
東京2020大会 ｢新規恒久施設の
施設運営計画｣を公表

未来への道
1000km縦断リレー 2017

難病等の治療と仕事の両立に取り組む企業を支援します

乳幼児の歯磨き中の事故に注意しましょう

681万6,738世帯　人口1,364万8,731人（男：672万8,706人　女：692万25人）
＊参考：外国人数48万7,672人世帯と人口 29年3月1日
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東北の復興を応援しよう！

買って！ 食べて！ 復興応援　都内アンテナショップも充実しています！

　私は、都知事就任以来、福島、宮城、岩手の各県を訪問して復興の現
状を直接確認するとともに、被災地の皆さんに元気をお届けするため、
東京2020大会のオリンピックフラッグとパラリンピックフラッグを披露
する東京2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアーイベントを
実施してまいりました。
　東北の復興は着実に進んでいますが、その道のりはいまだ途上にあり
ます。被災地の食材をおいしく頂くことや、美しさを取り戻した観光地
を訪れることなど、私たちにできることはたくさんあります。都民の皆さ
んには引き続き、被災地への応援をお願いいたします。

小池知事からのメッセージ

総務局被災地支援課　☎03-5388-2328 お問い合わせ

　さまざまなイベントを日替わ
りで開催。被災地大船渡市の
銘菓「かもめの玉子」も大人気
です。
営業時間  10時30分〜19時
　　　　  (月末は17時)
所 在 地  中央区銀座5-15-1南海東京ビル

　　　　  ☎03-3524-8282

営業時間  11時〜20時、
　　　　  飲食コーナー11時〜22時
所 在 地  豊島区東池袋1-2-2東池ビル

　　　　  ☎03-5956-3511

営業時間  11時〜20時
　　　　  （ ･ ･ は18時）
所 在 地  中央区日本橋室町4-3-16柳屋太洋ビル

　　　　  ☎03-6262-3977
都内にある
岩手県ゆかりの店

都内にある
宮城県ゆかりの店

都内にある
福島県ゆかりの店

　人気の｢ずんだ｣を使ったス
イーツなど、約1,500品目の
商品を取り揃えています。

　観光情報、食の安全･安心
への取り組みなど、復興に向
かう｢ふくしまの今｣を発信して
います。

岩手県ゆかりの店 検索 食材王国みやぎゆかりの店 検索 福島県ゆかりの店 検索

いわて銀河プラザ 宮城ふるさとプラザ 日本橋ふくしま館MIDETTE

岩手県三陸鉄道(唐丹駅〜吉浜駅間)

フラッグツアー（岩手県大槌町）
宮城県松島

東日本大震災から6年が経ち、被災地の復興は着実に進んでいます。
一方で、全国で約12万人もの方々が避難生活を送り、また、震災の風化も懸念されています。

東京都では被災地の一日も早い復興に向けて、職員派遣のほか、
県産品や観光PR、風化防止イベントの開催など、さまざまな支援を行っています。

行って！ 見て！ 復興
応

援

福島県相馬野馬追（7月）
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スポーツ

参加者募集

　東京都は競技施設を、大会後も都民、国民の貴重な財産として有効活用していきます。施設運営計画は大会
後の施設運営の指針となるものです。　
　新規恒久施設が集積する臨海部に新たな一大スポーツゾーンが形成され、都民の皆さんが多様なスポーツ
を楽しめる場となります。

東京2020オリンピック･パラリンピック競技大会
｢新規恒久施設の施設運営計画｣を公表

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　

大会事務局　☎03-5256-7855　http://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　☎03-5320-7727

（1回当たり）
①事前申込：大人1,000円、中･高校生・75歳以上500円
②当日申込：�大人1,500円、中･高校生・75歳以上1,000円。�

小学生以下は無料。
各回4,500人
ホームページ、電話（スポーツエントリー☎0570-550-846)かチラシ（各
区市町村スポーツ主管課等で入手)添付の申込兼郵便局の払込用紙でお
申し込み下さい。
※別途所定の手数料がかかります。
※事前申込締切日は各回ごとに異なります。詳細は で。

7月24日 ～8月7日
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。
③自転車（1区間約10km～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。
約1,300人（①～③合計)。申込多数の場合抽選。
5月31日までにホームページか郵送、ファクスで。

回 開催日 ウオーキングエリア スタート・ゴール会場
第1回 ��6月10日 港・品川エリア 芝公園
第2回 ��7月��8日 葛飾・足立エリア 柴又公園
第3回 ��9月��9日 青梅エリア 青梅市総合体育館

第4回 10月21日 多摩川エリア 多摩川ガス橋緑地・
多摩川緑地・羽村取水堰

第5回 12月��2日 三鷹・武蔵野・杉並エリア 井の頭恩賜公園

　各回とも、約8km・約12km・約20kmの
3つのコースを設定。さらに、第1・2・5回は、
こどもウオークコース（約4km)、第4回は長
距離コース（約30km・45km)も実施。体力
や目的に合わせて楽しめるコースの選択が
可能。
　史跡や文化財の解説を行うガイドウオー
クやワンポイントレッスンも実施予定。

お問い合わせ

お問い合わせ お問い合わせ

被災地縦断リレー参加

茨城県

千葉県東京都

福島県

宮城県

岩手県

青森県

　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。たすきをつなぐリレーを通
じて、復興へ向けた取り組みや被災地の現状を
発信することで、東日本大震災の記憶の風化を
防ぐとともに、全国から集まる参加者と被災地
の方々が、スポーツを通じて絆を深めます。
　皆さんの参加をお待ちしています。

