
告 示 日  6月23日 金
投 票 日  7月2日 日
投票時間  午前7時〜午後8時

（檜原村･奥多摩町･新島村は午後6時まで）

　区市町村選挙管理委員会か
ら投票所入場（整理）券をお届け
します。万一届いていなかった
り、紛失した場合でも投票でき
ますので、投票の際、係員にお
申し出下さい。

　体が不自由などで投票用紙に
記載できない方は｢代理投票｣、
目の不自由な方は｢点字投票｣
ができます。投票の際、係員に
お申し出下さい。

　旅行先や滞在地の区市町村
選挙管理委員会で不在者投票
ができます。事前に手続きが必
要ですので、お住まいの区市町
村選挙管理委員会にお問い合
わせ下さい。
　また、都道府県選挙管理委
員会が指定する病院･老人ホー
ムなど（入院･入所者が対象）で
不在者投票ができます。

　都内に住んでいる方で、転居
により平成29年3月23日以降、
都内の他の区市町村に転入の
届け出をした方は、選挙人名簿
に登録されている旧住所地での
投票になります。

　候補者の経歴や政見等が掲
載された選挙公報を配布しま
す。区･市役所、町･村役場など
にも用意してありますので、ご
利用下さい。
　なお、選挙公報の掲載内容
については、都選挙管理委員
会のホームページにも掲載する
予定です。

投票所入場(整理)券 代理投票と点字投票 不在者投票 選挙公報最近引っ越しされた
方はご注意を

年齢  平成11年7月3日以前に生まれた方
住所  平成29年3月22日以前から都内の区市町村に引き続きお住ま
        いで、選挙人名簿に登録されている方

投票できる方

投票日当日に予定があり投票所へ行けない方は、期日前投票ができ
ます。
期間  6月24日 土 〜7月1日 土 
時間  午前8時30分〜午後8時
お住まいの区･市役所、町･村役場、出張所などで投票できます。
※�投票所によっては、投票できる期間･時間が異なる場合があります。
お住まいの区市町村選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

期日前投票

お住まいの区市町村選挙管理委員会／東京都選挙管理委員会　☎03-5320-6911〜3　 http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/お問い合わせ

選挙権年齢が18歳以上に引き下げられました!

世帯と人口東京都生活文化局広報広聴部広報課
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1　電話 03-5388-3093　Fax 03-5388-1329

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

今こそストップ！ 薬物乱用
薬物乱用の根絶に向けて対策を強化します

日本代表対アイルランド代表戦に
あわせ東京ラグビー
ファンゾーン2017
を開催

都立霊園の使用者を募集　申込期間は7月3日～18日です

海外に東京の魅力をPRするアイコンとキャッチフレーズが決定

平成29年
（2017年）
6月1日発行
水無月 みなづき　

第862号

685万8,952世帯　人口1,368万6,371人（男：674万4,251人　女：694万2,120人）
＊参考：外国人数49万657人

29年4月1日
現在の推計
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スポーツ

人　権

　6月24日14時40分、味の素スタジアムで。都内
在住・在勤・在学の小学生以上（小学生は保護者同
伴）、150組300人。

6月9日（消印）までにはがき（1枚1組・
重複申込不可）に大会名・代表者の住
所・電話・全員の氏

ふりがな

名・年齢を書き、
〒163-8001東京都オリンピック・パ
ラリンピック準備局スポーツ推進部
へ。当選者のみ通知。

リポビタンDチャレンジカップ2017
「日本代表対アイルランド代表戦」観戦招待

　東京の選手が、1人でも多くパラリンピック
競技大会等に出場できるよう、今年度も「東京
都パラリンピック選手発掘プログラム」を実施
します。あなたも世界で活躍するアスリートを
目指し、挑戦してみませんか。

　「リポビタンDチャレンジカップ2017日本代表対ア
イルランド代表戦」開催日に、大会を盛り上げるイベン
ト「東京ラグビーファンゾーン2017」を開催します。
　ファンゾーンとは、ラグビーワールドカップの期間
中、開催都市に設置され、人々が集い、楽しみ、交流でき
るスペースです。試合の前後に観客同士で交流の場を
持つことも、ラグビー文化の一つです。試合観戦とあわ
せて、ぜひお楽しみ下さい。

アスリートを目指し、挑戦開催

　「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け
た取組の推進に関する法律」（ヘイトスピーチ解消法）の施
行から6月3日で1年が経ちます。特定の民族や国籍の人々
を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチは許され
るものではありません。
　東京都は「多文化共生社会の実現」をメインテーマにした
大型啓発イベントの実施
や、「外国人の人権」に関す
る啓発映像の作成・配信な
ど、ヘイトスピーチ解消に
向けた啓発活動等を推進し
ています。私たち一人一人
が外国人の持つ異なる文化
や多様性を受け入れ、地域
での交流を深め、互いの人
権を尊重しあう、国際化時
代にふさわしい社会を築い
ていきましょう。

ラグビーテストマッチ「日本代表対アイルランド代表戦」にあわせ

東京ラグビーファンゾーン2017を開催！ 
代表戦への観戦招待も

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/

同事務局　☎03-6705-6152
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
http://www.para-athlete.tokyo/

6月24日 11時〜18時
味の素スタジアム西競技場
ラグビー体験、トークショー、
アイルランドの伝統料理等の
飲食ブースなど

　ヘイトスピーチは、一人一人の人権が尊重され、豊か
で安心して生活できる成熟した社会を実現する観点か
ら、あってはならないことです。

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ 総務局人権部　☎03-5388-2585　

ヘイトスピーチは
あってはならないことです

日　時

対象者

場　所

実施日程

内　容

会　場
実施競技

定　員
申　込

　テコンドーは古くから朝鮮半島に伝わる武術が原型と言われており、韓国の国技として
普及しました。現在、世界テコンドー連盟には200カ国以上が加盟し、競技人口は7,000万
人以上という国際的なスポーツへと発展を遂げています。
　オリンピックでは2000年のシドニー大会から正式競技となりました。また、東京2020
大会ではパラリンピックにテコンドー競技が初めて採用されます。
　選手は頭からすっぽりかぶる道着を着て、ヘッドギア・胴プロテクターなどを装着し、1
対1の個人戦を行います。ボディへのパンチと腰から上へのキックが決まれば得点となりま
すが、なかでも「かかと落とし」や「後ろ廻し蹴り」などの華麗な大技は得点も高く、見どころ
の一つです。

