
ライフ･ワーク･バランスEXPO
東京2020

東京2020大会
　　　 ～いよいよ今年！
パラリンピック観戦チケット／
パラリンピック聖火リレー／
東京2020大会テストイベント／
東京2020大会を楽しむスポットと
都内競技会場

冬の｢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

712万3,971世帯　人口1,395万3,744人
（男：686万720人　女：709万3,024人）
＊参考：外国人数57万7,549人

世帯と人口 元年11月1日現在の推計
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冬のスムーズビズ実践期間
1月14日～31日2
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東京都のホームページ▶http://www.metro.tokyo.jp/　　都庁の代表電話▶☎03-5321-1111

広報東京都　　　検索

　令和の元号の下に迎える初の年頭に当たり、新たな時代の輝ける東
京を創り上げていくとの決意を、改めて胸に刻んでおります。
　昨年、東京でも8試合が行われたラグビーワールドカップ2019TMは、
日本代表の躍進によって大いに沸きました。｢ONE TEAM｣のスロー
ガンに象徴される強い団結の下、史上初のベスト8まで勝ち抜いた選手
の方々に、心より敬意を表します。そして、大会を力強く支えていただい
たボランティアの皆様、都内各地で大会の盛り上げにご尽力いただいた
区市町村や地域の皆様に、深く感謝を申し上げます。
　その熱気冷めやらぬ中、いよいよ、オリンピック･パラリンピックイヤー
が幕を開けました。競技会場の整備は順調に進み、ボランティアの皆様
にも、｢おもてなし｣の準備を重ねていただいております。ラグビーワール
ドカップにおける大会運営の貴重な経験と、オールジャパンの一体感を
この夏に繋げ、東京2020オリンピック･パラリンピックを必ずや成功へ
と導いてまいります。
　そして、その先の未来への投資を果敢に推し進め、東京･日本の持
続的な発展を為していく。その方向性を明らかにしたのが、昨年末に公

表した、未来の東京に向けた戦略ビジョンです。このビジョンを土台に、
我が国の発展を力強くけん引する｢成長｣と、長寿社会において、誰もが
安心して暮らし、いきいきと活躍できる｢成熟｣が両立する輝かしい未来
を、都民の皆様と共に築いてまいります。
　新しい年が、皆様にとって幸多き素晴らしい年となりますよう、心から
お祈り申し上げます。

令和二年　元日

東京都知事
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画像提供：Tokyo 2020

武蔵野の森総合スポーツプラザ



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

お問い合わせ

産業労働局労働環境課　☎03-5320-4649　
https://www.lwb-expo.metro.tokyo.lg.jp/

お問い合わせ

同事務局　☎03-6804-6583
生活文化局男女平等参画課　☎03-5388-3189
http://www.tokyo-danjo.jp/women/

お問い合わせ
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

　 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。

働　く取り組み

　スムーズビズは、東京2020大会時の交通混雑緩和と併せて、新しい働
き方の東京モデルの確立を目指す取り組みの総称です。昨年の夏には、
「交通需要マネジメント（TDM）」「テレワーク」「時差Biz」などを試行する
「スムーズビズ推進期間」を設け、多くの企業等にご協力いただきました。
　いよいよ東京2020大会開催の年を迎えたこの冬、スムーズビズの定着
に向け「冬のスムーズビズ実践期間」を設けます。テレワークやフレック
ス制度、これらを活用した時差出勤など、多様な働き方を体感してみませ
んか。
　期間中は、時差出勤者へのポイント等の特典付与や、サテライトオフィ
ス利用者へのノベルティグッズ配布などが行われます。

冬のスムーズビズ実践期間　
1月14日〜31日

都市整備局調整課　☎03-5388-3329
https://smooth-biz.metro.tokyo.lg.jp/

お問い合わせ

スムーズビズ推進期間に多様な働き方に取り組んだ企業の声
◦�テレワークを推進する雰囲気ができた。
◦�働き方を見直すきっかけになった。
◦�オフィスでなくても仕事ができることを実感できた。
◦�台風で鉄道が計画運休を実施した際、テレワークの経験が役立った。

林田香織金子貴俊小泉文明

　マザーズハローワークなどと連携し、再び働くにあたっての悩み解消
や、就職活動に役立つセミナー、合同就職面接会などを行うイベントを開
催します。男性も参加できます。皆さんのご来場をお待ちしています！

※�キャリアカウンセリング、託児サービスは で要
予約。キッズスペース有。

子育てママが再び働くための応援イベント

「レディ GO! Project」を開催!

渋谷会場（ヒカリエホール）　　2月7日 10時30分〜15時30分
立川会場（パレスホテル立川）　2月27日 10時30分〜15時30分

◦子育てタレント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／スザンヌ（タレント）�

立川会場／北陽（お笑いタレント）
◦�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
子育ての両立に協力的な企業との合同就職面
接会。
　渋谷会場／30社程度、立川会場／20社程度

◦人気キャラクターのステージショー

会場･日時

内　容

■パネルディスカッション　
　①�「ライフ･ワーク･バランスで多様な『個』と共に働ける組織を目指す」
　青野慶久（サイボウズ（株）代表取締役社長）
　小室淑恵（（株）ワーク･ライフバランス代表取締役社長）

　②�「『個』のモチベーション向上で、生産性の高い組織をつくる」
　島田慎二（（株）千葉ジェッツふなばし代表取締役会長）
　中竹竜二�（日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター）

　③�「柔軟な『働き方』を創造し、『個』の強みを生かす組織をつくる」
　井手直行（（株）ヤッホーブルーイング代表取締役社長）
　島田由香�（ユニリーバ･ジャパン･ホールディングス（株）取締役人事総

務本部長）

※�テレワークの実践や家庭と仕事の両立に役立つツールの展示･体験、支援情報
紹介ブースなども有。

ミニセミナー（申込不要・掲載以外も有）
　◦テレワークなどを活用した働き方改革のポイントセミナー
　◦イクメンがおくる育休取得の秘訣
　◦正社員以外の「個」を生かす人事雇用セミナー
　　など

　ライフ･ワーク･バランスの推進に向け、働き方改革に取り組む企業によ
る講演やパネルディスカッション、ミニセミナーなどを開催します。

2月6日 10時〜18時　　　　　　　東京国際フォーラム
1月23日までに で。

■基調講演「『働き方』の改革を超える『生き方』の改革」
　寺田直行（カゴメ（株）取締役会長）

会　場日　時

申　込

ライフ・ワーク・バランス
EXPO東京2020

■東京ライフ･ワーク･バランス認定企業認定状授与式　
　ライフ･ワーク･バランス推進に向けて優れた取り組みを行っている
中小企業を表彰

2月16日 14時
東京ウィメンズプラザ　　
抽選で200人
小泉文明（（株）メルカリ取締役会長）、金子貴俊（俳優）
林田香織（ワンダライフLLP代表）、小池知事

1月31日までに か所定の申込書（ で入手可）を
ファクスで同事務局 03-6804-6582へ。6カ月〜未
就学児の託児有（希望多数の場合抽選）。

　女性の活躍推進について広く発信と提言を行うため、「女性が輝くTOKYO
懇話会」を開催します。小池知事とゲストが、男性の育児を応援する職場環境
づくりや夫婦の家事･育児分担等について語り合います。ぜひご参加下さい。

女性が輝くTOKYO懇話会
「職場が変わる!意識も変わる!!
パパズ･スタイルはじめよう」

日　時

申　込

会　場
定　員
出　演

スザンヌ

北陽

♦ホストシティTokyoプロジェクト



監査事務局総務課　☎03-5320-7017
http://www.kansa.metro.tokyo.jp/

同運営事務局　☎03-5571-5700
総務局人権施策推進課　☎03-5388-2595
https://www.hr-tokyo-2020.com

お問い合わせ
お問い合わせ

消費生活総合センター　☎03-3235-1157　お問い合わせ

Topics／都政ニュース 3
令和2年（2020年）1月1日　第893号

※電話番号を間違えないようにお願いします

は 「WEB広報東京都」からアクセス!　広報東京都　　　検索 ※バックナンバーもあります

※ ＝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

募　集

監　査 人　権

被害防止

総務局防災管理課　　☎03-5388-2457　
東京消防庁消防団課　☎03-3212-2111（代表）　内線4126

お問い合わせ

消防団員募集
〜あなたの力が地域を守る!〜

「簡単にもうかる」といっ
たウマイ話は信じない!
友達から誘われて断るの
が気まずくても、きっぱ
りと断る。

若者を狙うこんな手口に注意

　最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等
を悪用した巧妙な手口が増えています。
　困った時は一人で悩まずに、すぐにお近
くの消費生活センターへご相談下さい。

