
総務局防災管理課　☎03-5388-2453　http://www.bousai.metro.tokyo.jp/お問い合わせ

　災害等で断水したときは、都内各所に設置されている｢災害時給水
ステーション｣で水を受け取れます。お越しの際は、ポリタンクなど水
を入れる容器をご持参下さい。

ふたのできる容器に蛇口から直接注ぎ、口元いっぱいまで
1人1日3ℓを目安に3日分程度
塩素の消毒効果は常温で3日間、冷蔵庫では10日間

　災害はいつ起こるかわかりません。被害を最小限に抑えるためには、日ごろ
の備えが大切です。｢防災の日｣をきっかけに、家族や友人、地域の方々と一緒
に、できることから始めましょう。

一人一人の取り組みがみんなの命を守ります

水のくみ置き方法や災害時の水の配布場所等を確認し、
いざという時に備えましょう。

9月1日は｢防災の日｣

検索東京都防災

水道局総務課　☎03-5320-6313お問い合わせ 検索災害時給水ステーション

　ゲリラ豪雨･集中豪雨は突然やってきます。すぐに安全な場
所へ避難し、丈夫な建物の中で身を守りましょう。低地帯･河
川･山間部は特に注意が必要です。

水害被害を防ぐために！
　地震発生直後は、むやみに帰宅したり移動を開始せず、安全な場所にとどまりま
しょう。また、家族間での安否確認手段をあらかじめ決めておきましょう。

災害時は落ち着いて行動しましょう！

オフラインでも使
える防災マップ有。
ぜひ活用を！

・災害用伝言ダイヤル(171) 
・災害用伝言板(携帯電話各社)
・TwitterやFacebookなど

　防災ブック第2弾として、女性の視点を生かした｢東京くらし防災｣を
30年3月に発行しました。日常生活でできる防災対策をはじめ、避難
生活の注意点や対処法をイラストを使い分かりやすく説明しています。
　都立･区市町村立施設や郵便局などで配布しています。詳しくは｢東
京くらし防災｣コールセンター☎️03-6302-8641(10月末まで)へ。

｢東京くらし防災｣を活用しよう！

すぐにできる、震災への水の備え

ポイント ③
ポイント ②
ポイント ①

防サイくん
Android iOS

・洪水ハザードマップで事前に危険箇所･避難する場所を確認
・気象情報や自治体による避難情報などの情報を確認
・豪雨(大雨)になる前の早めの避難

地震から命を守るために！

水のくみ置き方法 災害時給水ステーション

命を守るための３つの心得

検索東京消防庁　家具転対策

　地震に備えて、家具固定などの｢家具転対策｣を実施しましょう。
　※家具転対策…家具類の転倒･落下･移動防止対策

詳しくは｢東京消防庁｣
ホームページをご覧下さい。

東京都防災アプリ安否確認手段

 ｢知事と語る東京フォーラム｣開催
東京2020大会に向けてボランティアの役割
や魅力について考えましょう

｢IWA世界水会議･展示会｣開催

高齢者の方々に施設等の無料公開
と入場割引を行います

｢心のバリアフリー｣サポート企業
を募集します

700万2,157世帯　人口1,383万2,749人
 （男：680万7,666人　女：702万5,083人）
＊参考：外国人数53万7,515人

世帯と人口 30年7月1日現在の推計
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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

2

広報東京都　　　検索
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スポーツ

フォーラム

9月16日 ～21日
東京ビッグサイト（東京国際展示場）

◦展示会（西展示棟）
　17日 ～20日 10時～18時（20日は15時）。世界の企業･政府
機関･事業体等、約200団体が自らの製品や研究成果をPR（要入場登
録、当日会場で登録可）。

◦一般向けサイドイベント（TFTビル500ホール）
　①17日 10時～16時45分、暮らしと水を考えるシンポジウムな
ど。②18日 10時30分～17時、水業界研究セミナー、水分野企業
による個別相談会など（学生向け）。

◦メガシティにおける水管理（国際会議場）
　19日 13時30分～17時15分。国内外の水分野関係者による講
演、企業によるパネルディスカッションなど。

ラグビーワールドカップ2019™開催都市特別サポーター（東京）
就任セレモニーを開催します！

10月16日 19時　　　　　　　  べルサール秋葉原
◦小池知事
◦関根勤（タレント）　ほか

主な無料プログラム

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/

9月23日 10時～17時　
G
ギ ン ザ
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ark（中央区）

天然芝体験、プロカメラマンによる記念写真撮影コーナー、 
人気モデルによるトークショー、ラグビー体験　など

お問い合わせ

日　時

場　所

内　容

　ラグビーワールドカップ2019™日本大会は、2019年9月20日に東京ス
タジアムで開幕し、11月2日まで、全国12会場で開催されます。
　1年後に迫った大会をより身近に感じ、ラグビーの魅力を体感できるイ
ベントを開催します。ぜひご来場下さい。

ラグビーワールドカップ2019™ 
1年前イベントを開催します!

数寄屋橋交差点前にラグビーフィールド出現!

掲載以外も有。イベントなどの詳細は で。

期　間
会　場

　世界各国から上下水道、水環境な
ど水分野の専門家が集まり、水に関
する問題解決に向け、情報や技術を
共有する会議です。誰でも参加で
きるイベントもあります。この機会
に、私たちの暮らしを支える水につ
いて考えてみませんか。

日本初開催！
IWA世界水会議･展示会

水道局企画調整課　☎03-5320-6336　お問い合わせ

◦ 京浜島勤労者厚生会館（テニス･卓球･バドミントン：個人、1時間分）

庭　園
◦浜離宮恩賜庭園 ◦旧芝離宮恩賜庭園 ◦六義園 
◦小石川後楽園 ◦旧岩崎邸庭園 ◦向島百花園 ◦清澄庭園 
◦旧古河庭園 ◦殿ヶ谷戸庭園

動物園
・

植物園

◦上野動物園 ◦多摩動物公園 ◦葛西臨海水族園 
◦井の頭自然文化園 ◦神代植物公園 ◦夢の島熱帯植物館 
◦東京港野鳥公園

美術館
・

博物館等

◦ 東京都美術館（「BENTO おべんとう展」）
◦ 東京都庭園美術館（庭園）
◦ 東京都写真美術館（「TOPコレクション」「マジック･ランタン 光

と影の映像史」）
◦ 江戸東京博物館（常設展）　◦ 江戸東京たてもの園

◦ 夢の島熱帯植物館／夢の島音楽祭など
◦ 消防博物館／「なろうよ!消防士 Old meets New」
◦ 水道歴史館／江戸上水歴史講座と史跡めぐり（9月8日までに要事前申込）
◦ 奥多摩水と緑のふれあい館／ビデオ上映
◦ 水の科学館／記念品配布
◦ 虹の下水道館／記念品配布
◦ 東京港都民の日見学会（9月14日17時までに要事前申込）