同運営事務局　☎03-3539-5539
オリンピック・パラリンピック準備局事業推進課　☎03-5388-2198

　　　未
あ し た

来への道
1000km縦断リレー2017 

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

参加 ウオーキング大会

参加費

開催期間
参加条件

定　員
参加申込

定　員

申　込

　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！

臨海スポーツゾーン

TOKYOウオーク2016 西東京いこいの森公園

昨年度のふれあいランニングの様子
（岩手県宮古市）

大井ホッケー競技場
◦�国際大会、国内大会の開催
を通じたホッケーの競技力
強化、普及・振興
◦�サッカー、ラクロス、アメリ
カンフットボール等さまざ
まなスポーツ大会や練習で
の利用

カヌー・スラローム会場
◦�カヌーなどの水上競技の国際大会、国
内大会を誘致・開催
◦�都民に水上スポーツやラフティング
などの水上レジャーの機会を提供

アーチェリー会場（夢の島公園）
◦�主要国内大会の開催を通じたアー
チェリーの競技力強化、普及・振興
◦�子供から高齢者まで自由に利用でき
る芝生広場を提供

有明アリーナ
◦�アスリートの
活躍の場とな
る国内外の大
規模な大会の
会場
◦�コンサートや
文化イベント
など、魅力的な
エンターテインメントを提供
◦�身近なスポーツの実践、都民がスポーツに親しめる場

オリンピックアクアティクスセンター
◦�日本・東京のア
スリートの晴れ
の舞台とし、競
技力を向上
◦�子供から高齢者
まで、スポーツや
健康増進に取り
組むことができ
る場

海の森水上競技場
◦�ボート、カヌーなどさ
まざまな水上競技大会
の誘致・開催
◦�都民に多様な水上ス
ポーツ・水上レジャー
に親しむ機会を提供

【マルチスポーツエリア】
多様なスポーツに親しめる場

【ウオータースポーツエリア】
さまざまな水上スポーツの

機会を提供

【有明レガシーエリア】
スポーツ・文化等による

にぎわい創出

年間来場者目標　100万人

年間来場者目標　140万人 年間来場者目標　20万人
年間来場者目標
35万人

年間来場者目標　10万人

年間来場者目標　3.3万人
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※電話番号を間違えないようにお願いします※ ＝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

※バックナンバーもあります

自動車 自転車

支　援

　自転車は多くの方に利用されていますが､一方で走行中の事故やトラブルが
多発しています｡

　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、
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
点検を行いましょう。
　さらに、エコドライブは、CO2の削減や燃料の節約、交通事故の減
少にもつながります。運転の際は、環境に優しいエコドライブに取
り組みましょう。

◦エコドライブのポイント
　◦加減速の少ない運転
　◦早めのアクセルオフ
　◦エアコンの使用を控える
　◦不要な荷物は積まずに走行
　◦違法駐車は絶対ダメ

2月から「改正自転車安全利用条例」が施行されました!
　　　　　　　○�保護者による児童への安全対策
　　　　　　　○�親族等による高齢者へのヘルメット着用等の助言　など

◦�九都県市エコドライブ�
講習会　 
6月12日 13時、尾久自動車
学校（小金井市)で。抽選で21
人。1,028円。
　　　　　5月25日
申込等詳細は で。

青少年・治安対策本部交通安全課　☎03-5388-3124　
日本自動車連盟東京支部　☎03-6833-9130
環境局自動車環境課　☎03-5388-3462　

主な支給要件

支給金額

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ
お問い合わせ

　難病やがん患者を新たに雇い入れるか､難病やがんの発
症等により休職した労働者を復職させた都内の事業主に奨
励金を支給します。

　子育て中の求職者の方が､就職に役立つ知識や技能を身に付けるために､さまざまな職業訓練を実施しています｡ぜひご活用下さい｡	

産業労働局雇用就業部　☎03-5320-4663　

①中央・城北職業能力開発センター　☎03-5211-3240　②産業労働局能力開発課　☎03-5320-4807　

難病やがん患者の治療と仕事の
両立に積極的に取り組む企業を
支援します !

子育て中の求職者の就業を支援します

5月1日～31日
｢自転車安全利用TOKYOキャンペーン｣

自動車のエコは、自動車点検整備
とエコドライブから

①�都内ハローワークから紹介を受け、週所定労
働時間10時間以上で雇い入れた労働者に、
治療と仕事の両立に必要な､就業時の配慮事
項を定めた支援計画を策定し､その計画に基
づき就業させた場合
②�発症等により1カ月以上休職した労働者の復
職時に支援計画を策定し､その計画に基づき
就業させた場合

※他にも要件有
（対象となる疾患患者1人当たり)
①雇い入れ：40万円または60万円
②復　　職：30万円　など

女性向け委託訓練 概　要 実施予定
5月8日募集開始の訓練

科目名 定　員 会　場 申し込み

①�eラーニング�
コース

パソコン等を使って行う3カ月
間の訓練（パートかアルバイト
で働いている方でも受講可）

年3回

7
月
〜
9
月

Webサイト制作科
Webライター養成科 合計20人

自宅など
5月19日 までに住所地
のハローワークに申込書
を持参｡パソコン事務養成科

総務経理養成科 合計20人

②5日間コース
5日間で基礎的なパソコンスキ
ルを身に付ける託児サービス
付きの訓練

各地域で年4回（練馬区・江
戸川区・大田区・葛飾区・
調布市・町田市・立川市)