　JOC強化指定選手で東京都出身の鈴木セル
ヒオ選手は、テコンドー競技について「多彩な蹴
り技と最後まで勝負が分からないところがテコ
ンドーの魅力です。練習と試合を重ねていくご
とに、心身ともに成長していることを実感できま
す」と語っています。また、東京2020大会への意
気込みについては、「東京オリンピックの金メダ
ルは僕がいただきます！」と力強い一言。前回リオ
大会のアジア地区選考会で惜しくも出場を逃し
た雪辱を期します。
　大きな活躍が期待される日本代表選手を、皆さんぜひ注目して下さい。

東京オリンピックでは金メダルを取る

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、オリンピックのテコンドーを紹介します

写真提供 全日本テコンドー協会

都内在住・在勤・在学で、29年度時
点で小学5年〜59歳の視覚障害者
の方(競技経験不問)
9月10日
都立文京盲学校　
陸上競技、自転車競技、ボート、水
泳、トライアスロン
50人程度
7月31日（必着）までに所定の様式
（ で入手可）を郵送で、「東京都パラ
リンピック選手発掘プログラム」事
務局（〒100-8141千代田区永田町
2-10-3（株）三菱総合研究所内）へ。

東京都パラリンピック
選手発掘プログラム

てえしお 35

オ リ ン ピ ツ ク・パラリンピック・パラリンピック

　決勝トーナメントに進むためのリーグ戦を行うプールが
決定しました。日本は、アイルランド、スコットランド等と
同じプールAです。各プールの詳細は をご覧下さい。

ラグビーワールドカップ2019TM

プール（グループ）決定

申　込
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※電話番号を間違えないようにお願いします※問＝問い合わせ先、申＝申し込み先、HP＝ホームページ、FAX＝ファクス、 ＝フリーダイヤル

は 「WEB広報東京都」からアクセス!　広報東京都　　　http://www.koho.metro.tokyo.jp/検索
※バックナンバーもあります

環　境

防　除

健　康　

防　災

社　会

  講演と映画の集い・雇用主研修会
6月8日 13時30分〜16時15分、共立女子大学で。当日先着1,000人。

「企業と人権〜人権問題の今」
岡内 伸二（資生堂ジャパン株式会社人事部）

「人権啓発は企業にどんな力をもたらすのか」

東京都パラリンピック
選手発掘プログラム 　夏は冷房などの使用により、電力消費量が多くなる時期です。これから迎

える本格的な夏の省エネの工夫を知って、地球にも家計にも優しい暮らしを
送りましょう！

◦�冷房時の室温は28℃を目安に調整し、扇風機で室内の空気を循環
◦�エアコンのフィルターをこまめに掃除し、頻繁なオンオフを行わない
◦すだれやカーテンで日差しを遮る
◦室外機の周囲に物を置かない
◦冷蔵庫の設定温度を「中」に設定
◦テレビの輝度を下げる・省エネモード設定
◦白熱電球をLED電球に交換
◦節水型シャワーヘッドへの交換

簡単にできる夏の省エネ

夏の省エネに取り組みましょう！
　薬物乱用は心と体をボロボロにするだけでなく､家族や友人､見ず知
らずの人を傷つけ､あなたの人生を台無しにしてしまいます｡

今こそストップ！薬物乱用

薬物乱用のきっかけは身近なところに潜んでいます
　友人や知人から誘われたり､海外旅行先で開放感から手を出して
しまったり､きっかけはさまざまです｡また､インターネットを利用
して入手したケースもあります｡
誘惑に負けない､断る強さを！
　万が一､誘われても「とにかくその場を逃れる」「興味がないこと
をハッキリ言う」など､きっぱりと断る態度を示しましょう｡

　東京都では、浸水被害を解消するために施設整備を進めています。
　しかし、都市化の進展に伴い地中への雨水の浸透が減り、下水道への
雨水流入量が増えたことや、頻発する集中豪雨などにより、下水道が整
備された地域でも浸水被害が起こっています。ぜひ、皆さんのご家庭で
も、浸水への備えをお願いします。

◦豪雨時の地下室は危険
　地下室のある建物や道路より低
い土地にある建物などは、豪雨に
より浸水被害が発生する恐れがあ
ります。

◦�雨水ますや側溝の上に物を置い
たり、ごみを入れない
　雨水ますや側溝のまわりにごみ
がたまったり、上に物が置かれて
いたりすると、雨水は下水道管に
流れ込まず、浸水の危険性が高く
なります。

家庭でできる浸水の備え

　デング熱やジカウイルス感染症などの蚊が媒介す
る感染症に対しては、地域を挙げての蚊の発生防止
や、蚊に刺されないような対策が必要です。
　そこで、東京都は､蚊が本格的に発生する前の6月
を「蚊の発生防止強化月間」として集中的な啓発活動
を実施します｡
　皆さんで協力し､蚊の発生防止に取り組みましょう。

6月は蚊の発生防止強化月間
蚊の発生防止〜やるし蚊

か

ない
6月は浸水対策強化月間です
浸水への備えを心がけましょう

福祉保健局薬務課　☎03-5320-4505　環境局地域エネルギー課　☎03-5388-3533　 お問い合わせお問い合わせ

下水道局管路管理課　☎03-5320-6615　

福祉保健局環境保健衛生課　☎03-5320-4391　

お問い合わせ

お問い合わせ

◦浸水への備えとして
　土のう、水のう、止水板などの準
備をお願いします。これらは、身近
にあるもので代用が可能です。

  降雨情報システム「東京アメッシュ」
　4月より、新たにスマートフォン版を配信。GPS
を使った現在地表示などの機能も加わりました。
豪雨などによる浸水への備えとしてご利用下さい。

  「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集い
　6月25日 13時30分〜16時､池袋西口公園で｡タレントによる
トークライブ､薬物捜索犬デモンストレーションなど。

蚊の防除の
ポイント

  家庭の省エネアドバイザーがアドバイスします！
　それぞれのご家庭にあった節電・省エネ対策をアドバイスします。
詳しくは、クールネット東京（☎03-5990-5065）にお問い合
わせ下さい。

水圧で、
開かない

　東京都では､今後も薬物乱用の根絶に向けて対策を強化していきま
す。都民の皆さんへの注意喚起や啓発活動を通じ､薬物乱用防止対策を
強力に推進していきます｡

ごみ袋を利用して

置かないで下さい

豪雨時の
地下室利用は
危険です！

産業労働局労働環境課　☎03-5320-4649　お問い合わせ

◦不要なたまり水をなくそう
◦草むら・やぶは定期的に手入れを
◦�刺されないよう長袖の着用や虫よけ剤の活用を

家庭の省エネアドバイザー制度 検索

東京都 蚊対策 検索

講　演

映　画
講　師

就職差別解消促進月間 
〜なくそう就職差別、問われる企業と社会の人権感覚〜
　就職は、生活の安定や労働を通じた社会参加など、人間が幸せに生きていく
うえで基本となるものです。このため、採用選考は、応募者の適性と能力に基
づき公正に行われなければなりません。しかし、面接時に本籍地や思想・信条
等を聞くなど、就職差別につながる恐れの強い事例が現在もあります。
　東京都では、6月を「就職差別解消促進月間」とし、国等と連携してさまざ
まな啓発活動を展開します。
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暴走族の追放は、
まず家庭から・そして地域から