入園・入館料等が無料

施設利用料が無料

記念行事

施設の無料公開や記念行事を行います。

10月1日は「都民の日」

生活文化局文化事業課　☎03-5388-3141　お問い合わせ

詳細は各施設か で。

日　時 会　場
出演者

人　数
申　込

　東京2020大会で活躍
が期待されるボランティ
アや、さまざまな分野で
活動するボランティアの
役割や魅力について考え
ていきます。

小池知事と語る東京フォーラム
ボランティアについて
知事と語ろう！

お問い合わせ

抽選で500人
10月9日（必着）までに か郵送、ファクスに住所･氏

ふ り

名
が な

･
年齢･電話･職業･テーマに関する提案や意見（任意･200
字以内）を書き、「小池知事と語る東京フォーラム」事務局

（〒113-0021文京区本駒込3-9-3（株）トライ）FAX 03-3824-
7254へ。手話通訳･車いす席希望の有無、託児（1歳～就学
前）希望は子供の氏

ふ り

名
が な

･年齢を明記。

参加者募集

同事務局　☎03-3824-7231
生活文化局広報課　☎03-5388-3087
https://secure.try-sky.com/forum-v/

　本イベントの様子は、東京都公式動画チャンネル「東京動画」でライブ
配信し、都提供テレビ番組「東京クラッソ!NEO」（TOKYO MX）で11月
4日 に放送予定です。

小池知事

畠山健介（ラグビー選手） 渡部建（お笑いタレント） 山崎紘菜（女優）

関根勤

　9月29日 ･30日 は、カッパバッジ（1個
300円）を提示すると、上野動物園等都立施
設21カ所が入場無料となります。都営交通等
では、30日 に利用できる小児用一日乗車券
を配布します。
　無料･割引になる施設や交通機関、バッジ販売場所等の詳細は で。

政策企画局政策課　☎03-5388-2299

カッパバッジ販売中

IWA東京 検索

※IWA…International Water Association（国際水協会）
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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

募　集 相　談

検　診

ひとりで悩まないで電話して下さい

グリーフケア・サポートプラザ
9月11日 ～14日 10時～22時 ☎03-3796-5453
全国自死遺族総合支援センター
9月22日 ･23日 ･24日 11時～19時 ☎03-3261-4350

自死遺族のための電話相談

心のバリアフリー推進に向けて、社員への普及啓発等
（社内広報･研修、職場環境の整備等）の取り組みを行う
企業等
好事例企業　　      11月30日
サポート企業　31年 2月28日

審査の上、登録証を発行します。
好事例企業の取り組みは、ホームページ等で紹介します。

対　象

募集締切

申込方法等詳細はホームページをご覧下さい。

　誰もが円滑に移動し、さまざまな活動を楽しめるまちづくりを
進めるには、施設の整備だけでなく、全ての人に配慮できるよう私
たちの意識を改め、具体的な行動を起こし継続する「心のバリアフ
リー」が重要です。
　そこで、東京都は、東京2020大会を見据え、心のバリアフリーに主
体的に取り組む「心のバリアフリーサポート企業」等を募集します。
　また、特に優れた取り組みを実施している企業を「心のバリアフ
リー好事例企業」として公表します。

「心のバリアフリー」
サポート企業を募集します!

福祉保健局生活福祉部　☎03-5320-4047　お問い合わせ

　東京都では、都民の皆さんに自殺の防止に関する理解を深めていただくため、
9月を自殺対策強化月間として定め、「自殺防止!東京キャンペーン」を展開して
います。期間中は特別電話相談など、区市町村や関係機関と連携してさまざま
な取り組みを行います。

9月は東京都自殺対策強化月間です

福祉保健局健康推進課　☎03-5320-4310  お問い合わせ

東京自殺防止センター
9月1日 0時～3日 6時 0120-58-9090
日本いのちの電話連盟
9月10日 8時～11日 8時（24時間） 0120-783-556
東京都自殺相談ダイヤル〜こころといのちのほっとライン〜
メンタルケア協議会　
9月17日 ～21日 （24時間） ☎0570-087478
有終支援いのちの山彦電話
9月1日～30日12時～20時（ は22時） ☎03-3842-5311

こころの悩み等についての電話相談

　大腸がんは、早期であれば治る可能性が高い病気です。しかし、早
期には自覚症状が現れないため、40歳になったら毎年検診を受け
ることが大切です。
　大腸がん検診は、お住まいの区市町村などで受けることができま
す。検診方法は、便潜血検査（便中の微量の血液を調べる検査）で、
便を採取するだけの簡単な検査です。

大腸がん検診のこと
知っていますか？
40歳を過ぎたら
毎年受けましょう

11月11日
10時30分（11km）･11時30分（6km）
中野四季の森公園
500円（小学生以下は保護者同伴･無料）
2,000人
岩崎恭子（スポーツコメンテーター）、小塚崇彦

（フィギュアスケート元日本代表）
9月1日10時から か電話で申込窓口（スポーツ
エントリー☎0570-039-846）へ。

　大腸がんに関するクイズを解きながら、中野区周辺を巡る
コースをウオーキングします。40歳以上の参加者は、無料で
大腸がん検診を受診できます（要事前申込）。ご家族やご友人
と一緒に、楽しくウオーキングしながら大腸がんについて学
んでみませんか。