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

SNSでエキストラ募集を知り、事務
所に行ったところ、タレントのオー
ディションを受けさせられ、合格後
にレッスンの契約をさせられた。

1月〜3月は、若者の悪質商法
被害防止キャンペーン期間
〜悪質商法は、ネコをかぶって
　やって来る。

手
口
❷

手
口
❶

特別相談「若者のトラブル110番」 消費者ホットライン
3月9日 ･10日 9時～17時

相談専用電話　☎03-3235-1155 ☎188（いやや）

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

➡�

➡�

　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。今回は、未改善で
あった指摘等168件のうち、114件が改善済みとなりました。

　東京2020大会関係者やアスリートが、パラスポーツの魅力や日本代表とし
ての体験談を語ります。大会のビジョンの一つである「多様性と調和」につい
て、スポーツを通して考えてみましょう。

　普段は仕事や学業などに従事しなが
らも、火災や風水害、震災などが発生し
た際に、地域防災の要として活躍する
のが消防団です。
　現在、会社員･自営業･学生･主婦など
さまざまな職種･年代の方が、男女を問
わず消防団員として活動しています。
あなたも、首都東京を守る消防団員に
なってみませんか。

都内在住･在勤･在学の18歳以上の健康な方
※地域により資格が異なります。
非常勤（特別職）の地方公務員です。一定の年額報酬のほ
か、災害や訓練に出動した際は手当も支給されます。ま
た、活動時の公務災害補償や功労･功績に対する表彰制
度もあります。

入団希望の方は、最寄りの消防署（23区内に在住の方）か、
各市町村（市町村に在住の方）へ。

◦武蔵野の森総合スポーツプ
ラザでは、カフェスペースや多
目的スペースの活用実績が低
調であったほか、屋上庭園が常
時閉鎖されているなど、当初計
画されていた施設の活用が十
分ではありませんでした。

◦都営地下鉄の駅等で行う、外
国人観光客や高齢者への案内
業務委託において、業務従事者
が英会話能力を有しているか
の確認がなされておらず、接遇
や語学など必要な研修も適切
に行われていませんでした。

◦社会福祉法人に対して交付
された補助金が、算定誤りなど
により7件で約756万円過大と
なっていました。

監査により施設のサービスや
補助金の過大交付などを改善

オリンピック･パラリンピックと人権
東京都シンポジウム

主な改善事例

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。

カフェスペースや屋上
庭園の開放を行うとと
もに、多目的スペースで
東京2020大会について
の展示を行うなど、改善
を行いました。

業務従事者の資格･能力
を示す書類を受けると
ともに、計画に沿った研
修を適時適切に行うよ
う受託者を指導しまし
た。

過大交付分の返還を受
けました。また、補助対
象設備の現場確認を強
化するなど、再発防止を
図りました。

➡�

➡�

➡�

入団資格

身分･待遇

2月1日 14時　　　　　　　　ニッショーホール（港区）
抽選で650人

◦�漫画･アニメで知るパラスポーツ
　�高橋陽一（漫画家･代表作「キャプテン
翼」）、北澤豪（サッカー元日本代表）

◦�パラ卓球で知ろう!コミュニケーショ
ンって何?
　�立石イオタ良二（日本肢体不自由者卓球
協会）、浅井雅也（クリエイティブディ
レクター）

　※�別所キミヱ（女子車いす卓球選手）、平野
早矢香（女子卓球元日本代表）によるエキ
シビションマッチ

◦�ラグビーで広がったダイバーシティ
　�トンプソンルーク（ラグビー元日本代
表）、大畑大介（ラグビー元日本代表）

◦�東京2020オリンピック･パラリンピッ
クに期待すること
　�アスリートによるトークセッション

1月10日までに で。手話通訳･要約筆記
有。託児室は定員制。

日　時 会　場

申　込

定　員
内　容

申込等詳細はホームページをご覧下さい。

北澤豪
　Ⓒ馬場道浩

平野早矢香

高橋陽一

大畑大介トンプソンルーク

別所キミヱ
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お問い合わせ

日　時

内　容
定　員

会　場

申　込

※�式典終了後の12時から14時30
分まで、施設(一部)を見学できま
す。施設見学は当日受付もあり
ます。

内容･申込方法等詳細はホームページをご覧下さい。

　東京2020大会でバレーボールと車いすバスケットボールの会場となる
「有明アリーナ」の完成披露式典を実施します。ぜひご参加下さい。

有明アリーナ完成披露
式典を行います

お問い合わせお問い合わせ
東京2020チケットカスタマーセンター　☎0570-00-2020
オリンピック･パラリンピック準備局調整課　☎03-5388-2876　

お問い合わせ

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企画調整課　☎03-5388-2248　

オリンピック･パラリンピック準備局競技･渉外課　☎03-5388-2826　https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/

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　
https://no-limits.tokyo/nls_2020/

競技（種別） イベント名 日　程 会　場 主　催
1 サッカー 天皇杯�JFA�第99回全日本サッカー選手権大会 1月1日 オリンピックスタジアム （公財）日本サッカー協会

2 ボッチャ 天皇陛下御即位記念2020ジャパンパラボッチャ競
技大会 2月28日〜3月1日 有明体操競技場 （公財）日本障がい者スポーツ協会

3 車いすラグビー 天皇陛下御即位記念2020ジャパンパラ車いすラグ
ビー競技大会 3月12日〜15日 国立代々木競技場 （公財）日本障がい者スポーツ協会

4 体操（体操）＊ 2020体操ワールドカップ東京大会 4月4日〜5日 有明体操競技場 国際体操連盟／
（公財）日本体操協会

5 水泳（水球） 水球チャレンジマッチ2020�水球日本代表壮行試合 4月11日〜12日 東京辰巳国際水泳場 （公財）日本水泳連盟

6 水泳（飛込） FINA�飛込ワールドカップ2020�兼東京2020オリ
ンピック最終選考会 4月21日〜26日 東京アクアティクスセンター 国際水泳連盟

7 バレーボール（バレーボール）＊ 2020バレーボール有明アリーナテストマッチ 4月21日〜26日 有明アリーナ （公財）日本バレーボール協会

8 ラグビー アジアセブンズインビテーショナル2020（予定） 4月25日〜26日
（いずれか1日になる場合有）味の素スタジアム

（公財）日本ラグビーフットボール
協会（予定）

9 水泳（アーティスティックスイミング）
FINA�アーティスティックスイミング�オリンピック
競技大会�予選トーナメント�2020 4月30日〜5月3日 東京アクアティクスセンター 国際水泳連盟

10 パラ陸上競技 2020ジャパンパラ陸上競技大会 5月2日〜3日 オリンピックスタジアム （公財）日本障がい者スポーツ協会
11 陸上競技 （仮称）東京チャレンジ陸上2020 5月5日〜6日 オリンピックスタジアム （公財）日本陸上競技連盟

（2019年12月1日時点／東京2020組織委員会ホームページより）

東京2020オリンピック聖火リレー詳細ルート発表！

＊体操（トランポリン）・バレーボール（ビーチバレーボール）のテストイベントは開催済

♦ホストシティTokyoプロジェクト

♦ホストシティTokyoプロジェクト
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※電話番号を間違えないようにお願いします

は 「WEB広報東京都」からアクセス!　広報東京都　　　検索 ※バックナンバーもあります

※ ＝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　 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。

実施日 実施区市町村
1日目 8月21日 新宿区�→�中野区�→�豊島区�→�北区�→�文京区
2日目 �����22日 千代田区�→�台東区�→�墨田区�→�江東区�→�江戸川区
3日目 �����23日 国立市�→�日野市�→�立川市�→�東大和市�→�国分寺市
4日目 �����24日 西東京市�→�三鷹市�→�府中市�→�調布市�→�世田谷区
5日目 �����25日 中央区�→�港区�→�渋谷区�

1月11日 11時〜18時、12日 11時〜17時
メガウェブ（江東区）�
◦�パラリンピック競技の体験会
◦�アスリートによる競技デモンストレーション
◦�PRブースの出展　など

2月1日 ･2日 11時
日本工学院八王子専門学校

1月15日 〜1月29日 11時59分
https://ticket.tokyo2020.org/paralympic

　障害がある方など、特別な配慮が必要な方の専用ダイヤルを設けて
います。販売サイトのチケット申し込みなどをサポートします。

☎050-3786-2948（9時〜18時）
※ は抽選申込受付期間および購入手続期間中のみ受け付け

東京2020オリンピック･パラリンピック
観戦チケットの春期販売
　春以降、公式チケット販売サイト、街なかのチケット販売所、公式リ
セールにおけるチケット販売が開始される予定です。

日　時

日　時

受付期間

内　容
会　場

会　場

販売サイト

　｢はじめて出会う3人｣が1つのチームとなって走ります。
締切／2月15日
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
※1人ずつ応募して下さい。（連名不可）

東京都聖火ランナー選考事務局　☎03-6277-2459
　https://www.tokyo-runner.jp

プログラム等詳細はホームページをご覧下さい。

応募要件等詳細はホームページをご覧下さい。 

パラリンピック聖火ランナー 募集中!