東京ライフ・ワーク・バランス
認定企業募集�

　生活と仕事を両立しながら、生き生き
と働き続けられる職場の実現に向け、優
れた取り組みを実施している中小企業等

を13社程度認定。DVDやリーフレット、
イベントで紹介。申込／7月7日（必着）ま
でに応募書類（ で入手）を郵送で〒163-
8001東京都産業労働局労働環境課（☎
03-5320-4649）へ。

03-3360-4192へ。

幼児から高校生相当年齢までの
教育に関する来所相談� �

　来所による学校・家庭教育などの相
談を行っています。平日9時〜18時・毎
月第3土曜日（8月除く）9時〜17時。要事
前予約。東京都教育相談センター☎03-
3360-8008へ。

東京都ひきこもりサポートネット
訪問相談�

　ひきこもりの問題を抱えているご家庭
を訪問し、相談に応じます（1人おおむね
5回まで）｡対象／ひきこもりの本人が15歳

（中学生を除く）〜おおむね34歳で、6カ
月以上ひきこもり状態が続いているご家
庭｡申込／お住いの区市町村窓口へ｡

青少年・治安対策本部青少年課☎03-
5388-2257

29年度特別児童扶養手当・
特別障害者手当等の手当額改定�

　4月から手当額が改定されました。対
象／特別児童扶養手当・特別障害者手
当等を受給している方。特別児童扶養手

都民住宅（東京都施行型）
入居者�

　収入・住宅によっては使用料補助有。
募集戸数／家族向79戸。募集案内・申
込書の配布／6月1日〜9日（ 除く）に
都庁、区市町村窓口、東京都住宅供給
公社都営住宅募集センター・各窓口セン
ターで。 からも入手可。申込／郵送で
6月14日（必着）までに同募集センター☎
03-3498-8894へ。

都庁インターンシップ2017�

　8月7日〜31日のうちの5日以上、都庁
の実際の仕事を体験。大学生か大学院
生、162人。申込／6月1日〜15日に で。

総務局人事課☎03-5388-2375

高校奨学金予約募集
（東京都育英資金）�
　進学後速やかに奨学金（無利子）を借り 
ることができるよう、事前に申し込む制度｡
所得等の審査有｡対象／30年4月に高等学
校・専修学校高等課程に進学を希望する都
内在住の中学3年で、経済的な理由により

就学が困難な方｡申込／在学校へ｡締切／
7月〜9月初旬の在学校が指定する日。

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）

特定外来生物「キョン」
捕獲チームの名称�

　伊豆大島で、アシタバ・ツバキ等への
食害や生態系に深刻な影響を与えるキョ
ンの捕獲チームの名称を募集。応募／6
月1日〜7月20日（必着）までに かはがき
で。申込等詳細は で。

環境局自然環境部☎03-5388-3505

東京都都市緑化基金
「緑化助成事業」�
　対象／①「街かど緑化支援事業」接道、
壁面等の緑化工事。②「花壇・庭づくり活
動支援事業」ボランティアや学校による都
内での緑化活動。助成内容／①緑化工事
費の半額（上限有）。②上限初年度10万
円、2・3年目5万円。締切／7月28日 。
申込等詳細は で。

東京都公園協会☎03-3232-3099

6月は東京都HIV検査・相談月間
「エイズはあなたから変えられる。」�
東京都南新宿検査・相談室（要予約）
☎03-3377-0811（15時30分 〜19時、

13時〜16時30分）
東京都多摩地域検査・相談室
即日検査（ 12時〜15時、予約不要）｡
☎090-2537-2906（9時30分 〜17時、

除く）
いずれも検査は匿名・無料｡
東京都HIV／エイズ電話相談（匿名）
☎03-3292-9090（9時〜21時、 14
時〜17時）

福祉保健局感染症対策課☎03-5320-
4487

進路相談会� �

　不登校や高校を中途退学した方などに
個別の相談を行います。6月17日 ・7月
15日 ・28日 東京都教育相談センター
で。7月1日 ・22日 同センター立川出
張相談室で。いずれも10時〜17時（28日
は17時〜20時）。対象／中・高校生相当
年齢の方と保護者。申込／各日4日前ま
で（28日は2日前）に電話で同センター☎

当（1級）51,500円→51,450円、同（2級）
34,300円→34,270円。特別障害者手
当26,830円→26,810円。障害児福祉
手当・福祉手当（経過措置分）14,600円
→14,580円。

区市町村か東京都心身障害者福祉セ
ンター☎03-3235-2949、 03-3235-
2968

6月の宝くじ発売開始予定日�

◦1等3,000万円スクラッチ（300円）�3日
◦1等100万円スクラッチ（200円）� 3日
◦1等500万円くじ（100円） 　　� 3日
◦1等10万円スクラッチ（200円）  �   7日
◦幸運の女神くじ（200円）  　    �  21日
   （1等前後賞合わせて6,000万円）
◦1等1,000万円くじ（100円） 　�　28日
◦1等100万円スクラッチ（200円）� 28日

財務局公債課☎03-5388-2685

6月は固定資産税・都市計画税
（23区内）第1期分の納期�
　6月1日に納税通知書を発送します。30
日 までにお納め下さい。

主税局相談広報班☎03-5388-2925

都民生活に関する世論調査�

　都内在住の方から無作為に抽出した
3,000人を対象に調査を実施します｡6月
16日〜7月2日に調査員が伺いますので
ご協力をお願いします。

生活文化局都民の声課☎03-5388-3133

都提供のテレビ番組に
小池知事が出演します!�

◦ 「東京JOBS」（TOKYO MX）6月7日
21時55分｡女性活躍推進に取り組む小
池知事にクローズアップ。

◦ 「東京クラッソ!NEO」（TOKYO MX）
6月18日 21時｡1時間特番｡多摩の産
業、自然、まちづくりなど、小池知事が多
摩振興について語り尽くす｡
生活文化局広報課☎03-5388-3089