同事務局（スポーツエントリー内）　 0120-711-951
（10時〜17時30分、 除く）
福祉保健局健康推進課　☎03-5320-4363　

お問い合わせ

　世界中から多くの人々が集まる東京2020大会を契機に、東京の新しい魅力を
生み出し、快適に滞在できる環境を整備するため、さまざまな事業を展開してい
ます。

◦ユニークベニュー
　海外から多くの人が集まる国際会議等の
開催は、都市の存在感を高めるとともに、経
済の活性化が期待されます。東京でより多
くの国際会議等が開催されるよう、美術館･
博物館や庭園、神社仏閣といった東京の歴
史や伝統、芸能文化など多様な魅力が体験
できる施設を会場として利用する「ユニー
クベニュー」の取り組みを進めています。

◦バリアフリー情報の発信
　高齢者や障害者、乳幼児を連れた人など全ての人が、外出する際に必要な情報
を簡単に入手できるよう取り組んでいます。
　都内のバリアフリー情報をまとめたポータルサイト「とうきょうユニバーサ
ルデザインナビ」では、各区市町村のトイレ情報やバリアフリーマップ（地域に
おける多目的トイレの場所や、駅･店舗等のバリアフリー化の状況等）、授乳･お
むつ替えスペース情報などを提供して
います。

Ⅰ  大会気運醸成

Ⅳ  環境

Ⅲ  復興・防災

Ⅵ  人材育成・活躍支援

Ⅱ  魅力発信

Ⅴ  先端技術

政策企画局調整部　☎03-5388-2240　お問い合わせ

　東京都では、東京2020大会を「史上最高の大会」へと導くとともに、多彩な文化
や優れた技術力など、東京が持つ都市としての魅力を一層高め、国内外に発信する
ため、「ホストシティTokyoプロジェクト」を展開しています。
　今回は、ホストシティ（開催都市）として取り組む6分野の事業のうち、「魅力発信」
の分野についてお伝えします。

魅力発信Ⅱ

浜離宮恩賜庭園

開催日
スタート
集合場所
参加費
定　員
ゲスト

申　込

健康ウオーク 検索

自殺防止東京キャンペーン 検索

とうきょう ユニバーサル 検索

モシカモくん
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新規大卒者等
合同就職面接会�
　9月10日 13時30分〜16時30分（受
付は15時30分）、新宿NSビルで。対象／
31年3月大学院・大学・短大・高専・専
修学校等の卒業予定者・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

福祉業界安心就職ネットワーク
合同就職説明会�
　9月30日 13時30分〜16時､ベルサー�
ル秋葉原で。対象／福祉の仕事に関心の
ある学生・転職希望者等｡エントリーシー
ト（ で入手）を1枚持参で複数法人への
面接申込が可｡
東京都福祉人材センター☎03-5211-

2860か福祉保健局地域福祉課☎03-
5320-4049

9月9日〜15日は
「救急医療週間」�
　心肺停止など緊急時には救急車が到着
するまでの間､その場に居合わせた人（バ
イスタンダー）が応急手当をすることが大
切です。救命講習を受講し､応急手当の
知識・技術を身に付けましょう。申込等詳
細は最寄りの消防署か東京防災救急協会
（☎03-5276-0995か ）へ。
東京消防庁救急指導課☎03-3212-

2111内線4625

東京都行政書士会の
無料相談会�
　10月4日 ・5日 10時〜16時、都庁
第二庁舎1階臨時窓口で。官公署への提
出書類・権利義務および事実証明に関す
る書類の作成等の相談。
[相談内容]行政書士会☎03-5489-

2411（12時30分〜16時30分）、[その他]
総務局振興企画課☎03-5388-2418

10月は乳 子医療証の
更新月です�
　対象／乳医療証:義務教育就学前の
乳幼児。子医療証:義務教育就学期の児
童。区市町村により所得制限等有。詳細
はお住まいの区市町村へ。
区市町村か福祉保健局医療助成課☎

03-5320-4282

都立霊園からのお知らせ�

◦�霊園管理料を納めていない方は速やか
にお支払い下さい。滞納しますと、条例

一斉帰宅抑制推進企業�

　都は発災時の「一斉帰宅抑制」を推進し
ています。この度、従業員の一斉帰宅抑
制に積極的に取り組んでいる企業等を対
象とした「東京都一斉帰宅抑制推進企業
認定制度」を創設しました。申込／10月
31日 (必着)までに応募書類( で入手)
を郵送か持参で〒163-8001東京都総務
局防災管理課(☎03-5388-2529)へ。

無電柱化の日�俳句コンテスト
「心に描く電柱のない風景」�
　テーマ／電柱のないこれからの街な
み。申込／9月30日（消印）までに かは

がき、ファクスに応募部門（一般、小・中
学生）・作品（2句1組）・住所・氏

ふりがな

名・年齢
か学年・電話を書き、無電柱化の日�俳句
コンテスト事務局（〒108-0073港区三田
2-14-4-12階）☎03-6635-5255、 03-
6635-5301へ。無電柱化に関するイベン
トを11月に開催。申込等詳細は で。
同事務局か建設局安全施設課☎03-

5320-5308

防火標語・救急標語�

　テーマ／防火標語「住宅から火災を防
ぐ」､救急標語「大切な命を救う」｡対象／
東京消防庁管内（稲城市および島しょ地

身元不明相談所・行方不明者
相談所�
　9月1日〜30日9時〜16時､巣鴨とげぬ
き地蔵尊高岩寺会館・警視庁鑑識課身元
不明相談室で。
警視庁身元不明相談室☎03-3592-

2440か生活安全対策第2係☎03-3532�
-0098

出張少年相談所の開設�

　9月28日 ・29日 ・30日 10時〜
17時､東武百貨店池袋店7階1番地特設
会場で。子供の相談全般。
警視庁少年相談室☎03-3580-4970

心身障害者医療費助成障で寡婦（夫）
控除のみなし適用を実施します�
　9月1日から婚姻歴のない（未婚）ひとり親
家庭に対しても､寡婦（夫）控除をみなし適
用し､障の所得制限基準額を算定します。
区市町村か福祉保健局医療助成課☎�

03-5320-4571､ 03-5388-1437

30年7月から視覚障害に関する
身体障害者手帳の認定基準の変更�
　新たな認定基準は、7月1日以降に作成
された診断書・意見書による申請から適
用され、それ以前に作成されたものにつ
いては、31年（2019年）6月末まで従来の
基準で認定されます。既に手帳をお持ち
の方の認定の受け直しは不要です。
心身障害者福祉センター☎03-3235-

2963、 03-3235-2959

により霊園の使用許可が取り消しとな
ります。
◦�住所を変更した方は届け出を忘れずに。
◦�お彼岸は周辺の道路が混雑し、近隣住
民の方のご迷惑となりますので、公共
交通機関をご利用下さい。
東京都公園協会霊園課☎03-3232-

3151

都立公園スポーツ施設の冬季（11月
〜3月）利用時間を21時まで延長�
　都立公園の野球場、テニスコート、サッ
カー場で実施。また、利用日を12月30日
まで延長。該当する施設等詳細は東京都
スポーツ施設予約センター☎03-5330-
1321へ。

都立墨東病院が
地域医療支援病院に承認�
　地域全体の医療水準向上に貢献します。
非紹介患者加算料が変更になりました。�
初診加算料／5,000円（歯科3,000円）。再
診加算料／2,500円（歯科1,500円）。
同病院☎03-3633-6151

都税についてのお知らせ�

◦�9月は固定資産税・都市計画税（23区
内）第2期分の納期です。6月に送付した
納付書で､10月1日 までにお納め下
さい。
◦�不動産､動産､自動車のインターネット
公売を実施します。申込／9月28日13
時〜10月15日23時。
主税局相談広報班☎03-5388-2925

パーソントリップ（人の動き）
調査にご協力を�
　将来のまちづくり等に役立てるため、交
通に関する調査を実施します。無作為に
抽出した都内約18万世帯に調査票（はが
き）を郵送しますので、ご協力をお願いし
ます。
都市整備局交通企画課☎03-5388-

3322

都民のスポーツ活動・パラリン
ピックに関する世論調査�
　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。9月
7日〜23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

住宅・土地統計調査に
ご協力を�
　10月1日、全国一斉に住宅・土地統計
調査が行われます。対象世帯には調査員
が調査書類を配布します。インターネット
か紙の調査票にてご回答下さい。
総務局人口統計課☎03-5388-2532

高圧ガス防災訓練を実施�

　10月11日 12時30分〜16時30分、
木場公園多目的広場で｡見学可｡周辺住
民・施設利用者の方には､施設使用制限､
訓練時の発生音などでご迷惑をおかけし
ますが､ご協力をお願いします。
環境局環境保安課☎03-5388-3542

飼育担当の清水さんより一言
｢出産間隔が哺乳類の中で一番長
い（6〜9年）オランウータンの出
産は大変貴重です。赤ちゃんは生
まれてすぐに母親のお腹にしが
みつき、力強く母乳を飲んでいま
した。現在、他のオランウータン
との同居も開始し、ほほ笑ましい
触れ合いなどが見られます｣

多摩動物公園☎042-591-1611

　6月29日に生まれたボルネオオラン
ウータンの｢ロキ｣が日々成長中。
（写真は7月27日撮影）HP

 

域除く）に在住・在学・在勤の方（東京消
防庁職員とその家族、消防団員は除く）。
申込／11月15日（消印）まで｡いずれも1
人1点まで｡申込等詳細は で。
東京消防庁広報課☎03-3212-2111

内線2309

東京都児童福祉審議会
公募委員�
　児童福祉に関する事項の調査審議。
資格／都内在住の20歳以上で、年数回
の審議会に出席できる方(公務員除く)。
任期／2年。人数／2人。申込／9月14
日(消印)までに作文｢審議会委員への応
募動機｣(400〜800字)と別紙に住所・
氏
ふりがな

名・年齢・職業・電話・都の他の審議

会参加の有無(有の場合は審議会名称)を
書き、〒163-8001東京都福祉保健局少
子社会対策部(☎03-5320-4114)へ。

東京都保健医療計画
推進協議会委員�
　都の保健医療に関する事項を検討。資
格／都内在住の20歳以上で夜間含む
年数回の会議に出席できる方(公務員除
く)。人数／5人以内。任期／2020年7月
31日まで。申込／9月28日(消印)までに
作文「これからの保健医療施策」(800〜
1,200字)と別紙に住所・氏

ふりがな

名・年齢・性
別・職業・電話を書き、〒163-8001東京
都福祉保健局医療政策部(☎03-5320-
4424)へ。
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水の科学館イベント�

　①「しらす先生のふしぎサイエンス」9月
16日 13時・15時。自然エネルギーを
体験。②「似顔絵プレゼント」30日 10時
〜16時。各回当日先着①60人②30人。
同館☎03-3528-2366

動物愛護週間中央行事
どうぶつ愛護フェスティバル�
　①9月15日 13時、台東区生涯学習セ
ンターで。人と動物の共生する社会の実
現をテーマとしたパネルディスカッション。
②22日 11時〜16時、上野恩賜公園（不
忍池周辺）で。犬のしつけ方教室など。申
込／①のみ14日12時までに で。
福祉保健局環境保健衛生課☎03-5320�

-4412

東京水辺ライン�

　「隅田川歴史クルーズ・舟運から見える
時代の流れ」9月26日 9時30分、墨田
区役所集合。80人。3,900円。申込／9
月11日（必着）までに往復はがきに催し名・
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。

都立中央図書館�企画展示「東京150年
変貌しつづける都市�東京」�
　「企画展示」9月1日〜10月14日（9月6
日・21日・10月4日は休館）。東京の景
観の変遷を地図や写真、解説資料等で
紹介。東京の街並みを体感できるVRも。
「公開講座」①「銀座・丸の内における景
観の変遷」9月22日 ②「東京を読む〜都
市空間としての東京」10月13日 。いず
れも14時。抽選で各回100人。申込／9
月9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、〒106-8575
都立中央図書館（☎03-3442-8451）へ。

下水道デーイベント
巨大オブジェが渋谷に出現�
　9月8日 13時〜19時、渋谷マークシ
ティで。下水道を身近に感じるイベント。
美大生によるライブアートやカプセル�
トイなど。
下水道局広報サービス課☎03-5320-