©Tokyo2020©Tokyo2020

同事務局　☎070-2278-6365　http://ariake-arena-shikiten.jp/
オリンピック･パラリンピック準備局施設整備第一課　☎03-5388-2479

2月2日 10時　　　　　　　���有明アリーナ
抽選で3,000人
◦�バレーボール選手･車いすバスケットボール選手による
デモンストレーション
◦�AKB48チーム8によるミニコンサート
1月10日（必着）までに
かはがき、ファクス

で。

　8月21日から開会式当日の25日までの5日間、都内で東京
2020パラリンピック聖火リレーが行われます。
　21日は、高層ビル街のある新宿区からスタートし、パラス
ポーツの拠点などを巡った後、集火式会場に向かい、全国47都
道府県とイギリスのストーク･マンデビル＊からの火が1つに統
合され「東京2020パラリンピック聖火」が誕生します。
　22日からは統合されたパラリンピック聖火が、観光名所など
東京の魅力溢れる地域、自然と文化が調和した地域、活気溢れ
る最先端の地域などを走り、東京2020パラリンピック開会式
へつなげます。
＊パラリンピック発祥の地

　東京2020パラリンピック競技大会で実施する競技を体験･体感
し、パラアスリートの魅力を発見できるイベントを開催します。
　ぜひご参加下さい。

　カヌー･スラロームセンターは、葛西臨海公園の隣接地に整備された国内初の
人工スラロームコースです。東京2020大会時には、カヌー（スラローム）の競技
会場となります。
　主な施設としては、「競技コース」「ウオーミングアップコース」「フィニッシュ
プール」などがあります。
　ポンプ3台で毎秒12㎥の水を流すことにより「競技コース」に激流を作り出す
ほか、「競技コース」と「ウオーミングアップコース」には約3,000個の障害ブロッ
クを設置し、水のうねりや渦を作り出しています。
　東京2020大会後は、カヌーをはじめとした水上競技の国際･国内大会を開催
し、アスリートを強化･育成する拠点とするとともに、水上スポーツ体験やラフ
ティングなどの水上レジャーの機会、葛西臨海公園、葛西海浜公園とも連携した
多彩なレクリエーションの機会等を提供します。
　「東京2020大会では、ここカヌー･スラロームセンターを舞台に熱戦が繰り広
げられます。日本のトップクラスの選手の活躍にも注目して下さい。また大会後
は、国内初の人工スラロームコースとして、選手の皆さんの練習や都心に近い新
たな水上レジャーを楽しめる場所として、多くの方に親しまれる施設としていき
ます（施設管理担当者）」

江戸川区臨海町6-1-1。JR「葛西臨海公園」駅下車、徒歩12分。

オリンピック･パラリンピック準備局施設整備第一課　☎03-5320-7801お問い合わせ

てえしお 60

施設全景

ⒸJWBF/X-1

ⒸAKS

ⒸJVA

競技コース

オ リ ン ピ ツ ク・・パ ラ リ ン ピ ツ ク

カヌー･スラロームセンター施設 編

所在地

オリンピック開催期間:7月24日祝〜8月9日日

パラリンピック開催期間:8月25日火〜9月6日日

　東京2020大会のテストイベントのうち、5月までに観戦できる競技の実施予定は以下のとおりです。
　実施内容等詳細はホームページをご覧下さい。

　7月10日〜24日に都内全62区市町村で行われる東京2020
オリンピック聖火リレーの詳細なルートが発表されました。
　ルートマップ等詳細は で。
オリンピック･パラリンピック準備局企画調整課　☎03-5320-7848

　東京2020パラリンピック競技大会の観戦チケットについて、公式チ
ケット販売サイトで第2次抽選の申し込みを受け付けます。
　申し込みには東京2020IDの登録が必要です。
　全22競技、12日間にわたって繰り広げられる熱戦を、ぜひ会場でご観
戦下さい。

東京2020パラリンピック聖火リレー東京2020パラリンピック聖火リレー東京2020パラリンピック聖火リレー東京2020パラリンピック聖火リレー東京2020パラリンピック聖火リレー

東京2020大会テストイベントカレンダー（2020年1月〜5月実施分）

パラリンピック競技体験イベント開催

東京2020オリンピック･
パラリンピック競技大会

お問い合わせ
日本パラ･パワーリフティング連盟　☎03-6229-5423　
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

内容等詳細はホームページをご覧下さい。

　東京1964大会から正式競技となった、下肢に障害のある方による
ベンチプレス競技「パワーリフティング」。東京2020大会前に一般
の方が観戦できる主要な国際大会としては、最後の機会となります。

全日本パラ･パワーリフティング
国際招待選手権大会

いよいよ今年！
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★ 元町港

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場一覧

オリンピックスタジアム
スタート／フィニッシュ

❶〜� 都内競技会場

♦ホストシティTokyoプロジェクト

Topics／特集 東京2020大会 Topics／特集 東京2020大会6 7
令和2年（2020年）1月1日　第893号 令和2年（2020年）1月1日　第893号

Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　 は 「WEB広報東京都」からアクセス!　広報東京都　　　検索 ※バックナンバーもあります

設置イメージ開催イメージ（リオ2016大会時の
ライブサイト）

�
❽❾

❼

　東京2020大会は、新規施設の他、東京1964大会でも使われた施設を含む多くの既存施設なども活用して、都内外43会場で開催します。東京都が新たに整備する競技会場につ
いては、多くの施設が完成を迎え、残るは東京アクアティクスセンターのみとなりました。都内24会場と併せて、オリンピック・パラリンピックシンボルや大会マスコット像など
の設置場所や、大会期間中、競技中継などが楽しめるライブサイト等の会場を紹介します。

東京2020大会を楽しむスポット と 都内競技会場

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　〈オリンピック・パラリンピックシンボルおよび大会マスコット像について〉☎03-5320-7995　〈ライブサイトについて〉☎03-5320-7654　〈競技会場について〉☎03-5388-2826　 (2019年12月時点の計画内容です）

©Tokyo2020 ©Tokyo2020

写真提供：日本スポーツ
振興センター

写真提供：
日本パラ陸上
競技連盟

新しい国立競技場「オリンピックスタ
ジアム」を発着点とし、浅草雷門、日
本橋、銀座、東京タワー、皇居外苑な
どを巡る、日本の文化と歴史を象徴す
るコース

パラリンピック
マラソンコース

№ 会　場　名
� 有明アーバンスポーツパーク
� 有明テニスの森
� お台場海浜公園
� 潮風公園
� 青海アーバンスポーツパーク
� 大井ホッケー競技場

№ 会　場　名
� 海の森クロスカントリーコース
� 海の森水上競技場
� カヌー・スラロームセンター
� 夢の島公園アーチェリー場
� 東京アクアティクスセンター
� 東京辰巳国際水泳場