Word・Excel基礎科�
（6月5日～9日) 10人 調布市市民プラザ

あくろす
5月19日 （必着)までに
申込書を郵送か持参で､
〒163-8001東京都産業
労働局能力開発課へ｡

Word・Excel基礎科
（6月12日～16日) 10人 大田区産業プラザ

※教科書代は自己負担�

支給要件等詳細はホームページをご覧下さい｡

受講条件、日程など詳しくはホームページをご覧下さい｡このほかにも職業訓練を実施しています｡

開催

自
転
車
利
用
者
の
皆
さ
ん
へ

①自転車は車道が原則､歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
④信号遵

じゅんしゅ

守
⑤交差点での一時停止と安全確認
⑥夜間はライトを点灯
⑦駐輪場を利用
⑧こまめに点検整備
⑨万が一に備えて保険に加入
⑩大人も子供もヘルメットを着用

⑪次の運転は禁止
　◦�並進運転
　◦�二人乗り運転
　◦���運転中のスマートフォン・

携帯電話の使用
　◦�傘差し運転
　◦�飲酒運転
　◦���運転中のイヤホン・ヘッド

ホンの使用

締　切

てえしお

　パラ卓球は一般の競技規則に準じて行われますが、車いす
使用の区分では、障害を考慮してサービスは、サイドラインを横
切ったボールはノーカウントとなります。競技は、男女別に個人
戦と団体戦があり、選手は障害の種類や程度、運動機能によって
クラス分けされ、競技を行います。
　パラリンピックに出場するには世界ランキングの上位にランク
インする必要があり、日本代表選手は国際大会で実績を残し、出
場権を獲得しています。時速100km以上という目にも止まらぬ
速さで飛んでくるボールを見事な反射神経で打ち返すなど、ス
ピード感や迫力ある試合が見どころです。

　リオ2016大会に出場した東京都出身の岩渕幸洋選手は、競技の魅力と東京
2020大会への意気込みについて、｢リオでは予選敗退という悔しい結果でしたが、
東京ではリオで学んだ経験を生かし、金メダル獲得を目指します。相手の障害を突く
というパラ卓球ならではの戦術、駆け引きにも注目して下さい」と語っています。
　大きな活躍が期待される日本代表選手を、皆さんぜひ応援して下さい。

東京ではリオの経験を生かし、金メダルを目指す

オリンピック・パラリンピック準備局総合調整部　☎03-5320-7480お問い合わせ

今回は、パラリンピックの卓球（パラ卓球)を紹介します。

34

提供 早稲田スポーツ新聞会

パ ラ リ ン ピ ツ クオリンピック・オリンピック・

東京都難病・がん患者就業支援奨励金

主な改正の
ポイント

交通ルール､マナーを守り自転車を
安全に利用しましょう
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〈自分で気づくこと〉
◦片方の手足・顔半分の麻痺、しびれ
◦�ロレツが回らない、言葉が出ない　など

〈まわりの人が気づくこと〉
◦�歯を見せるように笑ってもらっても、顔
がゆがんでしまう　など
福祉保健局医療政策課☎03-5320-

4417

5月は自動車税の納期です�

　5月31日 までにお納め下さい。身体
障害者手帳等をお持ちで一定の要件に該
当する方は、自動車税の減免が受けられ
ます。
自動車税コールセンター☎03-3525-

4066（平日9時〜17時）

高等学校卒業程度認定試験
（第1回）� �
　試験／8月2日 ・3日 。締切／5月
10日（消印）。願書／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-

6743

インターネット・携帯電話
トラブル相談「こたエール」����
　だまされたり、脅されたりして自ら撮

都営住宅入居者募集� �

　［問合先］JKK東京（東京都住宅供給公
社）都営住宅募集センター☎0570-010-
810（5月8日〜19日）、☎03-3498-8894
（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
集住宅）1,600戸②定期使用住宅（若年
ファミリー向）740戸③定期使用住宅（多
子世帯向）10戸④若年ファミリー向50戸。
募集案内・申込書の配布／5月8日〜16日
（ 除く）に都庁、区市町村窓口、同募
集センター・各窓口センターで。13日 ・
14日 は、9時30分〜17時に東京観光
情報センター（都庁第一庁舎1階）で。 か
らも入手可。
申込／郵送で5月19日（必着）までに渋谷
郵便局へ。

育英資金奨学生� �

　奨学金（無利子貸付）。対象／都内に住
所があり、高校・高専・専修学校（高等課
程、専門課程）に在学する生徒で、勉学意
欲があり、経済的理由により修学が困難
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／在学校が指定する5月の
いずれかの日。
在学校、東京都私学財団☎03-5206-

7929か生活文化局私学振興課☎03-
5320-7710（テレホンガイド）

受験生チャレンジ支援
貸し付け事業　� �
　中学3年・高校3年か中途退学者等これ

に準じる方を養育する一定所得以下の世帯
を対象に、学習塾代や受験料の貸し付けを
無利子で行います（要件・審査有）。高校や
大学等に入学した場合は、返済が免除され
ます。貸付限度額／塾代20万円、高校受
験料27,400円、大学等受験料80,000円。
申込等詳細は かお住まいの区市町村へ。
福祉保健局生活支援課☎03-5320-

4072

「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9日（消印）
までに所定の申込書（ で入手）を日本
チャリティ協会（〒160-0004新宿区四谷
1-19中沢ビル4階）☎03-3341-0803、
03-3359-7964へ。
同協会か福祉保健局障害者施策推進�

部☎03-5320-4147、 03-5388-1413

産業技術高等専門学校
インターンシップ受け入れ企業��
　職場体験実習の受け入れにご協力をお
願いします。実施時期／8月中旬〜9月下
旬。締切／6月9日。
荒川キャンパス☎03-3801-0145、品

川キャンパス☎03-3471-6331

5月20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

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��
　都内に避難し居住している方および避
難者の方が同居している世帯を対象に実
施している水道料金と下水道料金の減免
措置期間を、30年3月31日まで延長しま
す。29年3月31日現在、減免措置を受け
ている方は、再申請の必要はありません。
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
地区／水道局サービスステーションか多
摩お客さまセンター☎0570-091-101か
☎042-548-5110

〈下水道料金〉23区／下水道事務所か下
水道局業務管理課☎03-5320-6573

5月25日〜31日は
脳卒中週間です� �
　脳卒中は、救命や後遺症の軽減を図る上�
で、発症後の早期治療が不可欠な疾患です。
　次のような症状が突然起こったらすぐ
に119番して下さい。迷った場合は、救急
相談センター（♯7119）へ。

