サービス推進課☎03-5320-6327

ホップ・ステップ・ダイバーシティ
講座
（講師派遣）

2020年は
スポーツだけ
じゃない !

1
最近、都内の文化施設やイベント会
トーキョー
トーキョー
フェスティバル
場などで、｢Tokyo Tokyo FESTIVAL｣

と書かれたポスターやのぼり、PR映像
を見かけることはありませんか。
Tokyo Tokyo FESTIVAL（ 以下、
｢ TTF｣）
。
それは、オリンピック･パラリンピック
が開催される2020年に向けて、東京
を文化の面から盛り上げ、芸術文化都
市･東京の魅力を伝える取り組みです。
オリンピック･パラリンピックは文化
の祭典でもあります。｢スポーツを文
化や教育と融合させる｣ことは、オリン
ピック憲章に謳われており、これまでの
大会でもさまざまな文化イベントが行
われてきました。55年前の東京大会で
も、国宝｢鳥獣人物戯画｣や｢源氏物語
絵巻｣の展示、歌舞伎や
民俗芸能の公演が行わ
れ、高く評価されました。
東 京は伝 統から現 代
に至るまで、世界中の多
彩な文 化に満ちていま
す。歌舞伎や能、世界トッ
プレベルの演奏会や舞
台芸術、各国の名画が観
られる展覧会、先端的な

現代芸術、東京発のファッション、アニ
メやゲームなど、その魅力は多岐にわ
たっています。皆さんも、音楽や美術、
文学などをグループや個人で楽しまれ
ていることと思います。TTFでは、世
界レベルの芸術･文化をより身近に感
じていただくとともに、皆さんの文化
活動も応援しています。
2020年に向けた｢文化の祭典｣は既
に始まっています。
これからも東京都は都内区市町村や
民間団体とも連携し、工夫を凝らした
文化プログラムを展開していきます。
来月からは、プログラムの見どころや、
TTFを支える人々の想いなどをお届け
します。Tokyo Tokyo FESTIVALに
ご期待下さい。

地区委員会・子ども会・PTA等、地域
で青少年の健全育成に取り組む団体の研
修等への講師派遣。多様性の大切さや活
で。
生 活 文 化 局 地 域 活 動 推 進 課 ☎03-