№ 会　場　名
❶ オリンピックスタジアム
❷ 東京体育館
❸ 国立代々木競技場
❹ 日本武道館
❺ 東京国際フォーラム
❻ 国技館

№ 会　場　名
❼ 馬事公苑
❽ 武蔵野の森総合スポーツプラザ
❾ 東京スタジアム
� 武蔵野の森公園
� 有明アリーナ
� 有明体操競技場

 ■ …オリンピック競技　▲…パラリンピック競技

各会場の実施競技については で。

�2019年6月工事完了
■  ホッケー

�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

�2019年7月工事完了
■  テニス
 ▲  車いすテニス

�2019年2月工事完了
■  アーチェリー
 ▲  アーチェリー

�2019年12月工事完了
■  バレーボール
 ▲  車いすバスケットボール

�2019年5月工事完了
■  カヌー（スラローム）

❽2017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

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

◦�オリンピック・パラリンピックシンボルは1月から、大会マスコット
像は6月から順次設置していきます。
◦�空港から選手村までのアクセスルート上にワードマーク（「TOKYO�
2020」をかたどったモニュメント）を設置します。
◦�また、都内各地の道路・空港・駅等を、競技会場等で使用するデザ
インのフラッグなどで装飾していきます。

※2020年4月、首都大学東京より名称変更

◦このほかにも、都内各地にコミュニティライブサイトが設置され、競技中継などが実施されます。
コミュニティライブサイトとは、区市町村が主催する、地域の人が身近な場所で大会を楽しむことができ
る場所です。

設置イメージ（写真：福田洋昭）

オリンピック・パラリンピックシンボル
および大会マスコット像等の設置

ライブサイト

　オリンピック･パラリンピックシンボルや大会マスコッ
ト像等を、大会の象徴的な場所や東京2020ライブサイト等
会場のほか、多摩・島しょ地域の主要観光地に設置し、大会
を盛り上げていきます。

　大会期間中、誰もが大型ビジョンによる競技の生中継を観戦
し、大会の感動と興奮を共有できる場所です。
　競技中継以外にも、東京や日本の魅力を発信するステージプ
ログラム、オリンピック･パラリンピック競技の体験、大会パー
トナーのブース出展等さまざまな催しを行います。

オリンピック·パラリンピックシンボル設置場所
お台場海浜公園
高尾山山頂
代々木公園
井の頭恩賜公園
羽田空港
成田空港（千葉県）

園芸装飾（オリンピック·パラリンピックシンボル）設置場所

日比谷公園

マスコット像設置場所
高輪ゲートウェイ駅前
東京都庁舎
上野恩賜公園
東京都立大学※南大沢キャンパス周辺
調布駅前広場周辺
多摩・島しょ地域の主要観光地
（江戸東京たてもの園・国営昭和記念公園・
高幡不動尊・秋川渓谷・御岳山・奥多摩湖・
大島元町港）

会　場 主な実施内容

東京2020
ライブサイト

LIVE

代々木公園 競技中継、ステージイベント、大会パートナー
ブース、競技体験、飲食販売　など井の頭恩賜公園

高輪ゲートウェイ駅前 競技中継、ステージイベント
※隣接会場でもイベントを実施

池袋西口公園
競技中継　など

東京都庁舎

東京都主催の
パブリック
ビューイング

P V

日比谷公園

競技中継
上野恩賜公園
東京都立大学※南大沢キャンパス周辺
調布駅前広場周辺

◆ オリンピックプロムナード(江東区青海・有明／シンボルプロムナード公園)では、聖火台を中心
に、スポーツやアートのライブパフォーマンスなどが実施されるほか、クールスポットや休憩ス
ペース等が設置されます。

●
選手村
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働　く募　集

新規大卒者等
合同就職面接会�

　2月5日 13時30分〜16時30分（受付
15時30分まで）、新宿NSビルで。対象／
2年3月大学院・大学・短大・高専・専修
学校等卒業予定者と既卒者。参加企業／
120社。履歴書等持参。

産業労働局就業推進課☎03-5320-
4720

公立学校教員志望者向け
学校見学会�

　1月27日 ・2月4日 ・6日 ・10日 ・ 
17日 ・20日 ・21日 ・25日 。さま
ざまな校種の授業見学、教員との懇談な
ど。申込等詳細は で。

教育庁選考課☎03-5320-6787

職業能力開発センター
4月入校生�

　①普通課程／2年・1年。②短期課程／
1年以下（主に6カ月・3カ月）。機械、建築、 
造園、電気、情報、印刷、塗装、介護、ファッ 
ション等の訓練科目。選考／2月12日 ・13 
日 ・14日 のいずれか。申込／1月8日〜 
2月4日に住所地のハローワークか各センター 

・校へ。費用／教科書・作業服代等は自己
負担。①のみ授業料年間118,800円、入
校選考料1,700円。申込等詳細は で。

産業労働局能力開発課☎03-5320-
4716

中小企業従業員生活資金融資制度
（さわやか、すくすく・ささえ）�
　3月31日まで0.2％年利引下げ。利率／

さわやか（個人融資）年利1.6％、すくすく・
ささえ（子育て・介護支援融資）年利1.3％。
限度額／さわやか70万円（特例100万
円）、すくすく・ささえ100万円。申込／中
央労働金庫（都内本支店）か都内信用組合

（すくすく・ささえのみ取り扱い）へ。
産業労働局労働環境課☎03-5320-

4653、中央労働金庫 0120-86-6956、 
東京都信用組合協会☎03-3567-6211

保育士試験�

　試験／筆記:4月18日 ・19日 、実
技:6月28日 。受験料／12,950円（全
部免除基準に該当する場合は、2,650円。
送料含）。締切／1月31日（消印）。受験手
引きの請求／ か「手引き請求」と朱書き
した封筒に返信用封筒（角2、切手不要）を
同封し、保育士試験事務センター（〒171-
8536豊 島 区 高 田3-19-10） 0120-
4194-82へ。

福祉保健局保育支援課☎03-5320-
4130

労働相談情報センターの
労働セミナー�

　①使用者向け「高年齢者雇用をめぐる
法律と実務」1月17日 ・21日 。②「外
国人雇用に係る労務管理の実務と留意
点」16日 ・20日 。③労働者向け「労働
条件の不利益変更について学ぶ」2月4日

・5日 。①②14時③18時30分。いず
れも国分寺労政会館で。各日①③100人
②60人。申込／ か電話、ファクスで。

国分寺事務所☎042-323-8511

下水道モニター�

　資格／2年4月1日現在、20歳以上の方
（公務員・同モニター経験者・島しょ在住
者を除く）で、 閲覧とメールの送受信が
できる方。1,000人程度。内容／アンケー
トの回答、施設見学会参加など。謝礼有。
任期／4月1日から1年間。申込／1月6日
〜2月28日17時までに で。

下水道局広報サービス課☎03-5320-
6693

東京都立大学（現首都大学東京）
2020年度一般選抜試験�

　試験／〈前期〉2月25日 ・26日 。〈後
期〉3月12日 。出願／1月27日〜2月5日

（必着）。募集要項は で入手。
同大学入試課☎042-677-2392

稚魚放流（埼玉県行田市）と
利根導水路施設見学会�

　3月7日 8時30分、都庁集合。抽選で
40人。20歳未満は親権者の同意、15歳
未満は保護者の同伴が必要。申込／1月
20日（消印、 は18時まで）までに かは
がきに催し名・人数（4人まで）・代表者の
氏
ふりがな

名・住所・全員の氏
ふ り が な

名・年齢・性別・電
話を書き、〒163-8001東京都都市整備
局広域調整課（☎03-5388-3289）へ。当
選者のみ通知。

点字で納税通知書の
内容をお知らせします�

　新たにご希望の方は、2月28日 まで
に住所・氏名・電話・税金の種類を、主
税局相談広報班☎03-5388-2925まで
ご連絡下さい。

1月は固定資産税（償却資産）の
申告月です�

　1月1日現在、23区内に償却資産を所
有している方は、申告が必要です。31日

までに、資産が所在する区の都税事務
所に申告して下さい。

主税局償却資産班☎03-5388-3014

2020年農林業センサス
〈調査期日�2月1日〉�

　農林業関係者を対象に調査を実施しま
す。1月中旬〜2月末に調査員が伺います
ので、調査票への回答をお願いします。

総務局産業統計課☎03-5388-2291

羽田空港の機能強化について
の説明会（1月開催分）�

　新飛行経路等について、国土交通省が説 
明会を開催します。①豊島区役所本庁舎／
1月8日 ・14日 、②渋谷ヒカリエ／11日 

、③みなとパーク芝浦／12日 、④千早
地域文化創造館（豊島区）／13日 、⑤セブ 
ンタウン小豆沢（板橋区）／13日 ・14日

、⑥成増アクトホール／15日 、⑦恵比 

がいる世帯。協賛店等の検索やパスポー
トの入手方法等詳細は 、アプリで。

福祉保健局少子社会対策部☎03-
5320-4115

不育症検査に係る助成事業を
開始�

　不育症の検査に要する費用の一部を助
成します。助成内容／上限5万円（夫婦1
組につき1回）。対象／平成31年4月1日
以降に検査を受診し、検査開始日の妻の
年齢が43歳未満の夫婦（事実婚を含む）。
受付開始日／1月6日。検査終了日から6
カ月以内に申請。申請方法／申請書（
で入手）・医療機関が作成する証明書・
住民票の写し・戸籍謄本を郵送で〒163-
8001東京都福祉保健局家庭支援課（☎
03-5320-4366）へ。