6月は東京都暴走族追放
強化期間� �

青少年・治安対策本部交通安全課☎
03-5388-3125

鳥越神社の例大祭として、毎年6月
に行われる。今年は10日 、11日

に開催。都内最大級の重さの千
せん

貫
がん

神
み

輿
こし

が、火入れをした提灯と夜の
街を練り歩く夜祭り（11日）は有名。 （27年6月7日神輿宮入、台東区鳥越神社前で）

鳥　越　祭

　｢古いものが、新品みたいに元に
戻ったと、お客様に喜んでもらえるの
が何よりのやりがい｣という金子雅一
さん。木工塗装は、取り付け家具など
で使用する木材を補強し、磨き上げる
ことで、素材の美しさを惹きたてる作
業。白木が多い日本独特の技術だ。
　職人の街、荒川区の尾久に生まれ
育った金子さん。高校卒業後、デザイ
ン学校に入学し、木目の基礎を学ん
だ。その後は、約2年間にわたって、7
人の親方に付いて修行し、明治時代か
ら140年以上続く父親の木工塗装店
を継いだ。
　金子さんは、スプレー塗装が主流の
中、たんぽずりと呼ばれる伝統技術で、
塗装面を磨き上げる。たんぽずりは、
木綿わたを綿のサラシで包んだたんぽ
で、少なくとも7～8回、表面を重ね塗
りをしていくものだ。自分の顔が反射
するほどに鏡面が磨かれ、塗装膜の耐
久性が高くなるといった良さがある。
今では貴重なこの技術を絶やさないた
めに、若い人たちにもノウハウを伝え
続けている。
　仕事をする上でのモットーは｢ミスを

せずに、遅くてもいいから丁寧な仕事
をすること｣。師匠である父親からの教
えで、弟子たちにも継承している。急
いで早く仕上げても失敗すれば、修正
に倍の時間がかかるため、間違えのな
い正確なものづくりを大切にしてきた。
　座右の銘は｢いつもベスト｣。体調管
理も含め、常に最良の健康状態で、最
高のものを提供する。47年間の職人人 
生で培った、職業人としてのシンプルな 
極意が、この言葉に集約されている。

■東京マイスター WEBサイト　http://www.meister-award.metro.tokyo.jp/

オリジナルの道具で、蒔
まき

絵
え

のようにラメを振り
撒き、机を装飾していく。

いつもベストで

木工塗装技能士
金
かね

子
こ

　雅
まさ

一
いち

さん（平成17年度受賞）
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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！

男女平等

川を歩こう・施設見学会� �

　①「旧中川」7月1日 。「石神井川」1日
。「隅田川」7日 。各100人。「南浅川」

8日 。「多摩川」13日 。各50人。②「大
雨から街を守る地下調節池見学（荏原調
節池）」21日 。40人。③「環七地下の巨大
トンネルを体験」22日 。200人。申込／
①6月8日②③26日（消印）までに往復はが
きに催し名（①は河川名も）・人数（5人ま
で）・代表者の住所・電話・メール・全員
の氏

ふりがな

名・年齢を書き、〒163-8001東京
都建設局河川部（☎03-5320-5425）へ。

福祉業界合同採用試験�

　試験合格者は、給与や待遇面で一定基
準を満たした複数の施設・事業所との面
接が可能｡対象／30年3月卒業予定者、
転職者等｡試験／6月18日 ｡申込／6月
13日 （消印）までにエントリーシート（
で入手）を か郵送、持参で東京都福祉人
材センター（〒102-0072千代田区飯田橋
3-10-3東京しごとセンター7階）へ｡

同センター☎03-5211-2860か福祉保
健局地域福祉推進課☎03-5320-4049

狩猟免許試験
狩猟免許更新適性試験・講習�

　①狩猟免許試験／7月15日 ほか2回。
対象／都内在住の20歳（網猟、わな猟は
18歳）以上で欠格事由に該当しない方。
②狩猟免許更新適性試験・講習／7月1
日 ほか8回。対象／26年度に狩猟免許
を取得した方。申込／①10日前②5日前

（ 除く）に申込書等を環境局自然環
境部（☎03-5388-3505）、多摩環境事務
所（☎042-521-2948）、各支庁へ持参。

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。職
種・申込／[宮城]土木6月19日まで、保
健師・用地補償事務など7月3日まで。[福
島]事務・化学など6月5日〜30日。[岩
手]事務・土木など7月18日〜8月25日｡
申込等詳細は で｡
総務局被災地支援課☎03-5388-

2368

職 員 採 用
詳細は必ず事前に などで

ご確認下さい。

職人さんに弟子入り!
「職人塾」塾生募集�
　ものづくりの職場体験実習。期間／1カ 
月程度（6月中旬から随時実施）。対象／
34歳以下の現在仕事に就いていないか
臨時的な職に就いている方。職種／江戸
表具、貴金属装身具、造園、畳製作など。
定員／40人。申込／電話か来所で東京
都職業能力開発協会☎03-5211-2353
へ。体験先は、事前説明会や職場見学な
どを通して決定。

同協会か産業労働局能力開発課☎03-
5320-4729

介護支援専門員実務研修
受講試験�

　試験／10月8日 。費用／9,300円。
申込／6月1日〜30日（消印）に簡易書留郵 
便で。要項／都庁案内コーナー・区市町
村・東京都福祉保健財団で配布。郵送希
望は封筒に「受験要項希望」と書き、380
円分切手を貼った返信用封筒（角2）を同封
し、〒163-0719東京都福祉保健財団へ。

同財団☎03-3344-8512か福祉保健
局介護保険課☎03-5320-4279

保育の仕事
「就職支援セミナー」�
　7月15日 ・16日 ・17日 10時、草 
苑保育専門学校（豊島区）で。対象／保育
士有資格者。申込／7月7日（消印）までに
所定の申込書（ で入手）を郵送かファク
スで東京都保育人材・保育所支援センター

（〒102-0072千代田区飯田橋3-10-3東 
京しごとセンター7階）☎03-5211-2912、

03-5211-1494へ。
福祉保健局保育支援課☎03-5320-

4130

新東京丸で行く!
東京港土曜見学会　� �

　7月・9月の毎 10時45分・13時45
分、竹芝小型船ターミナル集合。15歳以
上（中学生除く）、抽選で各便60人。船で
東京港内見学。申込／7月開催分:6月12
日、9月開催分:8月15日（消印）までに
か往復はがきに希望日時・人数（4人まで）・
代表者の住所・氏