影した裸の画像を送らされる「自画撮り
被害」が中・高校生で増加しています。イ
ンターネット・携帯電話などの身近な疑
問をはじめ、さまざまなトラブルに答えま
す。相談は電話か で。相談ダイヤル☎
0570-783-184 〜 9時〜18時（ は
17時）。
青少年・治安対策本部青少年課☎03-

5388-3186

障害者総合支援法（難病等）の
対象疾病拡大� �

　4月から対象疾病に26疾病追加され、
全体で358疾病となりました。申請手続
等の詳細は区市町村の窓口へ。
区市町村か福祉保健局障害者施策推

進部☎03-5320-4324、 03-5388-
1408

難病医療費等助成制度の
対象拡大� �
　4月から対象疾病（指定難病）に24疾病
追加され、全体で330疾病となりました。
申請手続等の詳細は か区市町村の申
請窓口で。

福祉保健局疾病対策課☎03-5320-
4004

小児慢性特定疾病医療費助成の
対象拡大�
　4月から対象疾病に18疾病追加され、
全体で722疾病となりました。申請手続
等の詳細は で。
福祉保健局家庭支援課☎03-5320-

4375

工業統計調査���� �

　全ての製造事業所を対象にした調査で
す。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☎03-5388-2544

産業廃棄物を排出する
事業者の方へ���� �
　産業廃棄物の処理を委託する場合、産
業廃棄物の引渡しの際にマニフェスト（産
業廃棄物管理票）を交付することが義務
付けられています。前年度にマニフェスト
を交付した事業者は、その内容をとりまと
めた「産業廃棄物管理票交付等状況報告
書」を作成し、6月30日までに都に提出す
る必要があります（八王子市を除く）。
環境局産業廃棄物対策課☎03-5388-

3514

お知らせ

募　集

　音楽が好きで、グランドピアノのあ
る理容室を経営している田中秀一さ
ん。演奏活動に理解のある会社を辞め
て、この世界に入った。通信教育で理
容について学び、2つの店で修業を重
ね、26歳で今の店舗をもった。
　理容師になって最初の夢は、ヘアー
コンテストで日本一になること。当時
のコンテストは、技術のほかスピーチ
でも評価された。ヨーロッパへ研修に
行くなど技術の習得に努める一方で、
人前で話すのが苦手だった田中さん
は、始業前にスピーチの練習に励んだ。

「最初からできる人はいない。嫌なこ
とから逃げないことが大事。そうすれ
ば必ず願いはかなう」と。そのとおり、
全国大会に初出場で優勝し、パリで開
催された世界選手権に日本代表として
出場した。
　その後は、若い世代の育成・教育
に力を注ぐ。自身も心がけ、若いス
タッフにも伝えているのは、5つの「あ」。

「あいさつができる」「ありがとうと言
う」「あたまが下げられる」「あやまれる」

「あたらしいことに取り組む」それを"き
ちんと"やること。
　理容師は、人を相手にする職業。お
客さんに納得してもらい、心から喜ん
でもらうために工夫を凝らす。その一

「仕事を長く続ける秘訣は、生活リズムを変え
ないこと。人を大切にすること。それと夫婦円
満」と田中さん。

審査員特別賞受賞作品

つが、器具の開発で、特にはさみだと。
くしの代わりに髪をすくう突起部のつ
いたはさみを考案した。「髪質を知り、
それにあったカットをする。切れるはさ
みでカットすると髪に艶がでる」と田中
さん。
　「理容師は、自分でデザインを考え、
つくりだすクリエイティブな職業。楽し
い仕事なので、ぜひ若い人に選んでほ
しい」と、理容師の魅力を熱く語ってく
れた。

髪質を知り、
それにあったカットを

理容師
田

た

中
なか

　秀
しゅう

一
いち

さん（平成24年度受賞）

■東京マイスター ＷＥＢサイト　http://www.meister-award.metro.tokyo.jp/
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都庁ではツイッターにより情報を発信しています！　 の　　　　　 からアクセス！

既卒者限定�めざせ正社員!
面接会���� �
　5月29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／大学院・大学・短大・高専・専修学
校等のおおむね3年以内の既卒者。参加
企業／70社。履歴書等持参。
産業労働局就業推進課☎03-5320-

4720

労働相談情報センターの
街頭労働相談���� �
　解雇・雇い止め・賃金不払い・雇用保
険など労働問題全般。日時・場所／①5
月16日 11時〜15時、池袋駅西口東武
ホープセンター地下１階②19日 11時〜
14時30分、小田急町田駅東口カリヨン広
場③25日 12時〜18時30分、新宿駅
西口広場④26日 12時〜15時30分、
上野御徒町駅地下通路⑤26日 11時〜
15時、伊勢丹立川店2階⑥28日 10時
〜15時、しながわ中央公園。
労働相談情報センター☎03-3265-

6110

登録販売者試験����� �

　一般用医薬品の販売等に従事しようと
する方のための試験。試験／9月10日 。�
受験料／13,600円。願書配布／5月23日
から都庁、都内保健所などで。願書受

付／5月29日〜6月9日（消印）に郵送で。
福祉保健局薬務課☎03-5320-4522

調理師試験�� �

　資格／中学卒業以上で、2年以上の調
理業務経験のある方。試験／10月14日
。申込／6月26日（消印）まで。願書配
付および申込等詳細は で。

調理技術技能センター☎03-3667-
1815か福祉保健局健康安全課☎03-
5320-4358

職業能力開発センター7月生��

　一般／溶接、配管、介護サービスなど
7科目（6カ月）。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、生活支
援サービス、マンション維持管理（3カ月）。
選考／6月6日 。申込／5月26日 まで�
に住所地のハローワークか各センター・
校へ。教科書・作業服代等別途。
産業労働局能力開発課☎03-5320-