1月の
宝くじ発売開始予定日�

◦1等50万円スクラッチ（200円）　   8日
◦1等1,000万円くじ（100円）　　　  8日
◦1等300万円スクラッチ（200円）     8日
◦1等500万円スクラッチ（200円）   15日
◦新春運だめしくじ（200円）　 　　 15日
　 （1等前後賞合わせて8,000万円）
◦1等100万円スクラッチ（200円）   22日
◦1等50万円スクラッチ（200円）　  29日
◦1等1,000万円くじ（100円）　　  29日

財務局公債課☎03-5388-2685

都庁展望室
リニューアルオープンのお知らせ�

　改修工事により休室していた北展望室
を､1月15日 にリニューアルオープンし
ます。

財務局庁舎管理課☎03-5320-7890

1月26日は文化財防火デー�

　災害等から文化財を守るため、火気の
適正管理や地震時における出火防止対策
など防火防災体制の充実強化を推進して
います。
〈消防演習を実施します〉
1月20日 10時、東京国立博物館（台東
区）で。

東京消防庁広報課☎03-3212-2111
内線2308

東京都生活再生相談窓口
☎03-5227-7266�

　多重債務問題でお悩みの方を対象に、
生活相談・家計表診断を実施し、必要に
応じて資金を貸し付けます。対象資金／
債務整理中や債務整理後の生活再生資金

（生活費、引越費用等。事業資金は除く）。
貸付条件／限度額:300万円、利率:年3．
5％、返済期間:7年以内。

福祉保健局地域福祉課☎03-5320-
4072

寿ガーデンプレイス／16日 ・19日 、⑧ 
目黒区民センター／17日 、⑨光が丘区
民センター／18日 、⑩タワーホール船堀 
／18日 、⑪六本木ヒルズ／21日 ・22
日 、⑫大田区萩中集会所／22日 、⑬
京急蒲田駅／26日 ・27日 。時間／17
時〜20時（①と⑤の14日 、⑧、⑪の22日

は14時〜17時）、 は14時〜17時。
都市整備局都市基盤部☎03-5388-

3288か国土交通省☎0570-001-160

はたちの献血キャンペーン
1月1日〜2月29日�

　冬は風邪やインフルエンザの流行など
で献血者数が減少しがちです。「はたち」
の若い世代をはじめ、都民の皆さんの献
血へのご協力をお願いします。

福祉保健局疾病対策課☎03-5320-
4506

子育て応援とうきょうパスポート事業
冬休みキャンペーン�

　1月13日まで、キャンペーンに賛同する
協賛店等で。冬休み限定サービスの提供
など。対象／妊娠中の方、18歳未満の子

浅草寺　節分会
立春（毎年2月4日頃）の前日、節
分は、豆をまいて厄を払い、無病
息災を祈念する日として知られる
が、江戸で初めて節分を行事として行ったのが浅草寺である。今年の節

せつ

分
ぶん

会
え

は2
月3日 。年男による豆まき、「七福神の舞」の奏演のほか、浅草ゆかりの芸能人に
よる豆まきなどが行われる。

（平成27年2月3日、年男による豆まき）

お知らせ
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人。申込／各開催日の前日12時までに
で。
東京消防庁人事課 0120-119-882

東京消防庁業務説明会�

　2月24日 ・3月21日 9時・13時30
分、消防庁消防技術安全所で。各回200

職 員 採 用

8001東京都産業労働局職員課（☎︎
03-5320-4618）へ。

「自然保護指導員（東京都レンジャー）」
（会計年度任用職員）�������������������
　自然公園を中心とした地域における
自然保護と適正利用の促進業務等。資
格／主任:東京都レンジャー業務また
は類似業務経験5年以上等。主事:レン
ジャー業務経験もしくは自然環境教育
指導、エコツーリズムに係る経験2年以
上または自然環境や野生生物に関連す
る大学、学校卒業等。人数／若干名。
採用／4月1日。選考／〈一次〉書類、
小論文。〈二次〉面接。締切／1月24日

（消印）。申込方法等詳細は で。
環 境 局 自 然 環 境 部 ☎︎03-5388-

3508

東京都一般任期付職員
（自動車運転）�������������������
　主な受験資格／都内で一定期間の
運行業務経験のある方。任用期間／4
月1日から5年3月31日まで。更新の場
合有。申込／1月17日（消印）までに郵
送か20日 までに持参。

財務局人事担当☎︎03-5388-2613

東京都職員（①農業技術Ⅰ類B
②職業訓練Ⅰ類B、Ⅱ類、Ⅲ類）�
　人員／①12人程度。②9人程度。
勤務先／①農林水産部、関係事業所等

（伊豆・小笠原諸島含む）。②職業能
力開発センター等。採用／4月1日。選
考／1月18日 ・25日 。申込／1月
10日（必着）までに申込書等（ で入手
可）を郵送（簡易書留）か持参で〒163-

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。

体　験

同事務局　☎03-5909-3060　
東京芸術劇場　☎03-5391-2111

お問い合わせ

　5種類の伝統芸能の中から一つを
選んで体験できるワークショップ
と、プロの舞台公演を鑑賞できるプ
ログラムを実施します。

こども芸能体験ひろば in 武蔵野

申込／2月9日（必着）までに、 かはがきに代表者（保護者）の住所・
氏
ふりがな

名・電話と、①体験プログラムは希望のプログラム名・参加者氏
ふりがな

名・
学年、②鑑賞プログラムは希望人数（申込代表者含む）を書き、芸団協内

「こども芸能体験ひろば」事務局（〒160-8374新宿区西新宿6-12-30-2
階）へ。鑑賞プログラムのみの申し込みも可。応募多数の場合抽選。

①体験プログラム（一つ選択）　　　　13時 対象・定員

落語 扇子・手拭いの使い方や楽しく話をするコツ

小学生
各30人

狂言 狂言特有のせりふや動きで日本のコメディを体験

和
わ
妻
づま 日本古来のマジックを体験

三味線 三味線を使って日本の伝統の音を奏でる

日本舞踊 浴衣を着て踊りの基本を体験

②鑑賞プログラム�　　　　14時30分 対象・定員

体験プログラムの講師陣等による各ジャンルのダイジェスト公演
出演：瀧川鯉昇（落語）／大藏彌太郎ほか（狂言）／KYOKO（和妻）
／清元香葉ほか（三味線）／若柳吉優・花柳寿美藏（日本舞踊）

どなたでも
1,252人

2月24日    　　　　武蔵野市民文化会館開催日 会  場

時�間

催　し

東京都伝統工芸品展
〜江戸から伝わる一筋の道�

　1月9日 〜13日 10時〜20時（10日・ 
11日は20時30分、13日は18時）、新宿
髙島屋で。伝統工芸品の展示販売、職人
による実演や製作体験コーナーなど。

中小企業振興公社☎03-5680-4631

魅力発見!
全国ご当地マラソン2020�

　1月10日 〜19日 10時〜21時（19
日は18時）、東京ドーム（ふるさと祭り東京
内）で。日本各地の特色あるご当地マラソ
ンの紹介や観光・グルメ情報の提供、特
産品の販売など。入場料等詳細は か同
事務局☎03-5657-0671へ。

同事務局か産業労働局観光部☎03-
5320-4871

セーフティグッズフェア
〜親子で楽しく安全を学ぶ�

　1月25日 、シアター1
せ ん じ ゅ

010（足立区）で。
2月1日 、イオンモールむさし村山で。い
ずれも10時〜17時。子供の安全に配慮
した商品の展示・体験・販売、ワークショッ
プなど。

生活文化局生活安全課☎03-5388-
3055か 同フェア 事 務 局 ☎03-6808-
9750

広尾病院フェア2020�

　2月15日 ①院内見学会（ヘリポート・
手術室等）13時、②都民公開講座「狭心
症・心筋梗塞等」14時、③「院内コンサー
ト」15時10分。申込／①は1月17日まで
に で。抽選で45人。②③は当日直接会
場へ。