ふりがな

名・電話を書き、東京
都港湾振興協会（〒135-0064江東区青
海2-4-24青海フロンティアビル20階）☎
03-5500-2585へ。

職業能力開発センター
8月入校生�

　①住宅内外装仕上科（6カ月）一般求職
者、転職希望者。②エンジニア基礎養成
科（4カ月）25歳未満で、就業経験が無い
か少ない方。実施校／城東。定員／各10
人。選考／7月19日 。申込／6月1日〜
7月7日に住所地のハローワークか各職業
能力開発センター・校へ。教科書代等は
自己負担。

産業労働局能力開発課☎03-5320-
4716

看護職復職支援研修�

　1日・5日・7日間の3コースから選択。
看護職員地域就業支援病院（都内31カ
所）で。最新の医療に関する講義・実習・
看護体験・就業相談など。対象／保健師・
助産師・看護師・准看護師の免許を持ち、
現在離職中の方。申込等詳細は で。

東京都ナースプラザ☎03-5229-1525
か福祉保健局医療人材課☎03-5320-
4447

　本計画は「東京都女性活躍推進計画」と「東京都配偶者暴力対
策基本計画」の両計画で構成され、29年度から33年度までの5
カ年の計画となっています。
　東京都では今後、本計画に基づき、男女が対等な立場であらゆ
る活動に参画し、責任を分かち合う男女平等参画社会の実現を
目指し、施策を推進していきます。

「東京都男女平等参画推進
総合計画」を策定しました 　東京都では、6月を「男女雇用平等推進月間」と定め、普及啓発セミナーを開催します。

男女雇用平等推進月間開催

支え合おう!男女ともに活躍する社会へ
❶「女性活躍推進のポイントと実践事例」

6月8日 ・19日 14時30分、
国分寺労政会館で。各日75人。

申　込 国分寺事務所
　　　 ☎042-323-8511

❷ 「女性の活躍推進から男女ともに働きやすい職場へ」
6月14日 ・16日 14時30分、
ベルサール飯田橋駅前で。各日200人。

申　込 労働相談情報センター
　　　 ☎03-5211-2209

❸ 「女性が働きやすい職場のための法知識
　〜均等法、育児・介護休業法改正等とセクハラ・マタハラ等の裁判例・事例」

6月21日 ・22日 14時、
八王子労政会館で。各日80人。

申　込 八王子事務所
　　　 ☎042-643-0278

❹「女性活躍推進と職場風土の変革〜女性が活躍する組織をめざして」
6月23日 ・30日 14時30分、
すみだ女性センターで。各日75人。

申　込 亀戸事務所
　　　 ☎03-3682-6321

❺ 「男性介護者の実情と介護離職の防止策〜仕事と介護を両立させるために」
6月15日 ・23日 18時30分、
南部労政会館で。各日75人。

申　込 大崎事務所
　　　 ☎03-3495-4872

❻ 「輝きながら働こう〜働く女性の労働法とメンタルヘルス」
6月22日 ・29日 18時30分、
池袋事務所で。各日80人。

申　込 池袋事務所
　　　 ☎03-5954-6505

❼ 「どうする? 仕事×育児＋どうなる? 長時間労働」
6月24日 11時、
東京しごとセンターで。200人。

申　込 労働相談情報センター
　　　 ☎03-5211-2209

◎
事
業
主
向
け

◎
労
働
者
向
け

概要版「女性が輝く東京 
誰もが自分らしく暮らせる社会を築くために」

◦�働く場における女性の活躍やライフ・ワーク・
バランスの取り組み
◦�コラムや民間企業等の取り組み
◦配偶者暴力対策等の取り組み
◦�都の取り組み（とちょう保育園、イクボス宣言、
20時完全退庁等）　など

内　容

労働相談情報センター　☎03-5211-2209　

職業能力開発センター等
非常勤講師　� �
　科目／和装、自動車、機械加工、電気
工事など、その他職業訓練指導。資格／
科目関連の指導員免許を持つ方か同程
度に知識経験の豊富な方（資格等が必要
な科目有）。選考／6月中旬。面接・能力
実証等。人数／30人程度。勤務場所／
各センター等。任用期間／7月1日以降
〜30年3月31日。申込／6月1日 〜8日
に所定の申込書兼履歴書（各センター
等か で入手）を各センター等へ持参。
産業労働局雇用就業部☎03-5320-

4702

両計画の全文および概要版の配布
各区市町村、経済団体、行政や関連団体が実施する女性の活
躍推進等に関する講座・イベント等で。
ホームページでもご覧になれます。

生活文化局男女平等参画課　☎03-5388-3189
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/danjo/

お問い合わせ

畳製作
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室�� �

　視覚障害／①「音楽教室」6月16日
13時〜15時30分。②「教養講座」25日
13時30分〜16時。聴覚障害／③「文章
教室」14日〜7月5日毎 18時30分〜21
時。④「コミュニケーション教室」6月24日

13時30分〜16時。⑤「教養講座」〈昼の
部〉6月9日 13時30分〜16時。〈夜の
部〉7月6日 19時〜21時。いずれも東京
都障害者福祉会館（⑤夜の部は都立多摩
図書館）で。当日先着各50人。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、
03-5388-1734

土木技術講習会「生産性向上
で切り拓く土木の未来」�� �

　6月26日 13時30分、都庁大会議場
で。50人。申込／6月17日（消印）までに
往復はがきに催し名・住所・氏

ふりがな

名・電話
を書き、土木技術支援・人材育成センター

（〒136-0075江東区新砂1-9-15）☎03-
5683-1500へ。

都立駒込病院市民公開講座　
「わかりやすい抗がん剤治療」��
　7月22日 14時。150人。申込／6月
23日（消印）までに か往復はがきに講座
名・住所・氏

ふりがな

名・電話を書き、〒113-8677
都立駒込病院（☎03-3823-2101）へ。

「Web動画を作ろう」〜Web動
画の撮影・編集・公開を学ぶ����

　8月1日 ・2日 ・3日 （全3回）。対
象／中・高校生、抽選で20人。申込／6
月30日（必着）までに かはがき、ファクス
に催し名・住所・氏

ふりがな

名・学年・性別・電話・
メールを書き、BumB東京スポーツ文化
館（〒136-0081江東区夢の島2-1-3）☎
03-3521-7323、 03-3521-3506へ。

食肉市場「肉料理講習会、
食肉処理のビデオ視聴」�

　6月30日 10時。抽選で25人。500
円。申込／6月10日（消印）までに往復は
がきに住所・氏

ふりがな

名・電話を書き、食肉市
場（〒108-0075港区港南2-7-19）☎03-
5479-0693へ。

親子限定下水道施設
見学ツアー� �

　①7月22日 ②8月19日 9時､都庁集
合｡小学生と保護者、抽選で各日60人。場
所／工事現場･有明水再生センター･虹の
下水道館。申込／①6月30日②7月21日
(必着)までに往復はがきで。詳細は で。