6515

楽しむ

　窓口で年齢の分かるものを提示して下さい｡	 	 	

福祉保健局在宅支援課　☎03-5320-4275　お問い合わせ

高齢者の方々に施設等の無料公開と入場割引を行います

詳細は各施設か で。

対象施設・公演 日程等 対象

無
料
公
開

井の頭自然文化園･浜離宮恩賜庭園･旧芝離宮恩賜庭園･六義園･小石川後楽園･旧岩崎邸庭園･向島百花園･
清澄庭園･旧古河庭園･殿ヶ谷戸庭園 9月15日 ～21日

60歳以上
※�介助が必要な場合､
　付添者1人可多摩動物公園･葛西臨海水族園 9月15日 ～21日 （19日 休）

上野動物園･神代植物公園･夢の島熱帯植物館･東京港野鳥公園 9月15日 ～21日 （18日 休）
東京都美術館（｢BENTO� おべんとう展｣）･東京都庭園美術館（庭園）･東京都写真美術館（｢TOPコレクション｣�
｢マジック･ランタン� 光と影の映像史｣｢杉浦邦恵� うつくしい実験｣）･江戸東京博物館（常設展）･江戸東京たて
もの園

9月17日 敬老の日 65歳以上

入
場
割
引

東京都美術館（公募展）
※�期間中一部の公募展で入場割引等｡

9月15日 ～21日 （18日 休）
※公募展によって異なる

公募展によって
異なる

東京都交響楽団主催の演奏会
チケット定価より3割引き（Ex席は対象外）／200席限定
料金（定価）／�S席7,000円･A席6,000円･B席5,000円･C席4,000円･Ex席3,000円
申込／� か窓口購入､電話は都響ガイド☎0570-056-057へ。
※� は｢シルバー割引｣を選択､窓口･電話は｢シルバー割引利用｣と告げて下さい｡

第861回定期演奏会Cシリーズ
9月22日 14時、東京芸術劇場で。
指揮／ローレンス･レネス
チェロ／ジャン＝ギアン･ケラス
曲／ホルスト：組曲《惑星》�ほか

65歳以上

職 員 採 用

場所／各センター等。任用期間／10
月1日～31年3月31日。選考／9月中
旬。面接･能力実証等。申込／9月3日
～10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

職業能力開発センター等
非常勤講師� ��������
　科目／自動車、障害者向け訓練、電
気、ビル管理、配管、板金溶接、Web
設計、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）。人数／20人程度。勤務

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。

　｢人生の節目節目で、着物を着てほ
しい。一生の思い出になります｣。着付
けはもちろん、50点以上の帯結びの
創作、着付け講師としても活躍するな
ど、豊富な知識と経験を持つ福元和見
さん。
　帯によって、豪華な柄は、柄が映え
るよう折の少ないシンプルな結びに。
乗り物に乗る時は、崩れにくいお太鼓
系の結びなど。お客様のニーズや雰囲
気もくみ取り着付けを行う。
　プロ着付師育成のための検定制度
の立ち上げにも携わるなど、業界の振
興にも力を入れ、後進へは｢着付けを
通して、着物文化を学び、多くの人に
広めてもらいたい｣｢試験やコンテスト
に挑戦し、勉強することで腕前がぐっ
と上がります｣。自身も美容師の仕事
と両立しながら数々のコンテストで入
賞してきた。｢技術を磨き、情熱をもっ
てやり続け、楽しかったです｣。指導し
た多くの生徒も入賞するなど、この経
験が指導のノウハウにつながってい
る。
　美容師、着付け講師、審査委員と多
忙な日々を過ごすが、｢とにかく着物

着付け教室では、着物を着て出かけるイベント
も企画する。

が大好き｣と福元さん。｢着物は皆さ
まがお似合いになる。男性も女性も。
品格、個性がでて素敵になります。着
物を着る喜びを知ってもらい、日本に
しかない大事な文化を後世に残してい
きたい｣と和の美しさを笑顔で語ってく
れた。

着物が大好き

１級着付け技能士
福
ふ く

元
も と

　和
かず

見
み

さん（平成29年度受賞）

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

城南地域
合同就職面接･企業説明会�
　9月28日 14時〜16時30分、大田区
産業プラザで。参加企業／約50社（建設
業・製造業・情報通信業）。13時から就職
応援セミナーも有。
城南職業能力開発センター☎03-3472�

-3411

Invest�Tokyo�セミナー
2018�Autumn�
　9月25日 13時30分、都庁大会議場
で。抽選で100人程度。都の外国企業誘
致施策紹介やマッチング商談会。対象／
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。申込／9月
11日までに で。
政策企画局渉外課☎03-5388-2865



東京愛らんどフェア�
　9月28日 15時〜20時・29日 11時
〜19時・30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、各島自慢の品
が勢ぞろい。

島しょ振興公社☎03-5472-6546か
総務局振興企画課☎03-5388-2444

道路見学ツアー
「隅田川橋梁と復興記念館見学」�
　9月29日 ・10月4日 12時。抽選で 
各日40人。水上バス乗船有。申込／9月 
10日（消印）までに か往復はがきに催し 
名・希望日・人数（小学生以上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。重複申込不可。

東京味わいフェスタ2018�

　9月21日 ・22日 ・23日 ／シン
ボルプロムナード公園イーストプロムナー
ド:11時〜20時（23日は18時）。日本・世
界各地の料理販売など。雨天決行。
　10月5日 ・6日 ・7日 ／丸の内

仲通り・行幸通り:11時〜17時（5日は21
時）。東京国際フォーラム・東京ミッドタウ
ン日比谷:11時〜21時（7日は20時）。日
比谷公園（5日除く）:11時〜17時。東京産
食材の料理や日本各地の酒・おつまみ、
震災被災県の料理・特産品、伝統工芸品
の販売、花の配布など。雨天決行。

産業労働局農林水産部☎03-5320-
4818

東京の街歩きツアー
「ぶらっTokyoさんぽ」�
　10月〜11月。東京の歴史や文化、自
然、グルメなどをテーマに都内約30コー
スの街歩きツアーを開催。コース内容や
申込方法等詳細は へ。

