
　新年の、凛
りん

とした清
すがすが

々しい空気に触れますと、東京の多彩な魅力が改
めて思い起こされます。きれいな空気と水、先進的な街並みや美しい自
然、安全･安心な都市空間に、伝統と革新が交差する深みのある文化。世
界に誇るさまざまな顔を持つ東京を、さらなる成熟都市へと高めていく
ことが、都知事である私の使命であります。
　今年は、平昌2018オリンピック･パラリンピック、サッカーワールド
カップロシア大会が開催される、国際的なスポーツイヤーでありま
す。その先にいよいよ、東京・日本に迎えるラグビーワールドカップ
2019TM、そして、東京2020オリンピック･パラリンピックを、都民の皆
様と大いに盛り上げ、成功へと導きたいと思います。
　この世界的な両大会の成功を跳躍台として、明るい未来への成長を続
ける東京を実現するため、都市の活力の源である｢人｣に焦点を当てた政
策を進めてまいります。例えば、就任以来最も力を注いできた待機児童
対策については、引き続き知恵を絞って、保育サービスの場の整備や、
その質の向上などを図ってまいります。また、超高齢社会において、誰
もが安心して暮らし、生涯現役で活躍できる東京を目指し、分野横断的
な検討も開始いたしました。女性のさらなる活躍推進、段差のないまち
づくり、東京の未来を担う人材育成なども、重要な課題であります。

　人生100年時代と言われる中、都民の皆様が、それぞれのライフス
テージで目一杯輝くことのできる東京を実現し、その成果を一人一人に
感じていただけるよう、一心一意、都政に邁

まい

進
しん

してまいります。
　また、今年は、｢江戸｣が｢東京｣となって150年の節目となります。こ
の記念すべき｢東京150年｣を都民の皆様と共に祝い、江戸から連なる伝
統、文化、技術といった東京の奥深い魅力を、広く国内外に発信する1年
ともしてまいりたいと思います。
　新たな年が、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。
� 平成三十年　元日

明けましておめでとうございます。

東京都知事
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692万663世帯　人口1,375万4,002人（男：677万5,447人　女：697万8,555人）
＊参考：外国人数52万573人

29年11月1日
現在の推計

Tokyo Tokyo FESTIVAL 企画公募
東京2020大会へ向けた文化事業の中核と
なる企画を募集します

東京2020大会のマスコット決定に向け小学生の投票実施！
2月28日に大会マスコットのデザインが決定します

2

7 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

8 

東日本大震災
復興応援に
ご協力を！
震災記憶の風化を防止し、
支援の継続を呼びかけるイベントを開催
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ステージイベント

フードコーナー･物産販売

体験コーナー

　今年で東日本大震災から7年を迎えます。東京都では、時間の経過
とともに薄れつつある震災記憶の風化を防止し、支援の継続を呼びか
けるイベントを被災県と合同で開催します。

東日本大震災　
復興応援にご協力を!
復興応援・復興フォーラム2018 in 東京

お問い合わせ

セリ鍋

てえしお

　パラリンピックのバドミントンは、東京2020大会で初めて正式競技となります。
　現在、国際大会などで行われている一般的なルールはおおむねオリンピック
のバドミントンと同じで、1ゲーム21点マッチ方式で3ゲーム行い、2ゲーム先取
で勝利となります。
　障害の程度に応じて2つのカテゴリー（立位、車いす）に分かれており、さらに
障害の度合いによって6つのクラスに分けて、シングルス（男子･女子）、ダブルス
（男子･女子）、混合ダブルスを行います。車いすのシングルスではコートの半分
を使うなど、障害の種類や程度に応じたコートの広さで試合が行われるのが特
徴の一つです。

　日本障がい者バドミントン連盟の鈴木亜弥子選手は、東京2020大会へ
の意気込みについて、「バドミントンは、体力やパワーがあれば勝つスポーツ
ではなく、ラケットワークや相手との心理戦がカギとなります。見どころは、
障害別のカテゴリーによって繰り広げられるプレーの戦略です。29年11月
1日時点で、世界ランキングが
1位です。東京2020大会では、
金メダルを目指します！」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、皆さんぜひ注目し
て下さい。

ラケットワークや相手との心理戦がカギ

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、パラリンピックのバドミントンを紹介します。

パ ラ リ ン ピ ツ クオリンピック・オリンピック・

写真提供　日本障がい者バドミントン連盟

　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「東京ライフ･ワーク･バランス認定企業」として選定し、表彰
すると同時に、その取り組み内容を紹介します。ぜひ、お越し下さい。

　　　　　2月8日 10時〜17時　　　　　　　東京国際フォーラム　
ホームページで要事前申込。
■基調講演｢『ライフ』も『ワーク』もやめられない、とまらない。 
　〜カルビー流、ダイバーシティ×ライフ･ワーク･バランス」

松本晃(カルビー(株)代表取締役会長兼CEO)
■東京ライフ･ワーク･バランス認定企業 認定状授与式

主催者挨拶および授与者：小池知事
■パネルディスカッション 
　｢『働き方改革』言うだけで終わらせないためには」

司会：魚住りえ(フリーアナウンサー)
出演者：小室淑恵((株)ワーク･ライフバランス代表取締役社長)
青野慶久(サイボウズ(株)代表取締役社長)、今年度認定企業

■トークセッション｢イマドキ子育て世代のライフ･ワーク･ 
　バランス〜パパが変わればすべてが変わる？ ｣

山口理栄(育休後コンサルタント®)
塚越学(NPO法人ファザーリング･ジャパン理事）

※その他、出展企業･団体によるミニセミナー等交流コーナーも有。

　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。東京都は、
2020年に向けて実施する文化施策「Tokyo Tokyo FESTIVAL」の中核となる
事業を、多分野から広く募集する「企画公募」を行います。
　世界中から注目を集める、またとない機会を活かし、あなたの創造力とチャ
レンジ精神にあふれた企画をお寄せ下さい。

ライフ･ワーク･
バランスフェスタ東京2018

Tokyo Tokyo FESTIVAL
企画公募
〜ジャンルを超えて芸術文化の企画を大募集!