同病院☎03-3444-1181

東京水辺ライン�

　①「オリパラ記念クルーズ・幻の1940
年東京オリンピック秘話」1月29日 9時
20分。②「食文化クルーズ・月島街歩きと

『もんじゃ』の昼食」2月1日 ・2日 11
時。いずれも墨田区役所前発着場集合。
①72人。4,200円。②各日32人。4,800
円（食事付）。申込／1月17日（必着）まで
に往復はがきに催し名・希望日・人数（中
学生以上・小学生の別）・代表者の住所・
氏
ふ り が な

名・年齢・電話・ファクスを書き、東京
水辺ライン（〒130-0015墨田区横網1-2-
16-4階）☎03-5608-8869へ。

東京都MICEシンポジウム�

　2月5日 14時、江戸東京博物館で。
300人。国際会議等MICEの東京誘致・
開催の推進についてサステイナビリティの
観点から考える。基調講演、パネルディス
カッションなど。申込等詳細は で。

同事務局☎03-5402-6478か産業労
働局観光部☎03-5320-4687

特殊詐欺根絶イベント�
in�都庁�

　2月15日 13時30分、都庁大会議場

で。抽選で300人。阿部華也子（フリーア
ナウンサー）によるトークショー等。東京
都・警視庁・第一生命の共催で実施した

「特殊詐欺撲滅川柳2019」入選句発表
式も行う。申込／1月7日〜2月7日に電
話で都民安全推進本部治安対策課☎03-
5388-2255へ。落選者のみ通知。

東京の木育
「東京の木を知る体験ツアー」�
　2月1日 9時30分、武蔵五日市駅集
合。森林・林業現場の見学や木工体験な
ど。小学生（保護者同伴）、抽選で30人。
1,200円（昼食付）。申込／1月17日（必着）
までに かファクスに催し名・全員の住
所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話を書き、東京木育
体験ツアー事務局 03-3359-2570へ。

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

都立多摩図書館移転3周年記念講演
「地球を旅する」�
　2月11日 14時。抽選で120人。石川
直樹（写真家）が、世界の自然や民俗と向
き合った旅、写真、執筆活動、読書経験な
どについて語る。申込／1月26日までに

か電話、来館で。託児・車椅子席・手
話通訳か要約筆記有。関連展示／「すべ
ての旅は本から始まった。写真家・石川
直樹の世界」1月25日〜3月15日。

同館☎042-359-4020

羽田空港機能強化についての
展示�

　1月27日 〜31日 11時〜20時（31

日は16時）、新宿駅西口広場で。飛行機
の映像や音を体験できる機器等の展示。

都市整備局都市基盤部☎03-5388-
3288

歴史的建造物保存の
チャリティイベント�

　講演と見学会。3月14日 13時15分・
14時15分・15時15分、旧博物館動物園
駅駅舎（台東区）で。抽選で各回30人（１人
1回まで）。中学生以上500円（東京歴史ま
ちづくりファンドへ）。申込／2月18日（消
印）までに か往復はがきに催し名・希望
時間（第3希望まで）・人数（2人まで）・代
表者の住所・電話・全員の氏

ふ り が な

名を書き、
〒163-8001東京都都市整備局緑地景観
課（☎03-5388-3359）へ。

食肉市場「肉料理講習会」
市場の紹介と調理実習��

　2月21日 10時。抽 選で25人。500
円。申込／1月24日（消印）までに か往
復はがきに催し名・住所・氏

ふ り が な

名（1人の
み）・年齢・電話を書き、食肉市場（〒108-
0075港 区 港 南2-7-19）☎03-5479-
0695へ。

時�間
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　 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。

学　ぶ

自然・公園

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室�

　視覚障害／①「音楽教室」1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」8日〜29日の毎 13時30分〜16時。
④「コミュニケーション教室」25日 13時
30分〜16時。⑤「社会教養講座」〈夜の
部〉9日 ・2月6日 19時〜21時。〈昼
の部〉1月10日 13時30分〜16時。各日
50人。いずれも東京都障害者福祉会館、
⑤の2月6日は武蔵野プレイスで。事前申
込不要。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、
03-5388-1734

老年学・老年医学公開講座「腎臓を守っ
て、認知症を予防!めざせ、健康長寿!」�

　1月29日 13時15分、板橋区立文化
会館で。当日先着1,200人。

東京都健康長寿医療センター☎03-
3964-1141

社会で輝き続けるための
スキルアップセミナー�

　①｢自信が持てる!『考え抜くチカラ』講
座」1月25日 。②｢明日が変わる!『伝え
るチカラ』講座｣2月15日 。いずれも13
時30分、東京ウィメンズプラザで。各回
80人。託児(6カ月〜未就学)有。申込／1

御岳ビジターセンターの催し�

　「自然教室・御岳山の野鳥観察」1月26
日 、御岳山周辺。抽選で50人（小学生以
下は保護者同伴）。100円。申込／1月15
日（消印）までに往復はがきに催し名・全員
の住所・氏

ふ り が な

名・年齢・性別・電話を書き、
御岳ビジターセンター（〒198-0175青梅
市御岳山38-5）☎0428-78-9363へ。

題を人権の視点から解説。大会後のレガ
シーについて考える。申込／1月22日ま
でに か電話、ファクスで同プラザ☎03-
6722-0123、 03-6722-0084へ。

　　　　　　　　　　　�����♦水素エネルギー推進セミナー�
　1月30日 13時、JPタワー（千代田区）
で。抽選で300人。水素エネルギーを取り
巻く国内外の動向や、水素・燃料電池関
連機器の導入事例等を紹介。申込／1月
16日（必着）まで。申込方法等詳細は で。

環境局次世代エネルギー推進課☎03-
5388-3421

消費生活総合センター
消費生活講座�

　①「未来をつくろう!今日からはじめるエ
シカル消費」2月3日 14時。②「あなたも
狙われてる?スマホの向こうに潜むワナ」
20日 14時。③「くらしやすい社会へ!子
供のためのカラーユニバーサルデザイン」
28日 10時。いずれも抽選で100人。同
センターで。①③は託児有。申込／1月20
日（消印）までに かはがき、ファクスに講
座名・開催日・住所・氏

ふ り が な

名・年代・電話
を書き、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。

高齢ドライバー
交通安全セミナー�

　2月5日 13時、立川グランドホテル
で。都内在住・在勤の65歳以上の方、抽
選で100人。申込／1月22日（消印）まで
に かはがき、ファクスに住所・氏

ふ り が な

名・年
齢・電話・運転頻度を書き、〒163-8001
東京都都民安全推進本部交通安全課（☎
03-5388-3125） 03-5388-1217へ。

防災ウーマンセミナー�

　①2月7日 19時、AP浜松町。②29日
15時、武蔵野スイングホール。③3月7

日 14時、都庁大会議場で。各回抽選で
300人。初めて防災を学ぶ方向けに、災
害発生時に自分の身に起きることや身を
守るための備えを、女性の視点から学ぶ。
①③職場編②地域生活編。申込／①1月
31日②2月21日③28日（消印）までに か

はがき、ファクスに希望日・住所・氏
ふ り が な

名・
年齢・性別・電話・ファクス・メール・質
問事項を書き、防災ウーマンセミナー事務
局（〒113-0021文京区本駒込3-9-3（株）ト
ライ内） 03-3824-7254へ。手話通訳・
車椅子席希望の有無、託児（6カ月〜就学
前）希望は子供の性別・年齢を明記。

同事務局☎03-3824-7232か総務局
防災管理課☎03-5388-2549

都医学研都民講座「思春期の心の発達を
理解する−生きる力を引き出すために」�

　2月12日 14時30分、一橋講堂（千代
田区）で。500人。申込／2月7日（必着）ま
でに か往復はがきに催し名・人数（2人
まで）・住所・氏

ふ り が な

名・電話を書き、〒156-
8506東 京 都 医 学 総 合 研 究 所（☎03-
5316-3109）へ。

消費生活総合センター
出前寄席新作発表会と講演�

　2月13日 13時30分、同センターで。
抽選で150人。悪質商法の手口とその対
処法を落語・漫才・コントで学ぶ。申込／
2月3日までに か電話・ファクスに住
所・氏