同事務局☎03-6748-1942（平日10
時〜17時）か産業労働局観光部☎03-
5320-4768

学　ぶ

人権問題都民講座
「対談：子育て漫画の描き方」�
　9月15日 13時、東京都人権プラザ
で。抽選で80人。テーマ／漫画家と編集
者の対談から、子育て漫画の流行が意味
するところを探る。参加者が育児体験を
共有する企画有。申込／9月8日までに
か電話、ファクスで同プラザ☎03-6722-
0123、 03-6722-0084へ。

視覚・聴覚障害者対象の
講座・教室�

　視覚障害／①「音楽教室」9月21日
13時〜15時30分。②「教養講座」23日

13時30分〜16時。聴覚障害／③「文
章教室」（前期）12日 18時30分〜21時。

（後期） 12日〜10月3日の毎 13時30
分〜16時。④「コミュニケーション教室」9
月29日・10月6日 13時30分〜16時。
⑤「教養講座」〈昼の部〉9月14日 13時
30分〜16時。〈夜の部〉10月4日 19時
〜21時。いずれも東京都障害者福祉会館
で。各日50人。事前申込不要。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、
03-5388-1734

大人のための環境見学会�

　9月22日 ・24日 10時、29日 10
時・13時。廃棄物埋立管理事務所（江東
区）集合。都内在住・在勤の中学生以上、
抽選で各回27人。中央防波堤埋立処分
場をバスで見学し、環境問題を学ぶ。申
込／9月11日（消印）までに往復はがきに
催し名・希望日・時間（29日のみ）・人数（5
人まで）・全員の住所・氏

ふ り が な

名・年齢・勤務
先・電話を書き、廃棄物埋立管理事務所

（〒135-0064江東区青海三丁目地先）☎
03-5531-3765へ。

テーマ別環境学習講座
「大人のための水素エネルギー教室」��
　9月28日 14時、水素情報館「東京ス
イソミル」で。基調講演、水素社会に向け
た企業の取り組み紹介、科学実験、施設
ガイドツアーなど。抽選で50人。申込／
9月18日までに かファクスに催し名・住
所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話・メールを書き、東
京都環境公社（☎03-3644-8886） 03-
3699-1409へ。

同公社か環境局環境政策課☎03-
5388-3464

東京都埋蔵文化財センター
文化財講演会�

　9月29日 13時30分〜15時30分。当
日先着100人。講演「動物が語る伊豆諸
島と本州縄文人との交流史」。

同センター☎042-373-5296

「外国人おもてなし語学ボランティア」
育成講座（10・11・12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
みを受講。セットコース:15コース各36
人。おもてなしコース:15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☎03-6388-0114か生活文
化局地域活動推進課☎03-5388-3056

多摩消費生活センター連続講座
「老いへの備え、今のうちから」�
　10月3日〜12月14日（全11回）14時。
終活をテーマに、エンディングノート、老
後資金、成年後見制度・家族信託、高齢
者向け住まい等11講座。対象／都内在
住・在勤・在学の方、各回100人。申込／
9月21日（消印）までに かはがき、ファ 
クスで多摩消費生活センター（〒190-
0023立川市柴崎町2-15-19）☎042-
522-5119、 042-527-0764へ。

中途失聴者・難聴者
手話講習会�

　対象／都内在住・在勤で中途失聴・難
聴の方。会場・期間／①「多摩会場」13
時30分、多摩障害者スポーツセンター等
で。10月12日〜31年3月29日（全22回）。
②「三田会場」18時30分、東京都障害者
福 祉 会 館 で。10月12日 〜31年3月22
日（全21回）。いずれも 、面接有。クラ
ス／入門・初級・中級・上級。各15人（上
級は②のみ）。1,500円。申込／9月14日

（消印）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
都福祉保健局障害者施策推進部（☎03-
5320-4147） 03-5388-1413へ。申
込書の請求／はがきかファクスに「中途失
聴者・難聴者手話講習会受講希望」・住
所・氏

ふ り が な

名・電話・ファクスを書き、同部へ。

全国育樹祭「育林交流集会」・
「全国緑の少年団活動発表大会」�
　11月17日 12時。①「育林交流集会」
青梅市総合体育館で。パネルディスカッ

ション、今井通子（登山家）による講演な
ど。450人。②「全国緑の少年団活動発
表大会」八王子市南大沢文化会館で。少
年団の活動発表や後藤瑞穂（樹木医）によ
る講演など。200人。申込／9月28日（必
着）までに か所定の様式（ で入手）を
郵送かファクスで、①は育林交流集会事
務局（〒103-0001中央区日本橋小伝馬
町15-17-5階）☎03-5652-8687、 03-
5652-8690へ。②は全国緑の少年団活
動発表大会事務局（〒170-0005豊島区
南大塚2-39-7-3階）☎03-3943-5566、

03-3943-4322へ。
同事務局か産業労働局森林課☎03-

5320-4898

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。
　桜修館中等教育学校☎03-3723-9966

（〒152-0023目 黒 区 八 雲1-1-2）「スペ
イン語講座（初級）」10月14日・21日 ・
27日・11月17日・12月8日 （全5回）。
締切／9月3日〜17日（消印）。
　両国高校☎03-3631-1815（〒130-
0022 墨田区江東橋1-7-14）「江戸・東京
を歩く」10月20日 ・21日 （全2回）。締
切／9月3日〜21日（消印）。

各校か教育庁生涯学習課☎03-5320-
6893

「催し」の続き
催　し 交通

東京バス協会シルバーパス専用
☎03-6757-0077か☎03-4531-0070（10月11日まで開設）
(いずれも9時〜17時､ を除く)
福祉保健局在宅支援課　☎03-5320-4177　

お問い合わせ

　現在使用されている｢東京都シルバーパス｣の有効期限は9月30日で
す。8月下旬に東京バス協会から届けられた｢更新手続きのご案内｣（赤ま
たは青の封筒）を確認し､9月中に手続きを行って下さい。

｢東京都シルバーパス｣の
更新手続きは9月中です!