2月17日 　　 東京国際フォーラム

　　　　  12時〜15時45分
　　　　  220人。 
イベント事務局に要事前申込（1月31日まで）。

11時〜16時

11時〜16時

◦ 東京都知事と宮城県知事によるトーク 
セッション

◦ 講話「2011.3.11あの時〜震災記憶を語る」
◦ 青森･岩手･宮城･福島の復興への取り組み事例発表
◦ 野村克也（野球評論家）による支援の呼びかけ

◦  青森･岩手･宮城･福島の郷土料理、県産品
の販売（数量限定で郷土料理を無料提供）

◦ 東京都の復興支援施策の紹介

◦ シージェッター海斗ショー
◦ 手づくり防災グッズワークショップ　など

産業労働局労働環境課　☎03-5320-4649
同事務局　☎03-6426-0558
http://www.lwb-festa.metro.tokyo.jp/

生活文化局文化振興部　☎03-5320-7736
同事務局　☎03-6256-9921
http://ttf-koubo.jp

お問い合わせ

お問い合わせ

野村克也

総務局被災地支援課　☎03-5388-2368

イベントのお問い合わせ
東日本大震災風化防止イベント事務局　☎022-265-1509

https://fukkou-forum.jp

以下のような目的を持つ企画。
　◦ インパクトある芸術創造
　◦ あらゆる人々が参加できるもの　
　◦ アートの可能性を拡げるもの
数百万円から2億円を超えない範囲
※協賛金や自己資金など他の収入を含めた拡大も可能。
東京都内
2019年秋〜2020年9月
個人、グループ、団体･法人（NPO･実行委員会･企業等）
2月1日〜28日。応募方法等詳細はホームページで。
※ 採択された企画は東京都等の主催事業として、提案者側に制作等を委

託します。

会　場日　時

ホールD7

地上広場

ホールD1
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イベント

募　集被害防止

友達や知り合いから誘われて、断
るのが気まずくても、きっぱりと
断る。

日　時
会　場

対　象

定　員
申　込

若者をねらうこんな手口に注意

　"JAPAN－未来への行進－"をテーマにさまざまなイベントを開催します。
　オーケストラコンサートでは、ダンスとのコラボレーションも。ぜひご家族でお楽
しみ下さい。

　東京都の外国企業誘致施
策や、東京で開業予定の外
国企業･外国人起業家への
サービス等について紹介し
ます。また、外資系企業と都
内企業とのマッチング商談
会も開催します。外資系企
業との業務提携を検討して
いる都内企業の方の参加を
お待ちしています。

子どもたちと芸術家の出あう街

「Invest Tokyo セミナー 
2018 Winter」開催

お問い合わせ

　都内6会場で子供（乳幼児～中学生）と大人が一緒に楽しめる人形
劇やミュージカルをはじめ、マジックや楽器の工作など盛りだくさ
んのワークショップを開催します。

◦�舞台公演／演劇、人形劇、ミュージカル、コンサートなど（2,000
円～3,000円）。
◦�ワークショップ（体験）／生アテレコ（声優）、演劇、人形作り、楽
器作りなど（1,500円。生アテレコ体験は4日間通しで2,000円）。

※�開演時間等の詳細はチラシ（各会場等で配布）か児演協 をご覧下さい。

　　　　　実行委員会事務局（児演協内）☎03-5909-3064へ。

　最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した巧妙な
手口が増加しています。
　困った時はひとりで抱え込まずに、すぐにお近くの消費生
活センターへお気軽にご相談ください。

イベントチケットを友人に販売した
ら儲かるともちかけ、契約をさせ、解
約を申し出ると、高額な違約金を払え
と脅す。

SNSで「いろいろな方と交流したい」
などと友人関係を作るのが目的のよ
うなメッセージを送り、喫茶店等に誘
い出し、投資のノウハウが収録された
高額な教材を購入させる。

参加・体験・感動！
ふれあいこどもまつり

1月～3月は、若者の悪質商法被害防止
キャンペーン期間～ひとりで抱え込まずにすぐ相談を！

　　　　　3月18日 　　　　　　　東京芸術劇場

2月8日 13時30分
日本貿易振興機構（ジェトロ）本部�
（アーク森ビル5階）
外国企業、外国人起業家、在京大使館、�
商工会議所、都内企業など。�
100人程度
1月31日までにホームページで。
日本語･英語の同時通訳有。

同事務局か東京芸術劇場　☎03-5391-2116  東京芸術劇場　☎03-5391-2116  

消費生活総合センター活動推進課　☎03-3235-1157  

お問い合わせお問い合わせ

お問い合わせ 政策企画局渉外課　☎03-5388-2864  

ワークショップ 開始時間 対　象 参加方法

楽器体験 バイオリン、チェロ、クラリ
ネット、トランペット

①10時 4歳～
高校生 料金／500円～

1,000円
申込／1月31日
（消印）までに、往
復はがきにワー
クショップ名･希
望 時 間･人 数（4
人まで）･代表者
の住所･氏

ふ り が な

名･年
齢（学年）･電話･
ファクスかメー
ルを書き、日本
オーケストラ連
盟「子どもたち
と芸術家の出あ
う街」係（〒130-
0013墨 田区錦
糸1-2-1-7階）へ。
応募者多数の場
合抽選。重複申
込不可。