みんなの下水道サポートセンター☎
03-3547-3400

東京水辺ライン�

　「水上バスで行く!台場経由築地本願寺 
寄席」6月21日 9時。100人。6,000円（食
事付）。両国待合所集合。申込／6月8日

（必着）までに往復はがきに催し名・人

復興まちづくりシンポジウム「専門
家と共に考える〜地域防災編」��

　7月11日 14時、都庁大会議場で。
500人。「首都直下地震は本当に来るの
か」「首都直下地震が起きたら我が町はど
うなる」。最新の見地から識者らが講演。
申込／6月30日までに かファクスに
氏
ふりがな

名・連絡先を書き、災害復興まちづくり
支援機構シンポジウム実行委員会事務局

03-3356-4469へ。
同 事 務 局（東 京 税 理 士 会 内）☎03-

3356-4461か総務局防災管理課☎03-
5388-2587

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。
　江戸川高校☎03-3651-0297（〒132-
0031江戸川区松島2-38-1）「チュニック
を作ってみよう」7月9日〜17日（ 全3
回）。締切／6月12日（消印）。
　田園調布特別支援学校☎03-3721-
6861（〒145-0071大 田 区 田 園 調 布
5-43-6）「ボランティア養成講座」「本人講座

（レクリエーションを楽しもう）」いずれも9
月23日〜2月17日（ 全3回）。締切／7月
7日（消印）。

各校か教育庁生涯学習課☎03-5320-
6893

環境学習講座
「サイエンスカフェ」�� �
　「東京の暑さの原因と持続可能な都市
づくり」6月30日 18時30分、水素情報
館「東京スイソミル」で。抽選で50人。申
込／6月21日までに かファクスで東京
都環境公社（☎03-3644-8886、 03-
3699-1409）へ。

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。

みんなでつくる
水源の森イベント�

　東京水のふるさと「水道水源林」につい
て学ぶ。①6月17日 、東京タワーで。②
18日 、新宿駅西口広場で。③24日 、
奥多摩 水と緑のふれあい館で。いずれも
10時〜18時（③は17時）。③はチェンソー
アートショーなど限定企画も有。事前申込
不要。

水道局サービス推進課☎03-5320-
6326

東京消防庁業務説明会　� �

　6月25日 10時・14時、東京消防庁
消防学校で｡各200人｡業務説明、訓練見
学等｡申込／6月22日までに で｡

東京消防庁人事課 0120-119-882

学　ぶ

支　援

　東京都は、私立高校等に通う生徒の教育費負担軽減のため、年収約760
万円未満の世帯について、授業料軽減助成金を、国の就学支援金と合わせ
て、都内私立高等学校の平均授業料の額まで拡充します。

　　　　 
29年5月1日以前から申請時まで
生徒と保護者が都内在住で、私立
の高等学校(全日制・定時制)・中
等教育学校後期課程・特別支援学
校高等部・高等専門学校(1年〜3
年)・専修学校高等課程に在学す
る生徒の保護者のうち、住民税額
が一定基準以下の方。
　　　　　　　
145,000円〜323,200円
※�就 学 支 援 金 と 合 わ せ て 年 額
442,000円の範囲内で、保護者が
負担する授業料が上限。

授業料以外の教育費負担を軽減。
　　　　 
26年4月以降に入学した生徒の保
護者で、7月1日現在、都内在住か
つ生徒が私立の高等学校(全日制・
定時制・通信制)・中等教育学校後
期課程・高等専門学校(1年〜3年)・
専修学校高等課程・各種学校の一
部などに在学している、生活保護
世帯および住民税が非課税または
均等割のみ(所得割額が0円)の方。
　
38,100円〜138,000円

私立高校等に通う生徒の教育費を支援
〜授業料軽減助成金を大幅拡充

同財団か生活文化局私学振興課　☎03-5320-7770(テレホンガイド)お問い合わせ

◦�職員や委託業者を装い、「排水管の点検に来
ました」と言って強引に清掃や修理を行い、
高額な代金を請求する。

「催し」の続き
催　し

対　象
対　象

助成額（年額）

給付額（年額）

授業料軽減助成金　 奨学給付金　

6月23日〜7月31日(消印)までに所定の申請書(6月中旬以降に在学校か
私学財団 で入手可)を郵送で〒162-8799牛込郵便局留東京都私学財団
(☎03-5206-7925)へ。

飼育担当の松井さんより一言
「生まれてすぐは目も開かず、
立つこともできませんでした
が、今では運動場を駆け回り、
遊んでいます。子供のときに
しかない『たてがみ』も見るこ
とができます」

多摩動物公園☎042-591-1611

　2月5日に生まれたチーターの（右から順
に）「クラリス｣「ジョラス」「アイガー｣が日々
成長中。(写真は4月19日撮影)HP 早く会いに来てね！ 

お問い合わせ
〈不審に感じたり困ったときは〉　  
水道局お客さまセンター　☎03-5326-1101（23区）　☎042-548-5110（多摩）
下水道局排水設備課　☎03-5320-6581

〈契約上で困ったときは〉　消費生活総合センター　☎03-3235-1155

〈水道局・下水道局では〉
◦�浄水器や蛇口の販売・レンタル・取り付けや、事前のお知らせなしに、
水質検査は行っていません。
◦�宅地内の水道管・排水管、ます等の点検による料金の請求、清掃・修理
等は一切行っていません。
◦�水道局で実施する、「東京水道あんしん診断」(無料)では、事前に診断日
時をお知らせしています。
◦�引っ越し時の清算などごく限られた場合を除いて、その場で現金をい
ただくことはありません。

〈不審な訪問業者が来たら〉
◦�職員の「身分証明書」や、水道局か下水道局が発行した委託業者の「作業
委託証明書」を必ずご確認下さい。
◦�宅地内に入れず、勝手に作業させないで下さい。
◦その場ですぐに契約や支払いをしないで下さい。
◦�戸建て家屋では、宅地内で悪臭や詰まりの問題がなければ、特に排水管
の洗浄は必要ありません。

水道局や下水道局を装った
悪質な訪問業者にご注意下さい！

注　意

◦�水道水に試薬を入れ、「色が
変わった」と不安をあおり、
高額な浄水器を売りつける。

◦�職員や委託業者を装い、「排水管の点
検に来ました」と言って強引に清掃や
修理を行い、高額な代金を請求する。

おもな手口

申　込

※ ＝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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は 「WEB広報東京都」からアクセス!　広報東京都　　　http://www.koho.metro.tokyo.jp/検索