4716

公害防止管理者講習��� �

　一種（全3日）／8月8日 ・9日 ・10日�
、南部労政会館で。8月23日 ・24日
・25日 、ティアラこうとうで。8,200
円。二種（全2日）／7月19日 ・20日 、�
南部労政会館で。7月27日 ・28日 、
ティアラこうとうで。5,700円。申込／6月
19日〜21日。申込方法等詳細は で。
環境局環境改善部☎03-5388-3435

世界発信コンペティション�革新的な
「製品・技術」「サービス」の募集���
　対象／都内中小企業・個人事業主で、
商品化から5年未満の製品・技術かサー
ビス。賞金／大賞300万円、優秀賞150
万円、奨励賞100万円、特別賞50万円。
締切／5月26日（必着）。応募方法等詳細
は で。
産業労働局創業支援課☎03-5320-

4763か東京都中小企業振興公社☎03-
5822-7239

働　く

"かわてらす"
隅田川・清洲橋下流にオープン
　水辺の魅力向上と地域活性化を目的に､河川敷地を活用して飲食店等の営業を
行う"かわてらす"｡
　夏の京都などで見られる｢川床（※）｣の東京版で､民間事業者と官民協働で取り
組む社会実験です｡
　その4カ所目が隅田川沿いの｢LYURO 東京清澄-THE SHARE HOTELS（江東
区清澄1-1-7）｣の2階にオープンしました｡
　ホテルの利用者だけでなく､誰でも自由に利用できる多目的なオープンスペース
です｡ 新緑の季節に水辺の魅力を満喫しませんか｡

お問い合わせ 建設局河川部　☎03-5320-5439　

パネル展／14日 ・15日 ・16日 10
時〜19時（16日は16時）､新宿駅西口広
場で。民生委員の活動の周知など。
東京都民生児童委員連合会☎03-

3235-1163か福祉保健局地域福祉推進
課☎03-5320-4031

東京愛らんどフェア� �

　5月26日 12時〜20時・27日 11
時〜19時・28日 11時〜17時、有楽町
駅前広場で。伊豆諸島・小笠原諸島の特
産品展示販売、観光PRなど、各島の自慢
が勢ぞろい。
東京都島しょ振興公社☎03-5472-

6546か総務局振興企画課☎03-5388-
2444

東京水辺ライン� �

　①「水上バスで行く明治座一等席・花形
歌舞伎観劇と『大

お お む こ

向う』おもしろ話」5月26
日 12時30分。60人。15,000円。②「水
上バス特別季節便『堀切菖蒲園』」6月3日
・4日 11時。各日130人。4,200円。
いずれも両国待合所集合。食事付。申
込／5月15日（必着）までに往復はがきに
催し名・希望日・人数（大人・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1-2-15）☎03-5608-8869へ。

みどりの感謝祭� �

　5月13日 11時〜17時・14日 10時�
〜16時､日比谷公園で。木のおもちゃで遊�
ぶ木育ひろば、ツリークライミング体験、
森のヨガ、ジビエ料理など。ゆるキャラな
ど森の仲間も集合。
産業労働局森林課☎03-5320-4861

憲法週間行事
「講演と映画の集いin文京」� �
　5月13日 13時30分、文京シビック
ホールで。講演／「私に力を与えてくれた
"出会い"」サヘル・ローズ（女優）。手話通
訳・要約筆記有。映画／「海難1890」（字
幕付）。当日先着300人。
総務局人権施策推進課☎03-5388-

2588

看護フェスタ2017� �

　5月13日 12時〜16時､新宿駅西口
広場で。健康チェック・健康相談､進学・
就職相談､ミニ講座､クイズラリーなど。
東京都看護協会☎03-5229-1281

か福祉保健局医療人材課☎03-5320-
4447

民生委員制度創設100周年
記念イベント� �
　パレード／5月14日 10時40分､新
宿通り（新宿三丁目から新宿駅東口）で。

催　し健　康

かかりつけ機能 健康サポート機能

お問い合わせ 福祉保健局薬務課　☎03-5320-4511

◦服薬情報の一元的・継続的
　把握
◦24時間相談対応・在宅対応
◦医療機関との連携

あなたの｢かかりつけ薬剤師・薬局｣を持ちましょう! 

◦健康サポート薬局研修を
　修了した薬剤師の常駐
◦土日も一定時間開局
◦要指導医薬品等の供給体制
　整備　など

薬局いんふぉ 検索

健康サポート薬局の要件

　東京都では､都民の皆さんが安心で健康な生活を送れるよう、地域医療
の一翼を担う｢かかりつけ薬剤師・薬局｣の機能向上を支援しています。
　昨年10月から、一定の要件を満たし、保健所に届け出た薬局は｢健康サ
ポート薬局｣と表示できるようになりました｡

｢ 健康サポート薬局 ｣ を
ご存じですか?

堀切菖蒲園

※�川床とは、河川に突き出して設けた飲食等のための高床式の工作物｡

"かわてらす"で思い思いの時間を過ごす
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

隅田川花火大会実行委員会 市民協賛受付墨田事務局（墨田区役所内）　☎03-5608-1111　
生活文化局文化事業課　☎03-5388-3141

お問い合わせ

ひきこもりに関する講演会
〜家族が今できること�� �

　6月3日 13時30分、都庁大会議場 
で。ひきこもりに悩む家族など、抽選で
500人。申込／5月26日（必着）までに所
定の申込書（ で入手可）を郵送かファク
スで〒163-8001東京都青少年・治安対
策本部青少年課（☎03-5388-2257）
03-5388-1217へ。支援団体による合同
相談会（13時〜17時）も有（申込不要）。