②12時30分
音楽
づくり

みんなのイメージを音にして、
一緒に音楽をつくってみよう！ ①11時30分 小学2年～

4年

指揮者
体験

目に見えない心のメッセージを
指揮で伝えよう！

①10時30分
3歳～
高校生
（コンサート
チケット購
入者限定）

②12時30分

雅楽 笙
しょう

、篳
ひ ち り き

篥、龍
りゅうてき

笛、鞨
か っ  こ  

鼓、
太
た い  こ  

鼓、鉦
しょう こ 

鼓
①10時 小･中学生②13時

書道 みんなの夢を書いてみよう！ ①10時40分 5歳～
高校生②13時

バレエ
夢のバレリーナへの第一歩！み
んなでおどってみよう、はじめ
てのバレエ

①10時
4歳以上の
未就学児
（未経験者）

②12時30分 小学生
（未経験者）

茶道
目で見て、香りを楽しみ味わ
う。和の芸術体験を家族や友達
と楽しもう！

①10時 小･中･高校
生（小学生は
保護者同伴）②11時

◦ワークショップ申し込みについて／日本オーケストラ連盟　☎03-5610-7275
◦実施内容について／日本フィルハーモニー交響楽団事務局　☎03-5378-6311

オーケストラコンサート 開演
時間 対象 チケット

指揮：海老原光�
オーケストラ：日本フィルハーモニー交響楽団
ダンス：森下真樹　振付：MIKIKO　
〈演奏曲目〉
古関裕而／オリンピック･マーチ
伊福部昭／《SF交響ファンタジー》より抜粋
ベートーヴェン／交響曲第５番《運命》より����
第1楽章（ダンスとのコラボレーション）　
レスピーギ／ローマの松（語り付き）　ほか

15時 3歳
以上

料金[全席指定]／
〈大人〉S席4,000円､A席
3,000円、B席2,000円
〈3歳～高校生〉
S席2,000円、A席1,500
円、B席1,000円
申込／日本フィル・サー
ビスセンター☎03-5378-
5911（平日10時～17時）
ほかで発売。

　　　　　

会　場 開催日 舞台公演（上段）／ワークショップ（下段）

稲城市立
ｉプラザ 2月11日

人形劇「ルドルフとイッパイアッテナ」
演劇「小さい劇場　まる　さんかく　し
かく」
人形劇体験、マジック体験

きゅりあん
（品川区） 2月18日

ミュージカル「シンデレラ」
音楽「津軽三味線vsバイオリン」
パフォーマンス「とってもジョイフル･
クラウン」
楽器（木製オカリナ）作り、楽器演奏体験

清瀬
けやきホール 3月11日

人形劇「アラビアンナイト」
音楽「チリンとドロンのコンサート」
人形作り、楽器作り&演奏体験

文京シビック
ホール 3月18日

人形劇「チップとチョコ」
音楽「0歳からの･はじめてのオーケス
トラ」
※ワークショップなし

たましん
RISURU
ホール

（立川市）
3月24日

パフォーマンス「クラウン♡
ハート

ビート」
人形劇「カラスとおともだち／トラのこ
ウーちゃん」
楽器作り&演奏体験、探偵（謎解き）体験

江東区亀戸
文化センター

3月17日
18日
21日
24日
25日

※�開催日によ
り催しが異
なります

ミュージカル「オズの魔法使い」
ミュージカル「眠れる森の美女」
シルバニアファミリー劇場「シルバニア
村のたからもの」　ほか

生アテレコ（声優）体験、楽器演奏体験、
タップダンス人形作り、演劇体験

手
口
❷

手
口
❶

参加

特別相談｢若者のトラブル110番｣ 消費者ホットライン
3月12日 ･13日 9時～17時

相談専用電話　☎03-3235-1155 ☎188

開催日 会　場

申　込

�「あなただけ特別！」「チャンスは
今だけ！」などと気を引く言葉で
勧誘されても、その場の雰囲気で
契約をしない。安易に個人情報を
教えない。

➡�

➡�

©YUKI ISHII
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　 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。

保育士試験�

　試験／筆記:4月21日 ・22日 、実
技:7月1日 。受験料／12,950円（全部
免除基準に該当する場合は、2,650円｡	
送料含む）。締切／1月31日（消印）。受験
手引きの請求／「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。 でも請求可。

福祉保健局保育支援課☎03-5320-
4130

職業能力開発センター
4月生�
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14
日 ・15日 ・16日 のいずれか。申込／
1月10日〜2月2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。詳
細は か募集リーフレット（ハローワーク
か各センター・校等で入手可）で。

産業労働局能力開発課☎03-5320-
4716

公立学校教員志望者向け
学校見学会�

　全日コース／2月2日 ・15日 。半日
コース／5日 ・6日 ・19日 ・20日
。さまざまな校種の授業見学、研修体験

など。申込等詳細は で。
教育庁選考課☎03-5320-6787

グリーンリース実践のための
セミナー
1月26日 14時､四谷区民ホールで｡ビ

ルオーナーとテナントが協働して省エネに
取り組む｢グリーンリース｣実践のポイント
や､取組事例の紹介など。申込等詳細は
で。
クール・ネット東京☎03-5990-5088

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・ささえは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・ささえのみの取り扱い）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

アクセシブル・ツーリズム推進
受入環境整備支援補助金
対象／都内宿泊施設（旅館業法上の許

可必要）、飲食店、小売店等。補助額／
対象経費（障害者や高齢者等の受け入れ
に関する接遇サービス向上研修の開催や
接遇マニュアル作成に係る経費）の2分
の1以内（150万円まで）。申請／2月28
日 までに申請書（ で入手可）を郵送
か持参で東京観光財団（〒162-0801新
宿区山吹町346-6日新ビル2階）☎03-
5579-8463へ。

羽田空港の機能強化について
の説明会（1・2月開催分）�

　新飛行経路案等について、国土交通
省が説明会を開催します。【1月】光が丘
IMA／13日 、新宿駅西口広場／18日
、アリオ北砂（江東区）／24日 、西部
区民事務所（豊島区）／27日 。【2月】目
黒区総合庁舎／3日 、向原ホール（板橋
区）／17日 。時間／ 〜 :14時〜19
時、 :11時〜16時。