ふ り が な

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

テーマ別環境学習講座「スポGOMI大会
in両国〜江戸のリサイクルから学ぼう」�

　2月16日 9時30分、江戸東京博物館
で。抽選で80人。両国の街なかでのごみ
拾いや同館での講義を通して、ごみ問題
と日々のライフスタイルを考える。申込／
1月26日までに で。

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

新宿山吹高等学校
生涯学習講座�

　スポーツ・教養・料理・パソコンなど
全15講座。期間／4月から1年間（約30
回）。対象／都内在住・在勤・在学の15歳
以上の方（中学生を除く）。定員／各講座
20人程度。応募多数の場合抽選。費用／
3,480円（保険・教材費等別途）。締切／1
月31日 20時までに専用はがきを同校へ
持参か郵送（消印）。受講案内は1月20日
から同校（☎03-5261-9771）等で配布。

月22日までに か所定の申込書（ で入
手可）をファクスで同事務局（☎03-3824-
7232） 03-3824-7254へ。

同事務局か東京ウィメンズプラザ☎
03-5467-1980

都立学校公開講座�

　［申込］ か往復はがきに講座名・住所・
氏
ふ り が な

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。
　小 川高 校☎042-796-9301（〒194-
0003町田市小川2-1002-1）「スライドで
みる多摩の戦争遺跡」2月1日・8日・15日・
29日（ 全4回）。締切／1月14日（消印）。
　 浅 草 高 校 ☎03-3874-3182（〒111-
0024台東区今戸1-8-13）「基礎から学ぶ 
ワード・エクセル・パワーポイント」1月25
日〜2月15日（ 全4回）。締切／1月15日

（消印）。
各校か教育庁生涯学習課☎03-5320-

6893

人権問題都民講座
「スポーツと共生社会」�
　1月30日 18時45分、東京都人権プ
ラザで。抽選で80人。東京2020大会を
迎えるにあたり、人種や民族、地域格差
などオリンピック・パラリンピックを巡る課

奥多摩都民の森（体験の森）�

　①「まるごとネイチャー体験・森のス
ノーハイキング」2月15日 〜16日 。②

「集まれ山ガール・御岳山」22日 〜23
日 。いずれも11,500円（1泊4食付・交
通費別）。中学生以上、抽選で30人。申
込／開催日の1カ月前（消印）までに か
はがき、ファクスに催し名・全員の住所・
氏
ふ り が な

名・年齢・性別・電話を書き、奥多摩
都民の森（〒198-0222西多摩郡奥多摩
町境654）☎0428-83-3631、 0428-
83-3633へ。

 
お問い合わせ　生活文化局文化振興部　☎03-5320-4232

https://tokyotokyofestival.jp/

7

　Tokyo�Tokyo�FESTIVAL
の目玉事業として公募で選ば
れた特別な13企画「Tokyo�
Tokyo�FESTIVAL� スペシャ
ル13」。今回紹介するのは、
都内の銭湯が一体となって
展開する「TOKYO�SENTO�
Festival�2020」です。
　銭湯は室町時代から愛さ
れてきた日本の生活文化であ
り、その歴史の中で、独自の建築様式
や、美しい富士山でおなじみのペンキ
絵などのアートを生み出してきました。
本企画では、人々と芸術文化の「接点」
である銭湯を、さまざまな分野のアー
ティストが、2020年の東京をテーマに
ペンキ絵やオリジナル作品で彩ります。
　メインとなるのは都内4つの銭湯。渋
谷区「八幡湯」では、漫画「テルマエ･ロ
マエ」の作者ヤマザキマリさんが『古代
バラネイオンの湯』と題して古代オリン
ピックの情景を描き出します。「古代ギ
リシャ人が楽しんだお風呂とオリンピッ
クを結び付けられるのは、2020年の東
京しかない。銭湯でオリンピックが元々
どんなものだったか、観察しながら楽し
んでもらえたら」とヤマザキさん。

ホッとするアートな銭湯を展開!

　武蔵野市「弁天湯」では、NHK･Eテレ�
「みいつけた！」のアートディレクター大
塚いちおさんが人気キャラクター･オフ
ロスキー等を使った「子供も大人も元気
になれる空間」を創出。台東区「ひだまり
の泉�萩の湯」、中央区「金春湯」におい
ても異なる分野のアーティストが「銭湯
アート」を展開します。
　さらに、都内約550軒の銭湯で、参
加アーティストによる「オリジナルアート
暖
の れ ん

簾」を一斉に掛けるほか、特製てぬぐ
いをもらえる「スタンプラリー」も実施し
ます。また、2020年ならではの特別企
画も用意しています。ぜひこの機会に
銭湯の魅力を再発見してみて下さい。

2020年は
スポーツだけ

じゃない !

＊�開催期間:5月26日(GO風呂の日)〜9月6日

参加アーティストたちによる制作発表

ホオジロ
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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！  　　　　　　　検索東京動画

※ ＝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

若洲ジュニアヨット教室
（2月開催分）�
　2月2日〜23日毎 。小学4年〜中学
3年、各日20人。1回当たり3,500円。申
込／1月4日から開催日の2日前までに
か電話、ファクスに希望日･住所･氏

ふ り が な

名･年
齢･電話･ファクス･ヨット経験の有無を書

き、若洲ヨット訓練所☎03-5569-6703、
03-5569-6719へ。

都立多摩図書館定例映画会｢山の音
琴の詩／ちびっこカムのぼうけん｣�

　1月25日 14時。当日先着200人。
同館☎042-359-4020

冬も魅力がいっぱい!
Visit�ほっと�Zoo�2020�

　1月9日〜3月1日、上野動物園・多摩動
物公園・井の頭自然文化園・葛西臨海水
族園で。東京の生き物の見どころ紹介や、
各園と最寄り駅を回るスタンプラリー等。

東京動物園協会☎03-3828-2143、
上 野 ☎03-3828-5171、多 摩 ☎042-
591-1611、葛西☎03-3869-5152、井
の頭☎0422-46-1100

檜原都民の森�

　①自然教室「カメラ講座（氷を撮ろう）」
1月25日 。100円。「冬鳥観察と哺乳
類の痕跡講座」2月2日 。100円。「野
鳥の羽毛講座」9日 。100円。②木工
教室「ショートベンチ」1月26日 。4,100
円。「小型机」2月9日 。5,100円。③特
別イベント「陶芸教室」1月25日 。100
円。「つるカゴ作り教室」2月8日 。100
円。申込／開催日の2週間前（必着）まで
に か往復はがきに催し名・開催日・住
所・氏

ふ り が な

名・年齢・性別・電話を書き、檜原
都民の森（〒190-0221檜原村7146）☎
042-598-6006へ。

文化・スポーツ

特別支援学校総合文化祭�

　「将棋大会」1月17日 10時〜16時、北
特別支援学校で。「5部門作品展」23日
〜28日 10時〜17時（28日は12時30
分）、東京芸術劇場で。「書道作品展」2月
7日 〜12日 9時30分〜17時（12日は
15時）、都庁都政ギャラリーで。

教育庁特別支援教育指導課☎03-
5320-6868

障害者のための
ふれあいコンサート�

　2月29日 14時、新宿文化センター
で。1,800人。申込／ か往復はがき、
ファクスに人数（うち障害者数・障害の種
類・車椅子利用者数・客席への移乗の可
否）・代表者の住所・氏

ふ り が な

名・電話を書き、
往復はがきは日本チャリティ協会（〒160- 
0004新宿区四谷1-19-4階）、 ・ファク 
スは福祉保健局障害者施策推進部（☎
03-5320-4147） 03-5388-1413へ。

東京都美術館「障害のある方
のための特別鑑賞会」�

　「ハマスホイとデンマーク絵画」3月9日
。身体障害者手帳等をお持ちの方、抽

選で各回350人。申込／2月3日（消印）ま
でに かはがきに希望受付時間（①10時
〜12時30分②12時30分〜15時③どち
らでも可）・住所・氏

ふ り が な

名・電話・介助者（1
人まで）の有無と駐車スペース利用の有無
を書き、東京都美術館（〒110-0007台東
区上野公園8-36）☎03-3823-6921へ。
 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　☎03-3561-3977　
生活文化局文化事業課　☎03-5388-3154　

お問い合わせ

鑑　賞

1月8日（消印）までに、はがきに①希望公演番号（1枚1公演・同一番号の複
数申込不可）②人数（2人まで）③郵便番号・住所④氏

ふりがな
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6,500人。

当選者には、1月17日ごろ当選通知とゆうちょ銀行専用払込用紙をお送り
します。1月27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。
※ 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84