老年学・老年医学公開講座
「認知症、でも大丈夫」� �
　6月2日 13時15分、練馬文化セン
ターで。当日先着1,400人。

東京都健康長寿医療センター☎03-
3964-1141

デング熱やジカ熱などの感染
症を媒介する蚊対策講習会��

　6月14日 14時、渋谷区文化総合セン
ター大和田で。抽選で700人。申込／6月
1日（必着）までに か電話、はがき、ファ
クスに住所・氏

ふりがな

名・業種・電話・質問等
を書き、講習会事務局（〒103-0001中央
区日本橋小伝馬町14-9（株）成光社内）☎
03-6661-7516、 03-6661-7517へ。

健康安全研究センター☎03-3363-
3487

都立広尾病院都民公開講座��

　「『ロコモティブシンドローム』知ってい
ますか？〜いつまでも自分の足で歩き続け

つ18歳以上の中途失聴・難聴の方、20
人。申込／5月27日（消印）までに所定の
申込書（ で入手）を郵送で東京手話通訳
等派遣センター（〒160-0022新宿区新宿
2-15-27第3ヒカリビル5階）☎03-3352-
3335、 03-3354-6868へ。

同センターか福祉保健局障害者施策
推進部☎03-5320-4147、 03-5388-
1413

都立学校公開講座� �

　［申込］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。
　 浅 草 高 校 ☎03-3874-3182（〒111-
0024台東区今戸1-8-13）「ハングル入門
〜文字と発音の基礎」5月27日〜7月8日

（ 全7回）。締切／5月9日（消印）。
　 杉並工業高校☎03-3394-2471（〒 
167-0023杉並区上井草4-13-31）「アー
ティフィシャルフラワーアレンジ」6月17日・
24日（ 全2回）。締切／5月19日（消印）。

各校か教育庁生涯学習課☎03-5320-
6893

首都大学東京オープンユニ
バーシティ〈6月開講講座〉� �

　「仕事とモティベーション」「『病は気か
ら』の脳科学」など。飯田橋キャンパスほ
かで。詳細はパンフレット（電話・ で請
求）で。

同大学OU事務室☎03-3288-1050

ていくために」5月24日 19時。当日先着
100人。

同病院☎03-3444-1181

都立多摩図書館講演会
東京マガジンバンクカレッジ��

　①｢江戸から東京へ〜多摩万華鏡｣5月
28日 。②｢『旅と鉄道』の再生と復刊｣6
月11日 。いずれも14時。抽選で120
人。6カ月〜就学前の託児･車いすスペー
ス･手話通訳か要約筆記有。申込／①5
月15日②29日までに か電話で同館☎
042-359-4020へ。

点訳・朗読奉仕員指導者
養成講習会� �

　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6日〜30年2月15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31日（必着）までに希望講習名・住所・
氏
ふりがな

名を書き、92円切手を貼った返信用封
筒を同封して〒169-8664日本盲人会連
合点字図書館へ。申込／6月9日（必着）ま
でに郵送で所定の申込書を同館へ。

同館☎03-3200-6160、 03-3200-
7755か福祉保健局障害者施策推進部☎
03-5320-4147、 03-5388-1413

消費生活総合センターの講座
「ガス器具を正しく使ってますか?」��
　ガスコンロ、カセットコンロの安全な使
い方を学ぶ。①6月20日 、多摩消費生
活センターで。抽選で16人。②27日 、
消費生活総合センターで。抽選で32人。
いずれも13時30分。申込／①6月7日②
14日（消印）までに往復はがきに講座名・
希望日・住所・氏

ふりがな

名・電話・ファクスを書き、
①多摩消費生活センター（〒190-0023立
川市柴崎町2-15-19）☎042-522-5119
②消費生活総合センター（〒162-0823新
宿区神楽河岸1-1）☎03-3235-1157へ。

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室� �

　視覚障害／①「音楽教室」5月19日
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〜31日毎 18時30分〜21
時。④「コミュニケーション教室」27日
13時30分〜16時。⑤「教養講座」〈夜の
部〉11日・6月1日 19時〜21時。〈昼の
部〉5月19日 13時30分〜16時。いずれ
も東京都障害者福祉会館で。当日先着各
50人。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、 
03-5388-1734

聞こえに不自由している方の
ための読話講習会� �

　6月12日〜30年3月5日（毎 全30回）
18時30分、東京手話通訳等派遣セン
ターで。都内在住で身体障害者手帳を持

学　ぶ

　　 イベント

隅田川花火大会の「市民協賛者」を募集します!

5月16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）、代表者の住
所・氏

ふり
名
がな

・電話と（ア）の希望者は協賛口数（最大4口まで）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」までお送り下さい。

◦大会順延・中止の場合も協賛金の返還はしません。
◦協賛金は、大会支援寄附として大会運営のための事前準備費用に充てます。
◦招待人数には申込代表者も含みます。また、大会当日時点で、満1歳以上は1人とします。
◦応募多数の場合は抽選となります。重複申込は無効。
◦ 当選者には、6月13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。

申　込

7月29日 19時5分〜20時30分
（荒天等の場合は翌日に順延）

日　時

打上げ玉数

会場・協賛金額等
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

1,850口
（4口まで）

1口6,000円
※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
　  ※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

※1口につき５
人以内招待

（ウ） 台東リバーサイドスポーツセンター少年野
球場

　  ※第１会場が観覧できるビニールシート席

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
（団体用シート）

　 ※第1会場が観覧できるビニールシート席

100口
（１口のみ）

1口50,000円
※1口につき
22人以内招待

　　 イベント

　昭和16年5月20日の東京港開港を記念
して「東京みなと祭」を開催します。東京港
の歴史と役割や臨海副都心の魅力がわかる
イベント満載の2日間です。
　東京港の魅力を見て・ふれて・体験して
下さい。ご来場お待ちしております。

東京みなと祭

同運営事務局　☎03-5379-1336
港湾局広報・国際担当　☎03-5320-5524
http://www.tokyoport.or.jp/minato69/