都市整備局都市基盤部☎03-5388-
3288か国土交通省☎0570-001-160

東京水道あんしん診断の
実施�

　水道事業に対するご意見やご要望を把
握するため、東京水道あんしん診断を無
料で実施しています（任意）。対象／都営
水道給水区域の大規模使用者等を除く水
道使用者約750万件。期間／31年度ま
で。内容／各戸を訪問し、簡易漏水調査、
簡易水質調査、アンケート調査等を実施。
診断員は、制服・ネームプレートを着用。
浄水器等の器具の販売や金銭を請求した
り、家屋の中に入ることはありません。

水道局あんしん診断相談室（23区）☎
03-5638-7555、（多摩地区）☎042-580
-1333

1月の
宝くじ発売開始予定日�

◦新春運だめしくじ（200円）	 17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）	 17日
◦バレンタインジャンボ宝くじ（300円）
　（1等前後賞合わせて3億円）	 31日
◦バレンタインジャンボミニ（300円）	31日
　（1等前後賞合わせて3,000万円）
◦1等100万円スクラッチ（200円）	 31日

財務局公債課☎03-5388-2685

下水道モニター�

　資格／30年4月1日現在、20歳以上の
都内在住の方（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。人数／1,000人
程度。内容／アンケートの回答、施設見
学会参加等。謝礼有。任期／4月1日から
1年間。申込／1月4日〜2月28日に で。
下水道局広報サービス課☎03-5320-

6693

｢東京都スポーツ推進総合計画
（仮称）中間まとめ｣への意見�
　計画の閲覧／ か都民情報ルームで。
応募／1月18日（必着）までに か郵送、
ファクスで〒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
（☎03-5320-6806） 03-5388-1337
へ。

高齢者施設に関する整備費補助制度
説明会（土地所有者向け）�

　2月6日 14時、都庁大会議場で。都
内に土地を所有する個人・法人等、500
人。認知症高齢者グループホーム・都市	
型軽費老人ホーム等の整備費補助制度
について。申込／1月23日までに申込書
（ で入手）をファクスで福祉保健局施設
支援課（☎03-5320-4321） 03-5388-
1391へ。

自衛官候補生�

　試験／①2月4日 ②3月2日 ③13日	
。②③は男子のみ。締切／①1月25日

②2月9日③16日（必着）。
自衛隊東京地方協力本部☎03-3260-

0543か総務局防災対策課☎03-5388-
2458

防災訓練の実施�

　訓練実施のため、通行の際等にご不便
をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いします。
①弾道ミサイルを想定した住民避難

訓練1月22日 10時〜10時10分頃、文
京区内（地下鉄春日駅・後楽園駅など）で。
住民への情報伝達、住民の避難行動、事
業者による避難者の対応など。
②東京都・台東区合同帰宅困難者対策

訓練2月5日 9時〜13時30分、上野駅
周辺で。帰宅困難者への情報発信、集客
施設での利用者保護訓練、一時滞在施設
運営訓練、要配慮者帰宅搬送訓練など。
総務局防災管理課①☎03-5388-2587

②☎03-5388-2485

東京都子どもを受動喫煙から
守る条例が公布されました
子供の生命および健康を受動喫煙の影

響から保護するため、都民の責務として、
受動喫煙による健康への悪影響に関する
理解を深めるとともに、いかなる場所にお
いても、子供に受動喫煙をさせることのな
いよう努めることとしています。この条例
は、30年4月1日から施行します。

福祉保健局健康推進課☎03-5320-
4356

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26日 10時、深大寺（調布市）で。
東京消防庁広報課☎03-3212-2111

内線2308

点字で納税通知書の
内容をお知らせします�
ご希望の方は、2月28日 までに住所・

氏
ふりがな

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。

周産期搬送コーディネーター�
　職務／母体・新生児搬送の搬送先医
療機関選定業務。資格／助産師、看護
師で病院等の産科・小児科経験者（周
産期母子医療センターの経験者歓
迎）。勤務日数／月8〜16日程度（夜
勤有）。人員／3人程度。任期／4月1
日から1年間。締切／1月31日。申込
等詳細は で。
福祉保健局救急災害医療課☎03-

5320-4378

東京都職員
（職業訓練Ⅰ類B、Ⅱ類、Ⅲ類）�
　人員／5人程度。勤務先／職業能力
開発センター等。採用／4月1日。選考
／1月13日 ･20日 。資格等詳細は
で。申込／1月8日(必着)(持参の場

合5日 )までに申込書等( 等で入手
可)を郵送(簡易書留)か持参で〒163-
8001東京都産業労働局職員課(☎03-
5320-4618)へ。

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。

とぼけた表情が愛らしい木彫りの鷽
うそ

。
菅原道真にゆかりのある神社で行われ
る鷽替えとは、木

き

鷽
うそ

人形を取り替えるこ
とで前年の災いを嘘

うそ

にし、新しい年が吉となるよう祈念する神事のこと。1月24日 ･	
25日 は亀戸天神社、25日は湯島天満宮、五條天神社など。

(29年1月25日、湯島天満宮で)

鷽
うそ

替
か

え神事

職 員 採 用
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都庁では により情報を発信しています！

｢東京夜景｣マップガイド
～夜の東京を楽しんでみませんか？
　東京の夜に楽しめる観光スポットを紹介する冊子｢東京夜景｣を日・英・中（簡
体字・繁体字）・韓の4カ国語で作成しました。
　夜景ビュースポットやライトアップの実施場所を紹介するほか、アミューズ
メントパークやナイトクルーズなどの情報を掲載。
　東京観光情報センター等で配布しているほか、 からもご覧いただけます。

お問い合わせ 産業労働局振興課　☎03-5320-4768　

　スタイリッシュなたたずまいと軽や
かな手さばき。
　新しいフラワーデザインを目指し

「EIKO吉野｣という雅号にしたという
吉野節子さん。生け花が主流だった時
代、積極的に欧州へ研修に行き、日本
のフラワーデザインを世界的レベルに
引き上げるために尽力した。以来、普
及活動と後進の育成を活動の要として
きた。
　指導にあたり、個性を育てることを
大切にしている。「花屋さんで花を揃
える時から、その人の作品になってい
る｣。全てを教えようと必死だった時期
もあったが、本当に大事なのは、生徒
を信じて、任せること。同じ材料でも、
全く違う作品になる。静かな人は優し
い作風に、大柄な人は大きい作品に。