詳しくは｢更新手続きのご案内｣をご確認下さい。

申込 必要書類を用意し ､｢ 更新手続きのご案内 ｣同封の臨時更新窓口へ

費用

❶ 30 年度住民税課税で❸以外の方 20,510円

❷ 30 年度住民税非課税の方 1,000円

❸ 30 年度経過措置対象者
　A �30 年度住民税課税で ､29 年の合計所得金額が

125万円以下
　B �29 年度経過措置のうち ､17 年度住民税が非課税

だったことにより ､1,000 円でパスの発行を継続
して受けている方

1,000円

必要
書類

■全員 (次の 3点全て )
　◦シルバーパス更新申込書
　◦現在使用中のシルバーパス
　◦本人確認証（保険証か運転免許証等）
■❷､❸のAの方／所得確認書類も必要
■❸のBの方／ ｢更新申込書 ｣があれば ､所得確認書類は不要
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自然・公園

里山へGO!〜初心者でも安心
して参加できる里山活動�

　①「東豊田緑地保全地域（日野市）」9月
22日 9時45分、JR豊田駅集合。②「七
国山緑地保全地域（町田市）」30日 9時
10分、JR町田駅集合。抽選で各日30人。
森の手入れ、クラフト体験など。締切／①
9月13日②20日。申込等詳細は で。

東京都環境公社☎042-595-7805か
環境局緑環境課☎03-5388-3555

向島百花園�

　①「萩まつり」9月15日〜30日。新内流
しや茶会など。②「月見の会」23日 ・24

日 ・25日 。21時まで開園（入園は20
時30分まで）。

同園☎03-3611-8705

東京港野鳥公園
「潮入りぐるっと観察会」�
　9月9日 13時〜15時30分。当日先着
40人。雨天決行。

同園☎03-3799-5031

野川公園｢はらっぱチャレンジ
キャラバン｣�

　9月30日 10時30分 〜16時。親
子で参加可能なスポーツ教室、障害者ス
ポーツ体験など。

同園☎0422-31-6457

小宮公園｢秋＊はなウィーク〜
公園の秋をもっと楽しもう!｣�

　9月22日〜10月7日。野草観察会、 
パークレンジャーによるガイドウォーク、
花めぐりワードラリー、公園のオリジナ
ルカードプレゼントなど。

同園☎042-623-1615

文化・スポーツ

伝承のたまてばこ〜多摩伝統��♦
文化フェスティバル2018�

　9月22日 ・23日 10時〜17時、JR
八王子駅北口周辺で。街なかを舞台に、
伝統芸能公演、八王子芸

げ い ぎ

妓衆によるお練
りや邦楽演奏など。一部有料。

同事務局☎042-621-3005か生活文
化局文化事業課☎03-5320-7703

東京都美術館「障害のある方
のための特別鑑賞会」�

　「ムンク展-共鳴する魂の叫び」11月
12日 。身体障害者手帳等をお持ちの
方、抽選で各回350人。申込／9月24
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・駐車ス
ペース希望の有無を書き、東京都美術館

（〒110-0007台東区上野公園8-36）☎
03-3823-6921へ。

東京都美術館���　　　　　　　　　　�����♦
佐藤慶太郎生誕150年記念講演会�

　｢美のこころざし-石炭の神様･佐藤
慶太郎と東京都美術館｣10月1日 14時
〜15時｡当日先着225人。

同美術館☎03-3823-6921

JAPANパラバドミントン
国際大会2018�

　9月26日〜30日、町田市立総合体育
館で。東京2020パラリンピックから正式
競技となるパラバドミントンの国際大会。

日本障がい者バドミントン連盟☎03-
6808-5515かオリンピック・パラリンピッ
ク準備局パラリンピック部☎03-5388-
2879

2018味スタ6耐
参加チーム募集�

　10月27日 、味の素スタジアムで。1
周2kmのコースを2人〜10人のチームで

走る。種目／①6時間リレー②42.195km
リレー③ファミリーランⅠ（2km）④ファミ
リーランⅡ（1km）。①②小学生以上、1人
3,500円〜4,000円。③小学生と保護者。
④3歳〜小学生と保護者。③④1人500
円。申込／9月24日までに か電話、ファ
クス（申込書は で入手可）で申込窓口（ス
ポーツエントリー☎0570-039-846、
0120-37-8434）へ。

同実行委員会事務局☎03-6910-
2509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

TOKYOウオーク特別編
伊豆諸島ウオークin八丈島�

　12月1日 10時30分。約17km・約
10kmの2コース有。八丈空港道路・底土
海岸などを巡る。250人。参加費／大人
6,000円、小学生5,000円（懇親会費含
む）。交通費・宿泊費は別途負担。申込／
9月1日〜11月12日に か電話で八丈島
観光協会（☎04996-2-1377）へ。

同実行委員会（八丈町役場）☎04996-
2-1125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

親子ふれあいスポーツ観戦事業
日本選手権水球競技観戦招待�

　10月7日 9時30分､東京辰巳国際水
泳場で｡小学生と保護者､抽選で10組20
人｡申込／9月24日（必着）までに往復はが
きに催し名･住所･氏

ふ り が な

名･生年月日･学年･
電話を書き､東京辰巳国際水泳場(〒135-
0053江東区辰巳2-8-10)☎03-5569-
5061へ｡

毎年、9月下旬と10月上旬に行われ、
前半は｢御

み こ し

輿の祭典｣として御輿のパ
レードが、後半は｢踊りの祭典｣として
よさこいチームの踊りなどが披露される。今年は9月22日 ・23日 、10月6日 ・
7日 に開催。例年、100万人以上の観客を動員し、池袋が熱気に包まれる。

(26年9月28日撮影。池袋駅西口周辺で)

ふくろ祭り

◦���減免する場合
　一定程度以上の床上浸水(不動産取得税除く)､崖崩れ､家屋損壊
等の被害を受けた場合

◦���対象となる都税
　固定資産税･都市計画税 (23区内)､不動産取得税､個人事業税
など
※�固定資産税･都市計画税､個人事業税は､一度課税された税金のうち
納期限前のものに限られます｡

◦���減免を受けるための手続き
　納税者本人からの申請が必要です｡区市町村(火災の場合は消防
署)で発行する｢り災証明書｣など､被災の事実を証明する書類を添
えて､所管の都税事務所に申請して下さい｡