お問い合わせ

◦ 普段は見学できない浚
しゅん

渫
せつ

船・護衛艦（両
日）、測量船・練習船・漁業取締船（27日
のみ）などの公開

◦ 東京消防庁による「水の消防ページェン
ト」（28日10時30分）

◦ クルーズ情報を提供する「クルーズスタ
イル2017」　など

5月27日 ・28日 10時〜17時
晴海客船ターミナル周辺

日　時
会　場

海底の土砂をさらう浚渫船

主な内容

約22,000発　
協賛者は特設
観覧席へご招
待します。

（イ）（エ）

（ウ）

（ア）

※ ＝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
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生活文化局生活安全課　☎03-5388-3082　お問い合わせ

ショートショートフィルム
フェスティバル&アジア2017��

　6月2日〜25日、表参道ヒルズ スペー
ス オーほかで。米国アカデミー賞公認、
アジア最大級の国際短編映画祭。約250
作品を上映（一部有料）。東京の魅力を発 
信する「Cinematic Tokyo部門」の開催や 
都制作「HOME AWAY FROM HOME」 
の上映。上映日時等詳細は で。

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

プレミアム・シンフォニック
コンサート� �

　7月19日 19時、東京芸術劇場で。
出演／警視庁音楽隊・カラーガード。未
就学児不可。抽選で1,800人。申込／
5月31日（必着）までに往復はがきに催し

名・人数・代表者の住所・電話・全員の
氏
ふりがな

名・年齢を書き、〒100-8929警視庁
音楽隊プレミアム係（☎03-3581-4321

〈代表〉）へ。

世界ジュニアウエイトリフティング
選手権大会(大田区総合体育館)��

　①観戦招待／6月17日 ･18日 ･23日 
。都内在住･在勤･在学の小学生以上、各

日100組200人。②体験ツアー／17日 ･ 
18日 。都内在住･在学の小･中学生、各
日25人。いずれも小学生は保護者同伴。申
込／5月28日(消印)までに往復はがきに催
し名･①②の別･希望日･全員の住所･氏

ふりがな

名･
年齢･電話を書き、〒150-8050渋谷区神南
1-1-1日本ウエイトリフティング協会へ。

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

文化・スポーツ

　　 施設オープン

　東京臨海部を一望できる地上100ｍのフロアで、東京港や臨海副都心
の歴史、現在、未来の姿について紹介します。

東京臨海部広報展示室
"TOKYOミナトリエ"オープン！

港湾局広報・国際担当　☎03-5320-5524
東京臨海部広報展示室　☎03-5500-2587　

お問い合わせ

江東区青海2-4-24青海フロンティアビル20階
10時〜18時（ 祝前日は21時まで）。月曜休室

所在地

開室時間

◦ヒストリーギャラリー
港と江戸・東京400年の歩みを写真の年表で紹介
◦江戸デッキ�

江戸の河岸の様子を再現したジオラマなどで江戸時代の海運、港が生んだ
文化を紹介
◦ポートデッキ 

東京の戦後復興と成長を支えた東京港の各エピソードを映像で紹介
◦フューチャーデッキ

 ガントリークレーンの操作席、臨海副都心の共同溝内部など、普段入れ
ない場所をタブレットを使用して体験できる「みなとづくりバーチャル
探検」など

ジオラマの展示（江戸デッキ）

自然・公園

八丈ビジターセンターの催し��

　①「植物公園季節調査会」5月14日 。
中学生以上、15人。②「海藻を調べよう」
27日 。中学生以上、15人。50円。③

「植物公園ガイドウオーク」5月毎 （6
日・7日除く）。各日15人。申込／電話で
同センター☎04996-2-4811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｣��

　7月9日 。野外炊さんや交流プログラ
ムで楽しむ。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5日（消印）までに往復はがきに催
し名・住所・参加者全員の氏

ふりがな

名・年齢・
性別・電話を書き、高尾の森わくわくビレッ
ジ（〒193-0821八王子市川町55）☎042-
652-0911へ。

海のふるさと村（大島公園）
「親子でアウトドア体験」� �
　5月27日 〜28日 。30人。大 人
5,200円、小・中学生3,100円（1泊3食付・
交通費別）。申込／5月15日までに電話で
海のふるさと村☎04992-4-1137へ。

浜離宮恩賜庭園
「江戸からかみを摺

す

ってみよう」�
　5月20日 10時・13時30分。各回抽
選で20人。1,500円（入園料別途）。松の
御茶屋の壁に使われる、江戸からかみを
摺
す

る。申込／5月8日（消印）までに か往

復はがきに希望時間・代表者の住所・電
話・全員の氏

ふりがな

名・年齢を書き、浜離宮恩
賜庭園（〒104-0046中央区浜離宮庭園
1-1）☎03-3541-0200へ。

旧古河庭園
「春のバラフェスティバル」� �
　5月6日〜31日9時〜17時。①「バラと
洋館・日本庭園のライトアップ」12日 〜
21日 。期間中は21時まで開園（最終入
園は20時30分）。②「春バラの音楽会」6
日 ・7日 ・27日 。雨天中止。③「春
バラ人気投票」など。　

同園☎03-3910-0394

東京港野鳥公園
フェスティバル� �

　5月28日 10〜15時。親子で楽しめる
参加型イベントや縁日など。入園無料。雨
天決行。

同園☎03-3799-5031

陵南公園「はじめてのコンテナ
ガーデン夏・秋編」� �

　5月31日 10時〜12時。抽選で20人。
200円。花壇づくり、植物の選び方の解
説など。申込／5月17日 までに電話か
直接同園（☎042-661-0042）へ。

主な展示内容

「天下祭」として知られ、神田明神
（神田神社）で2年に一度斎行。
今年も5月11日から17日まで、
都心を巡行する神

しん

幸
こう

祭
さい

などが繰
り広げられる。  （平成27年5月10日神

み
輿
こし

宮入、千代田区神田明神で）

神　田　祭

育　児

乳幼児の歯磨き中の事故に注意!
　子供が歯ブラシをくわえたまま転倒して喉を突くなどのけがをする事
故が起きているのをご存じですか?事故の約9割は、1歳から3歳半までの
乳幼児に起きており、特に注意が必要です。