「その人らしく、素敵なものが出来る
んですよ花って｣。
　指導者としての醍

だい

醐
ご

味
み

は、生徒一人
一人の人生に「花｣という足跡を残して
いけること。手を震わせながら花を生
けていた生徒が、技能五輪全国大会に 
出場するまでに成長した姿。病気と闘
いながら、レッスンに通い続けた姿。そ 
の全ての風景が忘れられないという。

｢生きた花を扱うのでスピード感が大事｣と吉
野さん

　中野に構えた教室のコンセプトは
「花は楽しく｣。国家資格試験のため
に厳しく指導をすることで、生徒が泣
きながら花を生けることもあった。そ
れでも、辛くて辞めていく人はいな
かった。それは、「楽しく」花を生け続け
ることが最大の原動力になるから、と
語ってくれた。

セーフティグッズフェア
〜親子で楽しく安全を学ぶ�

　1月20日 、京王聖蹟桜ヶ丘ショッピン
グセンターで。27日 ・28日 、アーバ
ンドッグららぽーと豊洲で。いずれも10時
〜17時。子供の安全に配慮した商品の展
示や販売、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

東京水辺ライン�

　「水上バスで行く向島百花園・老舗和
菓子店をめぐる向島街歩き」1月26日 9
時。両国待合所集合。30人。3,000円。
申込／1月10日（必着）までに往復はがき
に催し名・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。

特別支援学校総合文化祭�

　「将棋大会」1月19日 10時〜16時、都
立北特別支援学校で。「5部門作品展」24
日 〜29日 10時〜17時（29日は12
時）、東京芸術劇場ギャラリーで。「書道作
品展」2月9日 〜14日 9時30分〜17
時（14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

都立多摩図書館
移転1周年記念トークイベント�

　1月28日 14時。抽選で200人。紺野
美沙子トークイベント「あなたが輝く言葉
とメロディ」。申込／1月17日（消印）まで
に か往復はがき、ファクスに催し名・人
数・代表者の氏

ふりがな

名・電話・ファクス（ファ
クス申込の場合）・託児・車椅子席・手
話通訳・要約筆記希望の有無を書き、都
立多摩図書館移転オープン1周年記念事
務局（〒170-0005豊島区南大塚2-39-7	
-3階）☎03-3943-4311、 03-3943-
4322へ。
同館☎042-359-4020

東京都伝統工芸品展
〜江戸から伝わるー筋の道��

　1月18日 〜23日 10時〜20時（19
日・20日は20時30分、23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、江戸
時代の商店再現など。
中小企業振興公社☎03-5680-4631

出会った人生に｢花｣を

フラワー装飾士
吉
よし

野
の

　節
せつ

子
こ

さん（平成21年度受賞）

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

紺野美沙子

沖ノ鳥島フォーラム�

　1月21日 13時、東京国際フォーラム
で。230人。最南端の島の今と未来につ
いての講演、周辺海域でとれた魚の試食
など。申込／1月12日までに で。
同フォーラム事務局☎045-900-2814

か産業労働局水産課☎03-5320-4848

冬の耐震キャンペーン
1月15日〜2月9日�

　①耐震フォーラム1月16日 13時、都
庁都民ホールで。250人。②耐震化個別
相談会16日 14時30分、都庁都政ギャ
ラリーで。30組。③建物の耐震改修工法
等展示会21日 ・22日 ・23日 10時
〜18時（23日は16時30分）、新宿駅西口
広場で。申込／①②は か電話、ファク
スで同事務局（☎045-661-1415）へ。③
は申込不要。申込等詳細は で。

都市整備局建築企画課☎03-5388-
3339

関東東海花の展覧会�

　2月2日 ・3日 ・4日 10時〜18時	
（2日は12時から、4日は12時まで）、サン
シャインシティ文化会館で。花の品評会、
特別展示、フラワーアレンジメント教室等。

産業労働局農業振興課☎03-5320-
4832か同花展事務局☎03-5951-7015

（2月2日〜4日）

歴史的建造物保存の
チャリティイベント�

　2月16日 17時、早稲田奉仕園で。抽
選で150人。中学生以上2,000円（東京歴	
史まちづくりファンドへ）。講演とバイオリ
ン演奏会。申込／1月10日（消印）までに

か往復はがきに催し名・人数（4人ま
で）・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。

東京都人権プラザ企画展「読む人
権�じんけんのほん2017-2018」�

　1月13日〜3月24日。人権に関するさ
まざまなテーマについて、「いま読むべき
基本書」を展示。「豆本ワークショップ」3
月17日 13時30分。要事前申込。

同プラザ☎03-6722-0123、 03-
6722-0084

豊洲市場見学会�

　①1月19日 ②27日 （親子見学会）10	
時・11時・13時・14時。抽選で各回30人。	
対象／①都内在住・在勤の方②都内在住
の小学生と保護者（1人）。申込／①1月4
日〜10日②11日〜17日（必着）までに
か往復はがきに希望日・希望時間（複数
可）・人数（2人まで）・代表者の住所・電
話・全員の氏

ふりがな

名・年齢・性別を書き、豊
洲市場見学会受付事務局（〒101-8795
神田郵便局郵便私書箱158号US）☎03-
5338-2289へ。
同事務局か中央卸売市場総務課☎03-

5320-5720

道路見学ツアー「トンネル工事
現場（千駄ヶ谷）見学」�

　2月6日 13時30分、代々木集合。抽
選で25人。申込／1月18日（消印）まで
に か往復はがきに催し名・人数（2人ま
で）・全員の住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話を書
き、〒163-0720東京都道路整備保全公社
（☎03-5381-3380）へ。