　 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。

※バックナンバーもあります

お問い合わせ 募集専用番号　☎0570-783-802（6月23日～7月18日は も可）  東京都公園協会霊園課　☎03-3232-3151　 除く　http://www.tokyo-park.or.jp/reien/

自然・公園

高尾の森自然学校の催し　���

　①「森の香りでリフレッシュ!香る植物観
察」7月1日 。②「高尾の森の樹木博士に
なろう!」16日 。いずれも9時30分。小学
生以上、抽選で各日20人。500円（中学
生以下300円）。申込／開催日の1週間前
までに かファクスに催し名・人数・代表
者の住所・電話・ファクス・全員の氏

ふりがな

名を
書き、同校（☎042-673-3844） 042-
673-3945へ。

環境局緑環境課☎03-5388-3556

多摩の森・大自然塾
森林ボランティア基礎講座� �

　 6月17日・7月8日・8月26日・9月16
日（ 全4回）、奥多摩町鳩ノ巣で。中学
生以上、抽選で25人。800円。申込／6
月12日（必着）までに かはがき、ファクス
に催し名・住所・氏

ふりがな

名・年齢・性別・血
液型・電話・メールを書き、NPO法人森

づくりフォーラム（〒113-0033文京区本
郷2-25-14第1ライトビル405号）☎03-
3868-9535、 03-3868-9536へ。

環境局緑環境課☎03-5388-3555

森林浴登山「南沢あじさい山と
五日市の里山ハイキング」� �

　7月1日 9時30分、小倉公園（あきる
野市）集合。山抱きの大樫、金比羅山など
を巡る。抽選で40人。1,000円（緑の募金
へ）。申込／6月22日（必着）までにはがき
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、農林水産振興財団

（〒190-0013立川市富士見町3-8-1）☎
042-528-0641、 042-528-0619へ。

産業技術高等専門学校
オープンカレッジ�� �

　荒川キャンパス☎03-3801-0145①
「ストロボスコープでパラパラマンガ」7月
22日 。②「国語が苦手な理系中学生の
ための国語講座」22日 。③「オリジナル
の芳香剤を作ろう」29日 ・30日 。
　 品 川 キャン パ ス ☎03-3471-6331

「RaspberryPiを使ったLINUXによるプ
ログラム・ネットワーク入門」。8月11日

・12日 。
　受講料が必要。申込等詳細は で。

「外国人おもてなし語学ボラン
ティア」育成講座（7・8・9月分）���

　語学力に応じ、おもてなし講座と語学
講座（英語）のセットか、おもてなし講座の

募　集

申込方法・期間

申　 込　 書

申 込 資 格

①郵送：所定の申込書で7月3日
～18日の消印があるもの。
②ホームページ：7月3日～18
日。事前に申込者情報の登録が
できます（6月23日から）。
※�①②いずれかの方法で、1人・1
カ所の申し込みに限る。

6月23日～7月18日に、都庁案
内コーナー、東京都公園協会、各
都立霊園・葬儀所、都内区市町
村、松戸市の窓口で配布します。

都内に一定年数以上継続して居
住しているなど、施設ごとに資
格が定められています。詳細は
申込書をご確認下さい。

都立霊園の使用者を募集します
募集霊園 墓所の種類 募集数 使　用　料 年間管理料

多磨霊園

一　　般 390カ所 158万9,400円～520万9,700円 1,220円～3,660円
芝　　生 10カ所 356万8,000円 3,320円

みたま堂 40カ所
2体用　24万3,000円

30年更新可
3,010円

4体用　32万4,000円 4,020円
6体用　40万5,000円 5,030円

小平霊園

一　　般 77カ所 150万8,400円～481万8,500円 1,220円～3,660円
芝　　生 20カ所 338万8,000円 3,320円
小型芝生墓地 100カ所 178万2,000円 1,660円

樹林墓地
遺骨申込 150体

①遺骨1体あたり　　12万3,000円
②粉状遺骨1体あたり　4万1,000円� �

不　要

遺骨・生前申込 300体
生前申込 1,150体

樹木墓地（遺骨申込のみ） 300体 遺骨1体あたり�　18万3,000円

合葬墓地
遺骨申込 40体

直接共同埋蔵
遺骨1体あたり�　5万7,000円遺骨・生前申込 60体

生前申込 100体
八王子霊園 芝　　生 90カ所 115万6,000円 3,320円

八柱霊園

一　　般 310カ所 34万1,250円～117万円 1,220円～3,660円
芝　　生 20カ所 82万円� � 3,320円

合葬墓地
遺骨申込 269体

①一定期間後共同埋蔵　遺骨1体あたり　12万6,000円
②直接共同埋蔵　　　　遺骨1体あたり　��5万1,000円 不　要遺骨・生前申込 483体

生前申込 1,248体
青山霊園 一　　般 50カ所 437万6,000円～1,080万3,250円 1,220円～2,440円

谷中霊園 一　　般 60カ所 263万4,000円～351万2,000円 1,220円
立体式 80カ所 第5区　66万2,000円 不　要

みを受講。セットコース :10コース各36
人。おもてなしコース:10コース各60人。
応募多数の場合抽選。健康プラザハイジ
アほかで。申込等詳細は で。

同事務局☎03-6734-1276か生活文
化局地域活動推進課☎03-5388-3056

消費生活講座「人生を楽しむ秘訣
〜豊かな暮らしは家計も元気」���

　7月6日 13時30分、東京ウィメンズ
プラザで。250人。講演と漫才。講師／
生島ヒロシ（フリーアナウンサー）ほか。申
込／6月22日（消印）までに かはがき、
ファクスに講座名・住所・氏

ふりがな

名・年齢・電
話・ファクスを書き、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。

都民と消防の
ふれあいコンサート�� �

　①7月20日 18時30分、文京シビッ
クホールで。抽選で1,300人。②22日
14時、武蔵野市民文化会館で。抽選で
1,000人。申込／6月20日（必着）までに
往復はがきに催し名・会場・人数（2人ま
で）・代表者の住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話を
書き、東京消防庁音楽隊（〒102-0083千
代田区麹町1-12）☎03-3221-0119へ。

東京都交響楽団プレミアム
コンサート　小平公演�� �

　7月29日 15時、ルネこだいらで。指
揮／山下一史、曲／メンデルスゾーン:
ヴァイオリン協奏曲ほか。【招待】4歳以
上、抽選で1,200人。申込／6月23日（消
印）までに か往復はがきに人数（3人ま
で）・代表者の住所・氏