　歯ブラシをくわえたまま歩き回って
転倒し、たんすにぶつかり、喉に歯ブラ
シが刺さった。

（2歳、入院）

◦ 歯磨きは保護者の見守りの中で、床に座って行う。
◦ 事故の危険性が高い3歳半までは、喉に刺さりにくいなど、喉突き防止

対策を施した歯ブラシを使う。
◦ 子供が使用する歯ブラシと保護者が使用する仕上げ用歯ブラシは使

い分け、仕上げ用歯ブラシは子
供に触らせない。

◦ ソファ、踏み台など不安定な場
所で歯磨きをしない、子供の動
線に物や電気コードを置かな
いなど、歯磨きを行う場所、生
活環境を見直す。

　類似事故を防止するため、危険を感じたり事故が発生した場合は、東
京都消費生活総合センター☎03-3235-1155やメーカーに情報提供し
ましょう。

こんな事故が起きています

事故防止のポイント

喉の奥に入りにくい歯ブラシ

喉に突き刺さりにくい歯ブラシ
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　若者に人気の代官山。そのメインストリートの１つである旧山手通
りには、街の象徴的な存在であるヒルサイドテラスをはじめ、代官山
T-SITEを中心とした、おしゃれで個性的なお店やレストランが点在し
ている。空の広い開放的な景観の中で、ちょっとぜいたくな都市生活
を楽しめる。
　ヒルサイドテラスは、著名な建築家等の手により、30年余りの長い
年月をかけて計画的に築かれてきた。隣接する「旧朝倉家住宅」など
の豊富な緑と一体となり、魅力的な空間を創り出している。朝倉家
は、旧山手通り沿いに流れていた三田用水を利用して精米業を始め、
地域振興にも力を注いでいた。東京府議会議長などを務めた虎治郎
の代に建てられた「旧朝倉家住宅」は、大正ロマンの趣のある2階建て
の建物と、四季折々で表情を変える回遊式庭園が特徴。重要文化財
として公開されている。
　また、ヒルサイドテラスの一角には、6〜7世紀頃の｢高塚古墳｣のな
かで唯一現存する｢猿楽塚｣があり、地名の起源となっているなど、い
くつもの歴史の足跡が垣間見られる。
　重ねられた地元の努力が感じられる、洗練された街並。一歩路地
裏に入ってみれば、懐かしい住宅地の風情と、さまざまなスタイルの
お店との出逢いが待っている。
ゆったりとした空気の中、ほっと
するひと時を過ごしてみてはい
かがだろうか。

西洋風の街並（旧山手通り）

落ち着いた雰囲気の旧朝倉家住宅

代官山界隈（渋谷区）

｢ 外国人おもてなし語学ボランティア ｣
育成講座

①セットコース（定員各36人）
　　　　 入門～初級の語学力の方

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

募集
区分 コース おもてなし

講座
語学講座（4回）
※同日2回開催 会　場

第１回 A 5月31日 6月1日・9日※ 消費生活総合センター

第2回

F 6月  5日 6月6日・7日※ 多摩消費生活センター（立川）
G 6月10日 6月19日・21日・26日・28日 八王子労政会館
H 6月12日 6月13日・14日※ 消費生活総合センター
I 6月17日 6月20日・22日・26日・28日

BumB東京スポーツ文化館
J 6月24日 6月29日・30日・7月3日・4日

お問い合わせ

第1回募集分：5月8日まで。第2回募集分：5月12日～22日
か受講申込書（ で入手可）によりお申し込み下さい。

同事務局　☎03-6734-1276　生活文化局地域活動推進課　☎03-5388-3056
http://omotenashi-volunteer.com

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 14:00〜14:04
東京クラッソ！ NEO（TOKYO MX） 日曜 21:30〜22:00
東京JOBS（TOKYO MX） 水曜 21:55〜22:00
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YouTube東京都チャンネルや番組ホームページからもご覧になれます。

ラジオ

都民ニュース
（TBSラジオ［954kHz］）

月曜〜土曜 8:47〜8:52　
日曜 16:45〜16:50

TOKYO City Information
（Inter FM［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/

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、郵便
局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。

=パソコン用壁紙

旧朝倉家住宅（渋谷区猿楽町29−20）へは、駅から徒歩5分。10時〜18時（11月〜2
月は16時30分）。休館:月曜日（祝日の場合は直後の平日）、年末年始。一般100円。

 東急東横線｢代官山｣駅下車

語学力（英語）に応じてどちらかを選択して下さい。

対　象

◦ 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のでご注意下さい。
◦7月以降のスケジュールは決定次第 等で発表します。

◦コースA、B、F、Lは託児有。

　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けをするボラ
ンティアを募集します。
　都内各地で開催する育成講座の修了者をボランティアとして登録します。

募集期間
申込方法

★ 今月号から「東京のオアシス」に
替わり、都内各地の多彩な魅力
を紹介する「とうきょう日和」が
始まります。

講座内容

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

新旧の交差する街で、  ほっと一息。

②おもてなしコース（定員各60人）
　　 　　 おおむね実用英語技能検定2級以上、TOEIC500点以上に相当する語学

力の方、または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

募集区分 コース 開催日 会　場

第1回

B 5月26日 多摩消費生活センター（立川）
C 5月27日 健康プラザハイジア
D 5月30日 東京ウィメンズプラザ
E 6月  3日 健康プラザハイジア

第2回

K 6月  8日 八王子労政会館
L 6月16日 消費生活総合センター
M 6月25日 八王子労政会館
N 6月27日 東京ウィメンズプラザ

対　象