南大沢
（全学部）7月14日 ・8月17日

、日野
（システムデザイン学部）
7月27日

5388-3098

、荒川
（健康福祉学部）8月6日 。いず

水道水の安全性を体感できる
水道水質モニター

れも10時〜16時30分
（受 付15時まで）
。

簡易測定キットを使った水質測定とア

ス、模擬授業、施設見学、個別相談など。

8月17日

のみ9時40分から。ガイダン

同大学入試課☎042-677-2392

ンケート回答。対象／都営水道の給水契
約者
（家庭用）
。受付／2年1月31日まで。

働 く
正社員就職!
合同企業面接会

か東京都福祉人材センター☎03-5211-

7月10日 13時〜16時、東京しごとセ

2910へ。

ンターで。正社員就職を希望する方
（2年
度新卒を除く）
。参加企業／15社程度。

労を希望する離職者等。申込等詳細は

同センターか福祉保健局介護保険課☎
03-5320-4267

入退場自由・予約不要。
4628

保育士試験
試験／筆記:10月19日 ・20日 、実

介護の職場体験・資格取得支援・
就業促進

免除基準に該当する場合は、2,650円。

①職場体験／都内介護事業所で最大

送料含）
。締切／7月24日
（消印）
。受験の

方。②資格取得支援／介護職の基本資

た封筒に返信用封筒
（角2、切手不要）
を

格取得講座の受講支援。対象／①の職場

同封し、保育士試験事務センター
（〒171-

体験を行った方。高校生の夏休み期間に

8536豊 島 区 高 田3-19-10） 0120-

限り①との同時申込可。③就業促進／都

4194-82へ。 でも請求可。

しくは実務者研修を受講。雇用期間6カ月

4130

3日。対象／介護業務の体験を希望する

お問い合わせ 生活文化局文化振興部 ☎03-5320-4232
https://tokyotokyofestival.jp/

水玉ちゃん

東京都立大学
（現首都大学東京）
大学説明会
（オープンキャンパス）


動のヒントが学べる。申込方法等詳細は

産業労働局就業推進課☎03-5320-

5月25日・26日に開催されたイベント
「六本木アートナイト」

水滴くん

内介護事業所で働きながら初任者研修も

（全部
技:12月8日 。受験料／12,950円

手引きの請求／
「手引き請求」
と朱書きし

福祉保健局保育支援課☎03-5320-

以内、継続も可。対象／介護業務への就
申し込みの際は、住所には郵便番号を、氏名にはふりがなをお忘れなく。

返信用はがきの宛名面もご記入下さい。

宛先が郵便番号だけのものは住所不要です。記載の通りお書き下さい。

令和元年
（2019年）
7月1日

都庁では

Information ／暮らしの情報

により情報を発信しています！

防

税の減免

耐震化のための
建て替え･改修を行った住宅の
固定資産税･都市計画税を
減免します
（23区内）

防災情報の伝え方が変わります
豪雨の際は、
｢警戒レベル｣に注意!
水害･土砂災害の防災情報に、5段階の｢警戒レベル｣を導入します。今後は、区
市町村が避難情報を発する際などに、｢とるべき行動｣と併せて、｢警戒レベル｣を
お知らせします。気象情報を入手し、適切な避難行動をとりましょう。
○○地区に洪水に関する
警戒レベル4、避難開始の避難勧告
を発令しました。