主税局相談広報班　☎03-5388-2925　お問い合わせ

災害等により
甚大な被害を受けた方には
都税を減免する制度があります

税の減免

財務局公債課　☎03-5388-2685　お問い合わせ

宝くじ

◦�待機児童解消区市町村支援事
業に………………約190億円
◦子育て推進交付金に
　……………………約153億円
◦認証保育所事業に
　……………………約41億円

　その他、公園整備、都立学校校舎改築、中小河川整備等、都民の皆さんの
生活を支える基盤の整備に役立てます。

  〈30年度に東京都の公共事業
　 等に使われる予定の金額〉   

  約657億円

　皆さんの｢夢｣として愛されている｢宝くじ｣の売上
金は、皆さんの生活に役立つよう使われています。

ご存じですか？
「宝くじ」の使いみち
9月2日は「宝くじの日」です

宝くじ
1枚の中身

公
共
事
業
等
に
利
用

当せん金
46.9%

収益金
38.1%

経費・手数料
15.0%

9月11日まで｢東京2020大会協賛くじ｣を発売中です。
この宝くじの収益金は、東京2020大会に役立てられます。

☆お出かけは、環境にやさしい電車 　 バス    　で☆
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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



生涯学習  　

首都大学東京　☎042-677-1111　https://www.pc.tmu.ac.jpお問い合わせ

イベント

※電話番号を間違えないようにお願いします
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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 13:55〜13:59
東京クラッソ！ NEO（TOKYO MX） 日曜 21:29〜22:00
東京JOBS（TOKYO MX） 水曜 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 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（10月1日発行）は、9月30日・10月1日の新聞折り込みなどで配布します。〉

[かちどき　橋の資料館]☎03-3543-5672。 開館。9時30分〜16時30分。
[清澄庭園]☎03-3641-5892。9時〜17時（入園は16時30分まで）。一般150円。65
歳以上70円。

勝鬨橋へは、都営大江戸線「勝どき」駅下車、徒歩5分。永代橋へは、都営大
江戸線･東京メトロ東西線「門前仲町」駅下車、徒歩8分。清洲橋へは、都営
大江戸線･東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅より徒歩7分。

50歳以上の方（小論文、面接の入学選考を実施予定）
1年間
◦「首都･東京をフィールドに学ぶ」をテーマとした独自カリキュラム
◦都施設等のフィールドワーク　◦ゼミナールでの成果発表　など

　勝どき駅を降りると、圧倒的な存在感を放つ隅田川と勝
かち

鬨
どき

橋が私たち
を出迎える。全長約24kmの隅田川には35の橋が架かり、そのうちの
勝鬨橋･永

えい

代
たい

橋･清
きよ

洲
す

橋の3橋は国の重要文化財に指定されている。
　隅田川の下流部に架かる勝鬨橋は、橋がハの字に開き、中央を大型
船が通過する構造になっている。その優雅な風景は、かつての日常だっ
た。昭和45年を最後に開かずの橋となったが、たもとには「かちどき 橋
の資料館」があり、橋を動かしていた発電設備や戦前に設計された図面
など、貴重な資料等が展示されている。
　川沿いに整備された隅田川テラスをしばらく歩くと、永代橋、その先を
さらに進むと、清洲橋が見えてくる。共に関東大震災の復興のシンボル
として建設された橋だが、力強いアーチ型の永代橋に対して、清洲橋は
吊り橋型の繊細なデザイン。両者の違いに注目すると面白い。また、清
洲橋近くの清澄庭園で四季折々の植物や水辺の鳥たちを観察しながら、
のんびり散策するのもおすすめだ。
　水上バスからの間近に迫る橋
を眺めるのも良し、日没後のライト
アップされた橋がつくる、幻想的な
夜景を楽しむのも良し。首都の歴
史を刻む橋を巡りながら、ゆったり
とした川と時の流れを味わってみて
ほしい。

隅田川橋巡り（中央区、江東区）

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

川風に吹かれて心安らぐ

=パソコン用壁紙

対　象
在学期間
主な特徴

9月17日 ①13時②19時　　　　　　　東京芸術劇場日　時 会　場

TMUプレミアム･カレッジの概要

申込等詳細はホームページをご覧下さい。

　人生100年時代の学びと交流の場として、首都大学
東京（TMU）に50歳以上の方に向けた「TMUプレミア
ム･カレッジ」を来年4月から開講します。また、第1期生受け入れを前に、開講記念シン
ポジウムを開催します。ぜひご参加下さい。

TMU プレミアム･カレッジ
生涯学べる100歳大学、始動！

サラダ音楽祭

お問い合わせ

　赤ちゃんから大人まで誰もが音楽の楽しさを体感･
表現･発信できる東京都交響楽団による音楽祭です。

同事務局　☎03-5444-2786　
生活文化局文化事業課　☎03-5320-7703　

彼岸花が咲く清澄庭園
会場周辺では気軽に楽しめるミニコンサートも
実施。また、ヴァイオリン等の楽器体験や、歌やダ
ンスのワークショップ（要事前申込）などイベント
も盛りだくさんです（10時30分〜18時30分）。

隅田川テラスから望む永代橋

  開講記念シンポジウム
　10月21日 13時、首都大学東京南大沢キャンパスで。1,200人程度。楠木新（「定
年後」著者）、若宮正子（アプリ開発者）らを招き、特別講演やパネルディスカッショ
ンを行う。キャンパスツアーも実施。申込／9月10日〜10月10日に か電話で。
同イベント事務局　☎03-6809-5210

サラダ音楽祭 検索

曲　目 料　金
①�OK！オーケストラ��
赤ちゃんOK！歌ってOK！�
踊ってOK！

ディズニー･ファンタスティッ
ク･メドレー　ほか

1,500円、3歳以上〜高校生
500円（全席指定）

②音楽祭メインコンサート
　〈プルミエ･ガラ〉

オルフ：世俗カンタータ《カル
ミナ･ブラーナ》　ほか

2,000円〜5,000円
（全席指定）

♦ホストシティTokyoプロジェクト

無　料
イベント