日の出ふ頭ライトアップ
船上見学会�

　①2月10日 ②11日 ③12日 ④17
日 ⑤18日 16時30分、お台場海浜公
園水上バス乗場集合。抽選で①②130
人③④⑤80人。船から日の出ふ頭のライ
トアップ（社会実験）と東京港を見学。申
込／1月30日までに で。

港湾局環境計画担当☎03-5320-
5613
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Tokyo Metropolitan Government News 
広報 東京都　

自然・公園

学　ぶ

体験の森の催し�

　①「集まれ山ガール・御岳山」2月10日
〜11日 。②「奥多摩登山・棒ノ嶺」24日

〜25日 。③「奥多摩登山・六ツ石山」
3月24日 〜25日 。いずれも中学生以
上（①は女性限定）、抽選で20人。12,000
円（1泊4食付）。申込／①1月10日②24日
③2月24日（消印）までにはがき、ファクス
に催し名・全員の住所・氏

ふり

名
がな

・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。

「高尾の森自然学校」で自然を体感
しながら環境について学ぼう!�

　①「生きものがすむ森づくり〜竹林編」2
月4日 、②「高尾の森の樹木博士になろ
う!冬の回」11日 、③「つくって味わう昔
メシ!八王子の郷土料理」18日 、④「竹の
カトラリーづくり」25日 。①②④9時30
分③10時。いずれも小学生以上、抽選で
①20人②③④30人。①④500円②500
円（中学生以下300円）③700円。申込／
開催日の1週間前までに かファクスに人
数・代表者の住所・電話・ファクス・全員
の氏

ふり

名
がな

・性別・年齢を書き、高尾の森自

東京港親子社会科見学会�
　2月3日 10時15分、有明客船ターミ
ナル集合。水上バスで東京港を見学。小
学4年〜6年と保護者を含むグループ、抽
選で130人。申込／1月10日までに で。

港湾局広報・国際担当☎03-5320-
5524

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〜24日の毎 13時30分〜16
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 ・2月1日 19時〜21時。〈昼
の部〉19日 13時30分〜16時。各日50
人。①、③〜⑤東京都障害者福祉会館（2
月は武蔵野プレイス）、②東京都多摩障害
者スポーツセンターで。事前申込不要。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、
03-5388-1734

テーマ別環境学習講座
〜非常食がごちそうに変身!?��

　「防災備蓄食品からフードロスを考える」
1月23日 19時、3×3 Lab Future（大
手町）で。防災備蓄食品を使ったアイデア
料理の紹介（試食・防災備蓄食品の配布
有）やワークショップ等。抽選で60人。申
込／1月15日までに かファクスに住所・
氏
ふり

名
がな

・電話を書き、東京都環境公社（☎
03-3644-8886） 03-3699-1409へ。

わたしにもできるかな？��iDeCo・
つみたてNISA�入門セミナー���

　1月24日 18時30分、都庁都民ホー
ルで。都内在住・在勤・在学の方、250人。
少額からの長期・積立・分散投資が可能
な資産形成手段「iDeCo（個人型確定拠
出年金）」「つみたてNISA」の制度内容、リ
スクの考え方、運用商品を選ぶポイントな
どを学ぶ。申込／1月17日までに かファ
クスで政策企画局渉外課（☎03-5388-
2144） 03-5388-1211へ。応募多数
の場合抽選（19日までに通知）。

都立広尾病院都民公開講座�

　｢災害を想像してみよう!正しく恐れて
行動しよう! ｣1月26日 18時。当日先
着120人。

同病院☎03-3444-1181

都立神経病院都民公開講座�

　「こんな『もの忘れ』あんな『もの忘れ』そ
れとも『認知症』?」2月3日 14時30分、
府中グリーンプラザで。当日先着400人。

同病院☎042-323-5110

然学校（☎042-673-3844） 042-673-
3945へ。

環境局緑環境課☎03-5388-3556

海のふるさと村（大島公園）「大島名物椿
の花を使った染物づくり体験教室」�

　1月20日 〜21日 。20人。4,500円 
（1泊3食付・交通費別）。申込／1月10 
日12時までに電話で海のふるさと村☎
04992-4-1137へ。

桜ヶ丘公園�里山カレッジ講座
〜中級編「野鳥観察会」��

　1月20日 9時30分。抽選で20人。50
円。申込／1月8日（消印）までに往復はが
きに人数（2人まで）・住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・
電話を書き、桜ヶ丘公園 （〒206-0021多
摩市連光寺5-15）☎042-375-1240へ。

ハンセン病問題に関する
シンポジウム�

　2月3日 13時〜16時30分、さくら
ホール（渋谷区）で。ハンセン病の回復者
や支援者、都内大学生等によるパネル
ディスカッション、中高生による偏見差別
解消を目的とした演劇。600人程度。事
前申込不要。手話通訳、要約筆記有。

福祉保健局感染症対策課☎03-5320-
4483

消費生活総合センター
消費生活講座�

　①「フェアトレードを知る・エシカル消費
を学ぶ」2月16日 19時。60人。②「ニセ
電話にだまされる訳〜人の心は理屈に勝
る!?」19日 14時。100人。③「"想定外" 
にしない子供の事故〜幼児から10代ま
での事故予防」21日 14時。100人。申
込／1月22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

名
がな

・
年代・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。応募多数の場合抽選。

人権問題都民講座
「ヘイトスピーチと言論の自由」�
　ヘイトスピーチと表現の自由について、
憲法学の立場から解説。2月17日 14
時、東京都人権プラザで。80人。申込／
1月31日までに か電話、ファクスで東京
都人権啓発センター☎03-6722-0085、