呼びかけの例

建て替え

◦減免期間：新築後新たに課税される年度から3年度分

警戒レベル 行政等から発出される情報

◦減免額：住 宅部分の全額減免
(対象戸数は建て替え前後の家屋により異なる）
◦申 請期限：新 築した年の翌々年の2月末

※1月1日新築の場合は翌年の2月末

◦減免期間：改修工事完了日の翌年度分から一定期間
◦減 免額：居 住部分で1戸あたり120㎡の床面積相当部分までを
耐震減額制度の適用後に全額減免

災害への心構えを高める

レベル2

注意報

自らの避難行動を確認

住宅が所在する区の都税事務所か
主税局資産税部 ☎03-5388-3045

レベル4

高齢者等、避難に時間を要す
避難準備・高齢者等避難開始 る人は避難。その他の人は避
区市町村が
難準備
発令
避難勧告、避難指示
（緊急） 速やかに避難先へ避難

レベル5

災害発生情報

命を守るための最善の行動

お問い合わせ

総務局総合防災部

☎03-5388-2458

教科書・作業服代等は自己負担。

職 員 採 用

産業労働局能力開発課☎03-53204807

円。案内書配布／7月1日〜31日、東京

都防災・建築まちづくりセンターが指定す
は7月16日21時59分、

郵送は31日
（消印）
まで。

詳細は必ず事前に

東京都子育て支援員研修
（第2期）
受講者募集
対象／都内在住・在勤で保育や子育

同センター☎03-5466-2470

て支援分野への従事を希望する方。コー
ス／地域保育。開催時期／9月から順次。

職業能力開発センター
10月生

場所／新宿・飯田橋・立川。定員／各回

85人程度。申込／7月1日から16日
（必着）

① 普 通 課 程:高 卒 程 度 ／3DCAD・

まで。申込等詳細は区市町村か

で。

福 祉 保 健 局 少 子 社 会 対 策 部 ☎03-

CAM（1年）
。高卒程度かつおおむね30

5320-4121

歳以下／精密加工
（1年）
。②短期課程:一

般／配管、溶接、ネットワーク施工、介護

サービス等27科目
（6カ月）
。30歳未満／
若年者就業支援
（3コース・1年）
。エンジ

訪問看護ステーションの
職場体験

ニア基礎養成、電気制御基礎養成
（4カ

都指定の訪問看護教育ステーションで、

月）
。高年齢者
（おおむね50歳以上）
／ビ

同行訪問や手技演習等の実践的な研修。

東京都職員Ⅱ類
（福祉）       
9月1日 。人員／33人。資格／保育

士等。②説明会／7月28日 、都庁で。
締切／①郵送は8月9日
（消印）
、 は8

月14日②7月24日までに

で。

福 祉 保 健 局 職 員 課 ☎ 03-53204023

東京都公立学校教職員採用
候補者選考
（実習助手）
        

看護職②医療機関勤務中・離職中等で訪

支援サービス、マンション維持管理、施設

問看護に関心のある看護職。期間／1日

東京都保健医療公社職員    

警備
（3カ月）
。選考／8月20日

か21日

〜5日程度
（①は20日程度の長期も有）
。

。申込／7月25日 までに住所地のハ

申込等詳細は

で。

院。詳細は

か同公社

0120-401-

170へ。

東京都地域医療支援ドクター
（常勤）
                            

歴5年以上の医師。診療科等／周産期
医療、小児医療、へき地医療、救急医
療のいずれか。人員／若干名。採用／

で。

科目
（6カ月）
。クリーンスタッフ養成、生活

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

資 格 ／2年4月1日 現 在60歳 未 満

／2年4月1日以降。申込締切／7月23
教育庁選考課☎03-5320-6787

8月24日・11月9日 のいずれか。採

で、地域医療に従事する意思のある医

職務／実験・実習の教員補佐。採用

日
（消印）
。募集要綱等詳細は

などでご確認下さい。
10人程度
（資格取得見込者）
。選考／

①採用／2年4月1日。選考
（1次）／

対象／①訪問看護ステーション在職中の

ル管理、ホテル・レストランサービス等6

気象庁が
発表

水害時に最適な行動を取れるよう、家族構成や生活環境に合わ
せ、あらかじめ防災行動計画を整理する材料｢東京マイ･タイムラ
イン｣を作成しました。

申請方法等詳細はホームページをご覧下さい。

る場所。申込／

早期注意情報

情報発信源

｢東京マイ･タイムライン｣を活用して風水害に備えよう!

◦申請期限：改修工事が完了した日から3カ月以内

試験／10月20日 。受験料／7,000

とるべき行動

レベル1

レベル3

改 修

宅地建物取引士資格試験

9

災

昭和57年1月1日以前から23区内に所在する家屋で､令和2年3月31
日までに耐震化のための建て替え･改修を行った住宅が対象です。

お問い合わせ

第887号

2年4月1日。締切／7月31日
（必着）
。
福 祉 保 健 局 医 療 人 材 課 ☎035320-4552

職種・人員／看護師200人・助産師

福祉保健局在宅支援課☎03-5320-

ローワークか各センター・校へ。費用／

4216

①授業料・入校選考料が必要。いずれも

催 し
河川愛護月間関連行事 川のパネル
展・かわフェスタ・シンポジウム

都の河川事業の紹介や川のフォトコン

「水上バスで渡し船・奥浅草老舗和菓子

テスト応 募 作品の展 示など。①パネル

店めぐりと浅草寺詣り」7月24日 ・26日

展／7月8日 〜12日 、都庁第二庁舎

9時30分、墨田区役所集合。各日25人。

八王子まつり

1階で。19日 〜22日 、新宿駅西口広

毎年70万人の人出を記録する八

場で。②かわフェスタ／27日 10時〜

までに往復はがきに催し名・希望日・人数

16時、井の頭恩賜公園で。③シンポジウ

（中学生以上・小学生の別）
・代表者の住

かは

東京水辺ライン
（〒130-0015墨田区横網

王子最大のお祭り。今年は8月2
日 ･3日
おお

み

･4日
こし

に開催。重さ

せん がん

（平成26年8月3日、八王子駅付近で）
と

ぎょ

4tもの大 御 輿を延べ1,600人が担ぐ
「千 貫みこし」渡 御
（4日）
、豪華な装飾を施し
た山車などの巡行
（3日･4日）
のほか、さまざまな行事が日替わりで行われる。

※

東京水辺ライン

ム／30日 13時30分、都民ホールで。
申込／③は7月12日
（消印）
までに
がきで。申込等詳細は

で。

3,800円
（食事付）
。申込／7月17日
（必着）

ふりがな

所・氏 名・年齢・電話・ファクスを書き、
1-2-16-4階）
☎03-5608-8869へ。

建設局河川部☎03-5320-5425

＝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）
7月1日
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サラダ音楽祭
赤ちゃんから大人まで誰もが参加して楽しめる、東京都交響楽団が中心となって開催する音楽祭です。
9月14日

開催日

・15日 ・16日
日

会 場

東京芸術劇場

時

内

容

料

金

無料イベント

①OK!オーケストラ
赤ちゃんOK!歌ってOK! 14日 11時･15時
踊ってOK!