ふりがな

名・電話・全員
の氏

ふりがな

名を書き、小平公演事務局（〒103-
0014中央区日本橋蛎殻町2-13-9協栄ビ
ル1階）☎03-3669-8551へ。

生活文化局文化事業課☎03-5320-
7703

歴史的建造物の保存を支援する
チャリティイベント　�� �

　歴史的建造物でのコンサート・講演会。
7月31日 17時、早稲田大学大隈記念
講堂で。抽選で900人。2,000円（東京歴
史まちづくりファンドへ）。申込／6月20
日（必着）までに往復はがきに催し名・人
数・代表者の住所・氏

ふりがな

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

パフォーマンスや音楽演奏を行う
ヘブンアーティストの募集�� �

　都が指定した公園などで活動。申込／
6月30日（消印）までに応募用紙（ か都庁
案内コーナー等で入手）と全員の写真、映
像資料を郵送で〒163-8001東京都生活
文化局文化振興部内ヘブンアーティスト
事務局（☎03-5320-7704）へ。

FC東京VS鹿島アントラーズ
親子で見るJリーグ観戦優待��

　7月8日 19時、味の素スタジアムで。
中学生以下と保護者、抽選で250組500
人。1組1,000円。申込／6月16日（必着）ま
でに、往復はがきに試合名・代表者の住
所・電話・全員の氏

ふりがな

名・年齢を書き、FC
東京「東京都観戦事業」係（〒182-0032調
布市西町376-3味の素スタジアム内）☎
042-488-6255へ。重複申込不可。

オリンピック・パラリンピック準備局事
業推進課☎03-5320-7714

都民スポレクふれあい大会���

　12月23日まで、駒沢オリンピック公園
総合運動場ほか都内各会場で。対象／
都内在住・在勤か実施種目団体に所属の
方。種目／ターゲット・バードゴルフ、練
功十八法、3B体操など31種目。200円〜
1,000円（個人）。各種目に無料体験コー
ナー有。申込等詳細は で。

東京都レクリエーション協会☎03-
5413-6927かオリンピック・パラリンピッ
ク準備局事業推進課☎03-5320-7714

文化・スポーツ

小石川後楽園
「花菖蒲を楽しむ」�� �
　6月3日〜18日。雅楽の演奏会、特別ガ

イドツアー「花菖蒲めぐり」など。
同園☎03-3811-3015

山抱きの大樫
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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。

海外に東京の魅力をPRするアイコンと
キャッチフレーズが決定！

　東京都は、東京の魅力を効果的に海外へ発信するためのアイコンとキャッチフレーズ
を決定しました。今後、このアイコンとキャッチフレーズを観光PRなどさまざまな取り
組みに活用し、東京の魅力を海外に強力に発信します。

◦Tokyoを異なる文字で繰り返し、東京のイメージを印象づけるデザイン
◦�筆文字のTokyoとゴシック体のTokyoは、江戸から続く伝統と最先端の文化が共存す

る東京を表現し、それをOld meets Newでも強調
◦�伝統を表わす筆文字は墨で、先進性を表わす書体は未来へ広がる青い空をイメージした

ブルーで表現
◦東京の新しい観光名所である渋谷のスクランブル交差点のイメージを｢落款｣で表現

産業労働局観光部　☎03-5320-4723　お問い合わせ

東京都戦没者追悼式・全国戦没者追悼式の
参列者を募集します

8月15日 11時45分　
文京シビックホール

8月15日 11時45分　
日本武道館

東京都戦没者追悼式

全国戦没者追悼式

参列者の募集
都内在住で戦没者の遺族の
方、いずれも定員200人。
6月1日〜15日に電話で福
祉保健局生活福祉部へ。

日　時

日　時

対　象

会　場

会　場

申　込

お問い合わせ

　多くの都民の尊い命が失われた先の大戦の終戦から､72年の年月が過ぎました｡
　東京都では､多くの犠牲者の方々のご冥福を祈り､平和を願う都民の強い決意を表す
ため､8月15日に｢東京都戦没者追悼式｣を実施します｡
　また、同日に日本政府主催の｢全国戦没者追悼式｣が行われます｡
　戦争の悲惨さや平和の大切さを次世代に継承していくため､戦争を知らない若い世代
の方々も積極的にご参列下さい｡

福祉保健局生活福祉部　☎03-5320-4076　

　水郷の景観を持つ水元公園は、小
こ

合
あ い だ め

溜に沿って造られた都内でも
屈指の広さを誇る。小合溜は、八代将軍徳川吉宗の指示により、江戸
の町を洪水から守るため河川の改修によってできた溜池で、灌

か ん が い

漑用
水の水源にもなり、地名の｢水元｣の由来となった。
　園内の至る所に水路が流れ、サギやカモなどの水鳥が羽を休め、そ
の姿をカメラで追う人や散歩を楽しむ人達の憩いの場となっている。
　空と芝生が広がる中央広場には、水遊びも楽しめる浅瀬の川が流
れ、周囲には都立公園では最大規模である約1,800本のメタセコイ
アが植えられ、四季折々の樹林地景観を楽しめる。青空と茂る青葉
が水辺に美しく映る風景に、都心であることを忘れるほど。
　園の南側に位置する葛飾区金魚展示場では、24種類約1,000匹
の鮮やかな色の江戸前金魚が飼育され、一足先に夏の涼しさを感じ
させてくれる。
　毎年6月には、都内最大のはなしょうぶ園で約100品種20万本の白・
紫などの色とりどりの
花菖蒲が咲き誇る葛飾
菖蒲まつりが開催され、
多くの人々で賑わう。
　東京の水郷で自然に
触れるひとときを過ご
してみてはいかがだろ
うか。

中央広場に流れるせせらぎ

はなしょうぶ園

水元公園（葛飾区）

都立水元公園☎03-3607-8321。常時開園。サービスセンター等の一部施設は月曜
（祝日の場合は翌日）・年末年始休業（金魚展示場は11月〜2月は のみ開場）。
葛飾菖蒲まつりは6月18日まで開催。

JR常磐線｢金町｣駅、京成金町線｢京成金町｣駅から京成バス（戸ヶ崎操車
場行きほか）｢水元公園｣下車徒歩7分。

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

=パソコン用壁紙

東京都生活文化局広報広聴部広報課　〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1　電話 03-5388-3093　Fax 03-5388-1329　

▼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

平成29年
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6月1日発行
水無月 みなづき　
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〈次号（7月1日発行）は、6月30日・7月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

アイコンとキャッチフレーズに込められたメッセージ
空と水辺と緑が広がる