03-6722-0084へ。

DV防止講演会
｢それも配偶者暴力（DV）です｣�

　2月17日 13時、東京ウィメンズプラ
ザで。抽選で150人。1歳〜就学前の託
児有（18人）。申込／2月7日（消印）までに

かはがき、ファクスに氏
ふり

名
がな

・性別・職業
等・電話・ファクス・メール・託児希望は
子供の氏

ふり

名
がな

・年齢を書き、東京ウィメンズ
プラザ（〒150-0001渋谷区神宮前5-53-
67）☎03-5467-1980、 03-5467-
1977へ。

東京ブリッジサポーター
講習会�

　2月23日 13時、東京都道路整備保全
公社（新宿）で。都内在住・在勤の方、抽
選で30人。橋や道路の安全を保つため、
日常生活の中で異変の早期発見をサポー
トする。申込／1月31日までに かファク
スに住所・氏

ふり

名
がな

・生年月日・電話・メー
ルを書き、同公社（☎03-5381-3351）
03-5381-3835へ。

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

名
がな

・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。
　八王子東高校☎042-644 -6996

（〒192-8568八王子市高倉町68-1）「小
学高学年（4年〜6年）親子理科教室『物理
実験』」2月4日 。締切／1月14日（消印）。

同校か教育庁生涯学習課☎03-5320-
6893

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／15歳以上で都内在住・在勤・在学
の方（中学生を除く）。定員／各講座25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／2月9日

17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29日 から
同校（☎03-5261-9781）等で配布。

　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148件の指摘等が改善され、これにより、24年以降の指摘等
480件のうち410件（約85％）が改善済みとなりました。

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

お問い合わせ

★�総務局は、コンビニエンスストアなどを災害時帰宅支援ステー
ションとして指定していますが、インターネット上で公開されて
いる情報が最新のものとなっていませんでした。
　　　　　　　　

　ホームページ｢東京都防災マップ｣の災害時帰宅支援ステー
ションの掲載情報を最新のものに更新しました。

★�水道局では、病床数20以上を有する医療施設の下水道料金を減額
していますが、病床数が減り対象外となった施設に対しても料金
を減額していました。

　料金減額の適用を解除し、誤って減額した料金を徴収しまし
た。また、料金減額を行っている医療施設全件の調査を行い、誤
適用を是正しました。

監査により事務が改善されました
監　査

【主な改善事例】

ジョウビタキ

※ ＝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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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

文化・スポーツ

東京都美術館��「障害のある方
のための特別鑑賞会」�

　「ブリューゲル展　画家一族 150年の系
譜」2月26日 10時〜16時。受付①10時
〜12時30分②12時30分〜15時。身体
障害者手帳等をお持ちの方、抽選で各回
350人。申込／1月22日（消印）までに
かはがきに希望受付時間（①・②・どちら
でも可）・住所・氏

ふり

名
がな

・電話・介助者（1人ま
で）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。

TURNミーティング
「年次報告会」�
　1月28日 10時〜16時、東京国立博
物館平成館で。29年度のTURNを振り返
る。監修者：日比野克彦（現代美術家）と
ゲストのトーク有。

アーツカウンシル東京☎03-6256-
8435か生活文化局文化振興部☎03-
5320-7736

障害者のための
ふれあいコンサート�

　3月11日 14時、新宿文化センター
で。1,800人。申込／2月14日（消印）まで
に往復はがきに人数（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

名
がな

・電話を書
き、日本チャリティ協会（〒160-0004新宿
区四谷1-19中沢ビル4階）へ。車での来
場者は同協会☎03-3341-0803、 03-
3359-7964へ。

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

警視庁音楽隊
グランドコンサート�

　3月14日 19時、東京文化会館で。出
演／警視庁音楽隊・カラーガード。抽選
で1,500人。未就学児不可。申込／2月9
日（必着）までに往復はがきに催し名・人数

（2人まで）・代表者の住所・電話・全員
の氏

ふり

名
がな

・年齢を書き、〒100-8929警視
庁音楽隊（☎03-3581-4321〈代表〉）へ。

あらかわ
ボッチャフェスティバル�

　1月14日 10時、首都大学東京荒川
キャンパスで。20チーム(1チーム3人以
上)程度。誰でも参加可。申込／1月9日ま
でに か電話、ファクスに全員の住所（市
区町村まで）･氏

ふり

名
がな

･電話を書き同大学☎
03-3819-7108、 03-3819-1406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　☎03-5388-3141　 　

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
名
がな
⑤年齢⑥電話を書

き、〒104-0061中央区銀座5-1-7数寄屋橋ビル6階�都民劇場�「都民半額観
劇会事務局」へ。抽選で7,410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送りま
すので、1月25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82
円が必要です。�� �

※送金手数料は、当選者の負担となります。� � �
※お申込み内容（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