0歳から入場できるコンサート。み 1,500円、3歳以上〜高校生500
んなで歌うコーナーも有り。
円
（全席指定）
、2歳以下膝上無料

②オルガンでLet's SaLaD! 15日 14時

オルガンの名曲など、気軽に楽しむ 1,000円、4歳以上〜高校生500
ことができる昼間のコンサート。
円
（全席指定）
、3歳以下入場不可

③音楽祭メインコンサート
16日 14時
〈ロメオとジュリエット〉

ベルリオーズによる劇的交響曲を 2,000円〜5,000円
（全席指定）
バレエ付きで演奏。
未就学児入場不可

お問い合わせ

ト
（7月下旬から9月）を実施。9月14日
15日 ･16日 は、
ヴァイオリン等の楽
器体験や、歌やダン
スのワークショップ
（要事前申込）などイ
ベントも盛りだくさ
んです。

14日 10時･13時、 赤ちゃん向けのプログラム。3人の
1,500円、2歳 未 満500円（全 席
15日 ･16日 10時 オペラ歌手が動物たちのいろいろ
自由）
、一般のみの購入不可
な声を表現します。
･13時･15時

④ ベイビーオペラ
｢ムルメリ｣
チケット発売

都内各地で気軽に楽しめるミニコンサー

①②④7月9日
同事務局

申込等詳細はホームページをご覧下さい。

10時 ③発売中

☎03-3663-6307、生活文化局文化事業課

「催し」
の続き

☎03-5320-7703

催 し

ものづくり・匠の技の祭典
2019

STAND UP SUMMIT 2019
東日本大震災復興支援イベント

7月25日 ・26日 ・27日 10時〜18

8月6日 10時、東京ビッグサイトで。

時
（27日は17時まで）
、TOC展示会場
（品

東北・東京・海外の学生約350名が、復

川区）
で。日本の伝統的な匠の技と、最先

興の現状や課題、今後の活動について議

端のものづくり技術の魅力を発信。衣・

論する。観覧申込／8月5日までに

で。

サラダ音楽祭 検索

介助者
（1人まで）
・車椅子席・託児の有無

人まで）
・車椅子席・託児の希望を書き、

を書き、〒106-8575都立中央図書館
（☎

〒106-8575都立中央図書館へ。②企画

03-3442-8451）
へ。

展示／
「世界中の国のこと、もっと知ろう!

〜東京2020大会まであと1年」7月24日

都立図書館
（中央・多摩）
「東京2020大会に向けたイベント」

〜10月2日。③上映会／
「夢追いかけて」
など日替わりで上映。8月2日 ・10日 ・

①講演会／
「金栗四三とその師・嘉納

治五郎」
8月24日 14時。抽選で100人。

食・住・工のさまざまな分野における優れ

5日 18時〜20時、前夜祭「STAND UP

講師／真田久。申込／8月2日
（消印）
まで

た技の実演や体験プログラム等。体験プ

FESTIVAL」
を開催。郷土芸能・プロジェ

に

ログラム事前予約
（23日18時まで）
等の詳

クションマッピング・花火など。

電話・手話通訳か要約筆記・介助者
（１

細は

で。

ふりがな

か往復はがきに催し名・住所・氏名・

23日 ・25日 。いずれも14時。各回先
着100人。④企画展示／
「競技者たち〜
Athletes」9月4日まで。①②③都立中央
図書館
（☎03-3442-8451）
④都立多摩
図書館
（☎042-359-4020）
。