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。

冬の「都民半額観劇会」

劇場名・料金 演　　目 公演
番号 日　　時

新橋演舞場
1等席：6,500円

（800席）

新派特別公演
「八つ墓村」
水谷八重子　波乃久里子　
ほか

1 2月16日 11時30分

2 2月17日 11時30分

明治座
S席：�6,750円

（1,000席）

川中美幸特別公演
第一部：フジヤマ「夢の湯」
　　　　物語　
第二部：川中美幸オンステー
　　　　ジ　人・うた・心
川中美幸　ほか

3 2月16日 16時

4 2月19日 16時

歌舞伎座
一等席：9,500円

（800席）

三月大歌舞伎
松本白鸚　中村吉右衛門　
片岡仁左衛門　ほか

5 3月2日 11時

6 3月4日 16時30分

国立劇場
指定席：5,500円

（400席）

3月歌舞伎公演
尾上菊之助　ほか

7 3月6日 12時

8 3月16日 12時

新橋演舞場
1等席：6,500円

（1,000席）

恋ぶみ屋一葉2020
「有頂天作家」
渡辺えり　キムラ緑子　ほか

9 3月17日 16時30分

10 3月19日 　16時30分

新橋演舞場
１等席：8,500円

（1,000席）

四月大歌舞伎
尾上菊五郎　中村吉右衛門
ほか 

11 4月3日 11時

12 4月6日 16時30分

シアタークリエ
指定席：6,250円�

（100席）

ミュージカル
「モダン・ミリー」
朝夏まなと　ほか

13 4月8日 18時

14 4月16日 18時

明治座
S席：7,000円

（800席）

ミュージカル
「チェーザレ 破壊の創造者」
中川晃教　ほか

15 4月15日 18時30分

16 4月20日 18時30分

新橋演舞場
S席：5,250円

（600席）

OSK日本歌劇団
「レビュー　春のおどり」
桐生麻耶　ほか

17 5月2日 16時

18 5月3日 16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。

申　込

入場券の送付

東京キッズプレス
「小学生映像記者」が活動開始!
　小学校4・5年生、約50人が「映像記者」になり、
東京2020大会に向けた都の取り組みを、子供達
の視点から動画で発信する「東京キッズプレス」。
　12月1日に行われた任命式で知事から記者証
を受け取った後、専門家から記者の心得や動画に
関するマナーを学び、キッズプレスとしての活動が
始まりました。今後は、大会関連施設やイベントな
どを取材します。子供達の活躍にご期待下さい。

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3089　

活動の様子は、東京都公式動画チャンネル「東京動画」等で公開していきます。

初めての取材会。夢の島公園アーチェリー場で任命式



支　援  　　　　　　　　　　　

同運営事務局　☎045-650-7851
総務局防災管理課　☎03-5388-2549　

お問い合わせ

防　災

※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　

お問い合わせ
〈イベントに関して〉 東日本大震災風化防止イベント事務局　☎019-625-1342　 

https://fukkou-forum.jp
〈事 業 に 関 し て〉総務局都内避難者支援課　☎03-5388-2384

2月15日 13時30分　　　　　　京王プラザホテル八王子
都内在住･在勤･在学の方、抽選で300人
国崎信江（（株）危機管理教育研究所代表）、 
木原実（気象キャスター）、枡田絵理奈（フリーアナウンサー）、 
小池知事
2月5日（必着）までに かはがき、ファクスに住所･氏

ふりがな

名･年
齢･電話･ファクス･メール･防災に関する質問や提案（任意）
を200字以内で書き、防災に関する都民シンポジウム運営
事務局（〒220-6218横浜市西区みなとみらい2-3-5-C18階 

（株）オフサイド内） 045-661-0604へ。
※ 車椅子席および手話通訳希望の有無、託児（6カ月～就学前）希

望は子供の年齢･性別を明記。

日　時 会　場
定員･対象
出　演

申　込

12時～16時30分、都の防災に関する展示や
ワークショップを行います。事前申込不要。同 時 開 催

印刷物規格表第1類　
印刷番号（31）17

都 民 の 声  ご あ ん な い

テレビ

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
東京交差点（テレビ東京） 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
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

生活文化局都民の声課（都庁第一庁舎35階北側）

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/

Foreign Residents' Advisory Center ☎03-5320-7744 Mon〜Fri
  9:30〜12:00
13:00〜17:00☎03-5320-7766 星期二･五

  ☎03-5320-7700   

都政一般相談 ☎03-5320-7725 
交通事故相談 ☎03-5320-7733 月曜〜金曜   9:00〜17:00
オウム脱会者等社会復帰相談 ☎03-5320-7720

「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）

都提供のテレビ・ラジオ番組

★�「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。

★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。

〈次号（2月1日発行）は、1月31日・2月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

　首都直下地震をはじめとした大規模災害から家族と地域を守るために、｢今｣でき
る備えについて、小池知事とパネリストがご来場の皆さんと一緒に考えます。

防災に関する都民シンポジウム

〈新宿山ノ手七福神めぐりについて〉
鎮
ち ん

護
ご

山
ざ ん

善
ぜ ん

国
こ く

寺
じ

☎03-3269-0641（9時〜17時）。リーフレットは各寺社に配置。

　七福神を祀
ま つ

っている寺社を巡り開運を祈る｢七福神めぐり｣。お正月の
風習の一つとして、松の内の期間に行う寺社が多い中、新宿区では一
年を通して七福神めぐりを楽しむことができる。
　起点に決まりはないが、今回は東新宿駅すぐの｢稲

い な り

荷鬼
き

王
お う

神社｣から
スタート。この神社では、漁業や商売の守り神、恵比寿神を祀っており、
水を掛けてなでると願いを叶えてくれるという｢かえる石｣もある。
　続いて福禄寿を祀る｢永

え い

福
ふ く

寺
じ

｣、辨
べ ん

財
ざ い

天
て ん

を祀る｢厳
いつく

嶋
し ま

神社｣、寿老人を
祀る｢法

ほ う

善
ぜ ん

寺
じ

｣を訪れた後は、新宿御苑駅近くの｢太
た い

宗
そ う

寺
じ

｣へ。家庭円満
の守護神である布袋和尚を祀っており、境内も広いため、都心であるこ
とを忘れそうになる。
　ここからはゴールを目指し西へ進む。ずっしりと重い｢打ち出の小槌｣
を振って大黒天に願掛けをできる｢経

きょう

王
お う

寺
じ

｣を参拝した後は、いよいよ最
後の｢善

ぜ ん

国
こ く

寺
じ

｣だ。多くの人でにぎわう神楽坂通りに面した同寺には、商
売、勝運、厄除の神である毘沙門天が祀られている。
　7つの寺社は徒歩で巡っ
ても2時間30分程度、神
様の祀り方もさまざまで、
寺社ごとに雰囲気の違い
も楽しめる。
　新年の始まり。寒さに負
けず外を歩けば、思わぬ
幸運に巡り合えるかもしれ
ない。

新宿山ノ手七福神めぐり
（新宿区）

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

幸せを招く新春散歩

寺社ごとにミニ尊像を集め宝船を完成させる楽しみも

稲荷鬼王神社

=パソコン用壁紙

日　時 会　場

ステージイベント 展示･物産販売･
ワークショップ

　間もなく東日本大震災から9年を迎えます。東京都では、震災を風化させないよう、支
援継続を呼びかけるイベントを被災4県（青森･岩手･宮城･福島）と合同で開催します。

東日本大震災風化防止イベント
｢復興応援･復興フォーラム2020 in 東京｣開催

2月16日 11時〜16時 東京国際フォーラム

◦�東京都知事、岩手県知事、大畑大介（ラグビー元
日本代表）、庄子健（車いすラグビー選手）による
オープニングセレモニー

◦�東北楽天ゴールデンイーグルス
などによる被災4県での取り組み
事例紹介

◦�福田こうへい（演歌歌手）による
復興応援ミニライブ

◦�県産品が当たるお楽しみ抽選会

◦�被災4県の復興への取り
組み紹介、県産品の販売

◦�被災4県の文化を体験で
きるワークショップ

◦�都の復興支援施策を紹介
したパネル展示

福田こうへい

木原実

枡田絵理奈

国崎信江

♦ホストシティTokyoプロジェクト