シアタークリエ
指定席�：�5,900円
（150席）

ミュージカル
「FUN�HOME�-ある家族の
悲喜劇-」
瀬奈じゅん、吉原光夫　ほか

1 2月10日 18時

2 2月20日 14時30分

日生劇場
S席�：�7,000円
（800席）

ミュージカル
「ブロードウェイと銃弾」
浦井健治、城田優　ほか

3 2月16日 13時

4 2月22日 13時

明治座
S席：7,500円
（1,000席）

五木ひろし特別公演�
特別出演坂本冬美
第一部「紺屋と高尾」　
第二部「ビッグショー」
五木ひろし、坂本冬美　ほか

5 2月26日 16時15分

6 3月1日 16時15分

シアタークリエ
S席�：6,400円
（160席）

ミュージカル
「マディソン郡の橋」
山口祐一郎、涼風真世　ほか

7 3月5日 18時30分

8 3月12日 18時30分

東京国際
フォーラム
S席�：�7,000円
（400席）

ミュージカル
「ジキル＆ハイド」
石丸幹二、笹本玲奈　ほか

9 3月6日 18時30分

10 3月8日 18時30分

歌舞伎座
一等席�：�9,500円
（600席）

三月大歌舞伎
片岡仁左衛門、坂東玉三郎、
中村雀右衛門　ほか

11 3月7日 11時

12 3月12日 16時30分

国立劇場
1等A席�：�5,400円
（1,000席）

3月歌舞伎公演
「増
ぞう
補
ほ
忠
ちゅう
臣
しん
蔵
ぐら
-本
ほん
蔵
ぞう
下
しも
屋
や
敷
しき
-」

「梅
つ
雨
ゆ
小
こ
袖
そで
昔
むかし
八
はち
丈
じょう
-髪
かみ
結
ゆい
新
しん
三
ざ
-」

中村鴈治郎、尾上菊之助　ほか

13 3月7日 12時

14 3月16日 16時30分

日生劇場
S席�：7,000円
（600席）

ミュージカル
「ラ・カージュ・オ・フォール」
鹿賀丈史、市村正親　ほか

15 3月14日 18時30分

16 3月20日 18時30分

東急
シアターオーブ
S席�：�7,250円
（700席）

ミュージカル
「メリー・ポピンズ」
濱田めぐみ・大貫勇輔（昼）
平原綾香・柿澤勇人（夜）
ほか

17 4月5日 13時

18 4月5日 18時

歌舞伎座
一等席�：�9,500円
（1,000席）

四月大歌舞伎
尾上菊五郎、片岡仁左衛門、
尾上松緑　ほか

19 4月6日 11時

20 4月12日 16時30分

日生劇場
S席�：7,000円
（600席）

ミュージカル
「リトル・ナイト・ミュージック」
大竹しのぶ、風間杜夫　ほか

21 4月9日 18時30分

22 4月12日 18時30分

帝国劇場
S席�：�7,250円
（400席）

ミュージカル
「1789-バスティーユの
恋人たち-」
加藤和樹、夢咲ねね　ほか

23 4月16日 18時

24 4月17日 13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

募　集

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

お問い合わせ

　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
発生した時に、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。

消防団員募集
〜あなたの力が地域を守る！

　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には手当も

支給されます。また、活動時の損害を補償するための公務災害補償
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。

入団資格

身分･待遇
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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］）

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。

東京2020大会 
マスコット最終候補
（上／オリンピック、
下／パラリンピック）

　東京2020組織委員会は、12月7日にオリンピックとパラリンピックの大会マス
コット最終候補を、3案公表しました。これらの候補の中から、全国の小学生による学
級単位での投票で、1作品がマスコットとして選ばれます。
　2月22日まで、全国の
小学生による投票が実施
され、2月28日に大会マ
スコットのデザインが決
定する予定です。

東京2020大会のマスコット決定に向け
小学生の投票実施中！ 

オリンピック･パラリンピック準備局連携推進課　☎03-5320-7768  お問い合わせ

〈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。〉

お問い合わせ 同実行委員会事務局　☎03-5704-5760　
産業労働局振興課　☎03-5320-4786  

　海外からの評価も高い日本のアニメを活用し、
AR機能（※）付アプリで作品の舞台等を巡るデジタ
ルスタンプラリーを開催します。今回は近未来の
東京を舞台にした「劇場版 ソードアート･オンライ
ン −オーディナル・スケール−」のキャラクター
が登場して楽しめる内容です。
※�AR機能：現実の風景にデジタル情報を重ね合わせて
表示する技術

■デジタルスタンプラリー
　　　　　��1月28日〜2月28日

■スタンプラリースポット
　東京都庁、東京アニメセンター�in�DNPプラザ、
高尾山などアニメ関連のスポット計12カ所

■参加方法
　期間中専用アプリをダウンロード。各スポット
半径30ｍ程度の範囲で起動させるとキャラクター
が画面に登場し、ポイントを獲得。
　ポイント数に応じて缶バッジ、手ぬぐい等オリジ
ナルグッズが入手できます。

「TOKYOアニメツーリズム2018」開催!

　東京23区のほぼ中央に位置する文京区には、江戸時代、大名が屋敷
を構えたことから、貴重な文化財が今も多く残っている。中でも、｢水戸
黄門ゆかりの名園｣として知られる小石川後楽園は、江戸時代初期、水
戸藩主の江戸上屋敷の庭として造られたもので、特別史跡･特別名勝の
指定を受ける文化遺産。隣接する東京ドームや遊園地などの商業施設
一帯のことを｢後楽園｣と呼んでいるが、その名のおこりが約380年も引
き継がれてきたこの古い庭園にあることを、知らない人は多いのではな
いだろうか。
　庭門を抜け、庭園に足を踏み入れると、目の前に絵画のような光景が
広がる。大きな池を中心にその周囲を歩きながら鑑賞する、このような
様式を池

ち

泉
せん

回
か い ゆ う し き

遊式庭園と呼ぶ。全順路をゆっくり回って約1時間（1.4km
程）。道中には、琵琶湖や嵐山、中国の西

せ い  こ  

湖などの景勝地を模した景観
をはじめ、地形を利用して作られた滝や橋、梅林や稲

い な  だ  

田といった田園風
景など、心躍る眺めが用意さ
れている。
　1月は雪吊

つ

り、2月は梅や
椿なども彩りを添える。ふら
りと立ち寄るのも良いが、ボ
ランティアの庭園ガイドと一
緒に回ると、さらに園への愛
情が深まることだろう。

園の主役ともいえる池、大
だいせんすい

泉水

冬の風物詩である雪吊り（27年1月30日撮影）

小石川後楽園（文京区）

小石川後楽園サービスセンター　☎03-3811-3015　

都営大江戸線｢飯田橋｣駅下車、徒歩3分、JR｢水道橋｣｢飯田橋｣、東京メトロ東
西線･有楽町線･南北線｢飯田橋｣、東京メトロ丸ノ内線･南北線｢後楽園｣駅下
車、徒歩8分。9時〜17時（入園は16時30分まで）。年末年始休園。一般300
円、65歳以上150円。庭園ガイドは 11時･14時。

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093　

知られざる名園

=パソコン用壁紙

ⓒ2016川原礫／KADOKAWA アスキー・
メディアワークス刊／SAO MOVIE Project

期　間

1月28日  
13時30分〜�
14時15分
ベルサール秋葉原
事前申込不要

会 場

日 時

キックオフイベント
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