同事務局
（東京ビッグサイト内）
☎03-

同事務局☎03-6427-5666か産業労
働局能力開発課☎03-5320-4715

5530-1111か総務局都内避難者支援課

学 ぶ

☎03-5388-2384

特殊詐欺根絶イベント

太陽エネルギーセミナー

費生活センターで。100人。②19時、消

8月21日 13時30分、世田谷区民会

7月20日 14時30分、都庁都民ホー

住・在勤・在学で9回以上受講でき、受講

ルで。抽選で200人。余剰電力の買い取

経験がない方。申込／8月2日
（消印）
まで

（歌手）
ほか。申込／7月1日〜8月16日に

り期間終了後、住宅用太陽光発電の活

に

電話で都民安全推進本部治安対策課☎

用方法について学ぶ。申込／7月12日ま

者は勤務先・学校の区市町村名）
・氏名・

03-5388-2255へ。落選者のみ通知。

でに

東京都障害者総合美術展

東京水道のPR施設3館
スタンプラリー

7月26日

7月19日 から
「水道歴史館」
「水の科学

〜31日 10時 〜21時
（28

日は20時、31日は16時まで）
、西武池袋

館」
「奥多摩 水と緑のふれあい館」
を回る

本店で。都内の障害者の絵画・造形・書・

スタンプラリー。2館達成、3館達成ごとに

写真の入選作品を展示。

記念品をプレゼント
（なくなり次第終了）
。
水 道 局サービス推 進 課 ☎03-5320-

日本チャリティ協会☎03-3341-0803、
03-3359-7964か福祉保健局障害者
施 策 推 進 部 ☎03-5320-4147、 03-

6326

万引き追放
SUMMERキャンペーン

費生活総合センターで。120人。都内在

館で。抽選で1,200人。出演／伍代夏子

かクール・ネット東京☎03-5990-

5388-1413

かはがき、ファクスに住所
（都外在住
ふりがな

年代・電話・職業・応募動機を書き、①
多摩消費生活センター
（〒190-0023立川

5066へ。

7月24日

･

人権問題都民講座
「仕事〜働く
ことと差別の問題を考える」

7月27日 14時、東 京 都 人 権プラザ
で。抽選で80人。職業差別を題材に、佐

市 柴 崎 町2-15-19）☎042-522-5119、
042-527-0764②消費生活総合セン
ター
（〒162-0823新宿区神楽河岸1-1）
☎
03-3235-1157、 03-3268-1505へ。
託児有。

川光晴
（作家）
がと場で働いた経験を交え
て語る。申込／７月19日までに

か電話、

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

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

配偶者暴力（DV）防止講演会
「これもDV?!不機嫌という名の暴力」

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
載校以外も有。

13時30分、な か のZERO

9月28日 13時30分、東京ウィメンズ

で。抽選で800人。万引き防止について

プラザで。150人。講師／髙山直子
（カウ

学べるクイズや落語など。ゲスト／三遊

ンセラー）
ほか。申込／9月18日
（消印）
ま

ンティア養成講座『知的障害児・者のコ

でに かはがき、ファクスで、氏名・性別・

ミュニケーション支援方法を学ぶ』
」9月14

か
込／7月5日
（必着）
までに （18時まで）

職業・電話・メール・託児希望
（6カ月以

。締
日・10月26日・11月16日
（ 全3回）

上の未就学児）
は子供の氏 名・年齢・性

切／7月31日
（消印）
。

ふりがな

亭小遊三、私立恵比寿中学
（アイドル）
。申
ふりがな

ふりがな

往復はがきかファクスに代表者氏 名・年

齢・性別・住所・電話・参加人数
（6人まで）
・
車椅子での来場
（人数・付添の有無）
を書
き、万引き追放SUMMERキャンペーン事
務局
（〒177-8691石神井郵便局私書箱

昨年度受賞作品

都立中央図書館 伝統文化講演会
「立川流真打が語る落語の魅力」

7月27日

14時。抽 選 で120人。講

別を書き、東京ウィメンズプラザ
（〒1500001渋 谷 区 神 宮 前5-53-67）☎035467-1980、 03-5467-1977へ。

同事務局☎03-5935-7143か警視庁

（1人1枚）
に催し名・
までに か往復はがき

消費生活総合センター
消費者問題マスター講座

生活安全総務課☎03-3581-4321
（代表）

住所・氏名・電話・手話通訳か要約筆記・

9月〜12月
（全13回）①14時、多 摩 消

第82号） 050-3606-2798へ。

師／立川志ら乃。申込／7月12日
（消印）
ふりがな

申し込みの際は、住所には郵便番号を、氏名にはふりがなをお忘れなく。

返信用はがきの宛名面もご記入下さい。

清瀬特別支援学校☎042-494-0511

（〒204-0022清 瀬 市 松 山3-1-97）
「ボラ

田 無 工 業 高 校 ☎042-464-2225

（〒188-0013西東京市向台町1-9-1）
「銅
版折り鶴の製作」8月3日

。締切／7月

12日
（消印）
。
各校か教育庁生涯学習課☎03-53206893

宛先が郵便番号だけのものは住所不要です。記載の通りお書き下さい。

令和元年
（2019年）
7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

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室

室」7月27日 13時30分〜16時。⑤「教
養講座〈昼の部〉」
12日 13時30分〜16

視覚障害／①「音楽教室」7月19日

時。いずれも東京都障害者福祉会館で。

13時 〜15時30分。②「教 養 講 座」28日
13時30分〜16時。聴覚障害／③「文
章教室」
10日から8月7日までの毎 18

第887号

各日50人。事前申込不要。
教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、
03-5388-1734

鑑

11

賞

夏の「都民半額観劇会」
申 込

7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

時30分〜21時。④「コミュニケーション教

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

き、〒104-0061中央区銀座5-1-7-6階 都民劇場「都民半額観劇会事務局」
へ。抽選で7,550人。

自然・公園

入場券の送付

高尾の森自然学校
自然の中で環境を学ぼう！
①「タデアイの 生 葉 染 め」8月4日

学生以下は保護者同伴）
。100円。②「御
岳山子ども自然教室 」8月6日
。

500円。②「高尾の森の昆虫マップを作ろ
（中学生以下
う!」
11日 ・12日 。500円
300円）
。③「竹であそぼう」
17日

。700

〜 8日

、御 岳 山内。小 学4年〜6年、抽 選で
15人。29,800円。申 込 ／ ①7月18日

②21日 （消印）
までに往復はがき
（②は
ふりがな

も可）
に、催し名・全員の住所・氏 名・年

円。いずれも9時30分。小学生以上、抽

齢・性別・電話を書き、御岳ビジターセン

選で各日20人。申込／開催日の2週間前

ター
（〒198-0175青梅市御岳山38-5）
☎

までに

かファクスに、人数・代表者の住
ふりがな

0428-78-9363へ。

年齢を書き、高尾の森自然学校
（☎042-

新橋演舞場
1等席：6,500円
（1,000席）

673-3844） 042-673-3945へ。
環境局緑環境課☎03-5388-3556

御岳ビジターセンターの
催し
、御岳山周辺。抽選で40人
（小

文化・スポーツ
東京都交響楽団プレミアム
♦
コンサート 東大和・あきる野公演 

モーツァルトで、
おぺらくご!? 

①9月22日 15時、東大和市民会館

8月20日 18時、東京文化会館で。都

15時、秋 川キララホール

内在住・在勤・在学の小学生以上、抽選

で。指揮／梅田俊明、曲／オリンピック・

で1,800人。出演／桂米團治、東京交響

マーチ
（1964）
、シューベルト：交響曲第7

楽団ほか。申込／7月25日
（必着）
までに

番
「未完成」
ほか。4歳以上、抽選で各700

（17時まで）
か往復はがきに人数
（4人ま

人。申込／8月16日
（消印）
までに （18時

で）
・代表者の住所
（在勤・在学は勤務先・
ふりがな

まで）
か往復はがきに希望会場・人数
（3

学校名と所在地）
・氏名・電話・全員の年

人まで）
・代表者の住所・氏名・電話・全

齢・車椅子での来場人数・託児希望の人

ふりがな

ふりがな

員の氏名を書き、プレミアムコンサート事

数と年齢を書き、東京都人材支援事業団

務局
（〒103-0014中央区日本橋蛎殻町

コンサート公演窓口
（〒150-0047渋谷区

2-13-9）
☎03-3669-8551へ。

神山町5-5-5階）
☎03-6271-8520へ。

生活文化局文化事業課☎03-53207703

同窓口か同事業団☎03-5292-7019

明治安田生命J2リーグ「東京ヴェルディ
VS モンテディオ山形」観戦優待

東京都障害者スポーツ大会
「スポーツの集い」


8月18日 19時、味の素スタジアムで。

9月4日 10時、武蔵野の森総合スポー

小学生以上
（小学生は保護者同伴）
、抽選

ツプラザで。対象／知的障害者
（児）
。種

で50組100人。1組1,500円。申込／7月

目／大玉ころがし・綱引きほか。申込／

26日
（必着）
までに

か往復はがきに大会

で

名・観戦日・代表者の住所・電話・全員

入手可）
を郵送かファクスで東京都障害者

「東
の氏 名・年齢を書き、東京ヴェルディ

7月19日
（必着）
までに所定の申込書
（

ふりがな

スポーツ協会
（〒162-0823新宿区神楽河

京都観戦事業担当」
（〒206-0812稲城市

岸1-1-12階） 03-6265-6077へ。

矢野口4015-1）
☎03-3512-1969へ。重

同協会☎03-6265-6001かオリンピッ
ク・パラリンピック準備局障害者スポー
ツ 課 ☎03-5320-7829、 03-53881229

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

ITTF PTT ジャパンオープン2019
東京大会
（パラ卓球）
8月1日 ・2日 ・3日

、港区スポー

ツセンターで。東京2020パラリンピック
正式競技の国際大会。日本代表を含む約
25カ国代表が出場。
同実行委員会
（日本肢体不自由者卓球
協会内）
☎03-6229-5427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☎03-5388-2879
※

演

目

公演
番号

「京都 都大路謎の花くらべ」 1
波乃久里子 山村紅葉
中村梅雀 ほか
2
シー・イーホン

①
「昆虫教室・どこにいるかな夏の虫」
7

で。②23日

※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

所・電話・ファクス・全員の氏 名・性別・

月28日

当選者には、7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。7月26日までにご送金下さい。送金確認後、入場券を郵送します。
落選者には通知しませんのでご了承下さい。

日

時

8月12日

11時30分

8月15日

11時30分

史依弘プレミアム公演
き ひ すいしゅ
オーチャードホール
13日 京劇「貴妃酔酒」 ほか
ひゃっか ぞうけん
S席：5,400円
14日 京劇「百花贈剣」 ほか
（600席）
史依弘 上海京劇院

3

8月13日

19時

4

8月14日

17時

新橋演舞場
S席：5,500円
（400席）

「ブラックorホワイト?」
佐藤アツヒロ 内博貴
真琴つばさ ほか

5

8月21日

18時

6

8月22日

18時

秀山祭九月大歌舞伎
中村吉右衛門
片岡仁左衛門 中村梅玉
ほか

7

9月2日

11時

8

9月4日

16時30分

新橋演舞場
1等席：7,000円
（200席）

ミュージカル
「ペテン師と詐欺師」
山田孝之 石丸幹二 ほか

9

9月2日

13時

10

9月4日

13時

明治座
S席：6,000円
（600席）

「めんたいぴりり～未来永劫 11
編」
博多華丸 酒井美紀
12
小松政夫 ほか

9月23日

17時

9月27日

17時

10月2日

13時30分

10月3日

13時30分

10月3日

12時

歌舞伎座
一等席：9,500円
（800席）

ミュージカル
13
シアタークリエ
「ラヴズ・レイバーズ・ロス
指定席：6,250円 ト- 恋の骨折り損 - 」
村井良大 沙央くらま
（150席）
14
ほか
10月歌舞伎公演
国立劇場
15
てんじくとく べ え いこくばなし
1等A席：5,400円 「通し狂言 天竺徳兵衛韓噺」
（1,000席）
16
中村芝翫 ほか
新橋演舞場
1等席：8,750円
（1,000席）

スーパー歌舞伎Ⅱ
新版
「オグリ」
市川猿之助 中村隼人
ほか

10月11日

16時30分

17

10月7日

11時

18

10月8日

11時

明治座
S席：7,000円
（600席）

芸能生活55周年
五木ひろし特別公演
「歌・舞・奏スペシャル」
五木ひろし ほか

19

10月8日

16時

20

10月25日

16時

帝国劇場
S席：7,250円
（1,200席）

ミュージカル
「ラ・マンチャの男」
松本白鸚 ほか

21

10月9日

18時

22

10月16日

18時

※料金はいずれも半額後の入場料金+取扱手数料500円（入場券1枚当たり）の金額。
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☆

令和元年
（2019年）
7月1日
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Tokyo Metropolitan Government News

Topics ／都政ニュース

広報 東京都

健

康

「東京都受動喫煙防止条例」･「改正健康増進法」
一部施行
学校･病院等

屋内完全禁煙になります。

◦7月1日から、保育所、幼稚園、学校、各種養成施設、児童福祉施設、病院、行政機関
等は屋内完全禁煙です。屋外
（施設の利用者が通常立ち入らない場所）に要件を満
たした喫煙所が設置されることがあります。
◦9月1日から、保育所、幼稚園、小中高校等は、屋外も含めて敷地内完全禁煙です。

飲食店
青果棟の見学者デッキ

喫煙または禁煙の標識が掲示されます。

◦9月1日から、飲食店では店内における喫煙・禁煙状況の店頭掲示が義務付けら
れます。

見る、食べる、感じる。世界最大級の卸売市場

豊洲市場、豊洲ぐるり公園
（江東区）

日本の新たな台所として昨年10月、開場した豊洲市場。ゆりかもめの

店内全面禁煙の場合

「市場前」
駅を出ると、全長約1,200ｍに及ぶ長大な施設が姿を現す。
割ごとに分かれ、早朝から働く人々、構内運搬自動車
（ターレ）
や大型ト

も く も く ゼロ

受動喫煙防止対策に係る相談窓口 ☎0570-069690 9時〜17時45分（

ラックが休みなく行き交う。プロフェッショナルのための「職場」である
マグロに代表される水産物のせりが終わり、水産卸売場棟に静けさ

店内に喫煙専用ルームがある場合

※2年4月1日からは、全面施行後の制度
（原則屋内禁煙）に対応した標識の掲示が必要と
なります。

施設は、水産卸売場棟、水産仲卸売場棟、青果棟、管理施設棟と役

一方、来場者が見学等を楽しめる場所も多く用意されている。

店内全席喫煙可の場合

お問い合わせ

福祉保健局保健政策部

除く）

☎03-5320-4361

東京都受動喫煙防止条例 検索

が戻る朝9時ごろ、青果棟にはまだ活気が残っている。イチゴの赤、ナ
スの紫など野菜や果物の色で塗り分けられた見学者コースを進むと、
青果卸売場を見渡せるデッキにたどり着く。眼下で稼働する日本の新

注

たな台所の様子に、しばし目を奪われる。
水産･青果の両卸売場を見学した後は、物販フロアや飲食店を巡る
楽しみもある。市場全体を囲むように造られた豊洲ぐるり公園からは、
東京湾のパノラマと海上を行き交

意

熱中症に注意!

〜熱中症の救急搬送件数が増加しています〜

う船 舶、対 岸には整 備 中 の 東 京
2020大会選手村を見渡すことが

熱 中症予防のために

できる。ランニングコースとしても

こまめな水分補給
（水分･塩分･経口補水液等）や、暑さを避ける（風通しのよい日
陰等、涼しい場所）工夫をしましょう。

最適だが、暑さ対策を忘れずに。
築地市場の歴史と伝統を継承し
た豊洲市場。実際に足を運び、新
しい時代の流れを感じてほしい。

ゆりかもめ
「市場前」
駅下車。JR
「新橋」
駅･東京メトロ東西線
「東陽町」
駅か
らバス
「豊洲市場」
下車。
[豊洲市場]☎03-3520-8205（代表）
。見学は5時〜17時。休市日7月3日･10日･
24日･31日 、7日･14日･21日･28日
（毎 ）
、15日 。
[豊洲ぐるり公園]豊洲ぐるりパークセンター☎03-3520-8819

生活文化局広報課

お問い合わせ

熱中症の症状

潮風が心地よい豊洲ぐるり公園

☎03-5388-3093

めまい、体のだるさ、大量の発汗、筋肉のけいれん等は熱中症の症状です。呼び
かけに反応しない等、重度の熱中症が疑われる場合はすぐに救急車を!
※救急車を呼ぶときは、救急車を本当に必要とする人のため、適正な利用にご協力をお願い
します。救急車を呼ぶか迷ったときは、☎#7119（救急相談センター）をご利用下さい。
お問い合わせ

東京消防庁救急管理課

☎03-3212-2111
（代表）

=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
（30）
66

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

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
（8月1日発行）
は、7月31日・8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

