
開幕まで6月12日で
あと100日!ラグビーワールドカップ2019TM

9月20日〜11月2日

大 会 開 催 概 要

上記のほか、横浜国際総合競技場･熊谷ラグビー場等
全国12会場で開催。

大会チケット情報
https://tickets.rugbyworldcup.com/

東京スタジアム(調布市)開催試合
  9月20日金   日本 v ロシア

  　  21日土   フランス v アルゼンチン

       29日日   オーストラリア v ウェールズ

10月  5日土   イングランド v アルゼンチン

         6日日   ニュージーランド v ナミビア
　　　　　　　　　準々決勝戦
       19日土   プールB１位 v プールA2位
　　　　　　　　　準々決勝戦
       20日日   プールA1位 v プールB2位

11月  1日金   3位決定戦

TM©RWCL2015

大会100日前イベントを開催  〜100Days to Go FESTIVAL!〜

日　時／6月16日日13時〜14時
場　所／丸ビル マルキューブ(千代田区)
内　容／●トークショー 
　　　　●グッズ配布

出演者／●小池知事
　　　　●ラクビーワールドカップ2019TM開催都市
　　　　 　特別サポーター(東京)
　　　　 畠山健介(ラグビー選手)、山崎紘菜(女優)
　　　　●テツandトモ（お笑いタレント）

有楽町駅前の東京スポーツスクエア別館において、
大会開催までさまざまな情報を提供しています。 
大会公式マスコット「レンジー」に会えることも！

ラグビー情報発信中！

1年前カウントダウンイベントの様子

畠山健介

山崎紘菜

◦フォトスポット
◦選手のサイングッズ展示
◦大会関連パネル展示　など

会場の皆さんが参加できるステージイベントなどもあります。

開催期間

開幕戦

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/お問い合わせ

706万221世帯　人口1,388万5,101人
（男：682万7,596人　女：705万7,505人）
＊参考：外国人数55万1,864人

世帯と人口 平成31年4月1日現在の推計

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

広報東京都　　　検索
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7 都立霊園の使用者を募集
申込期間は6月21日～7月10日です

東京都障害者スポーツセンター開所
都内2カ所にある東京都障害者スポーツセン
ターが大規模改修工事を終え、リニューアル･
オープンします

2

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

3

6

地元近隣でのシニアの就業を
応援します



お問い合わせ
東京都多摩障害者スポーツセンター　☎042-573-3811（6月10日から）
東京都障害者総合スポーツセンター　☎03-3907-5631
オリンピック･パラリンピック準備局スポーツ推進部　☎03-5320-7713
http://tsad-portal.com/
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スポーツ

　最新の技術力を活用した取り組みを行うことにより、新たなビジネスの創
出を促すとともに、東京2020大会での利用を通して、東京を先端技術の展
示の場とし、日本の技術力を世界に発信していきます。

◦自動運転技術の推進　
　自動運転の技術は、交通事故や交通渋滞、車を運転できない高齢者等の増
加、ドライバー不足などの社会的な課題を解決できる技術として期待され
ています。
　東京都では、平成29年に「東京自動走行ワンストップセンター」を開設
し、公道での自動運転の実証実
験に必要な手続等に関する支援
を行っています。
　また、自動運転サービスの事
業化を目指すプロジェクトを支
援するとともに、利用者が安全
性や利便性を実感できるような
試乗会やシンポジウムを開催し
ています。

◦ロボットの実用化に向けた取り組み
　東京2020大会の開催や訪日外国人の増加等に対応するため、さまざま
なシーンでのロボットの活用が見込まれています。早期実用化を支援する
ため、これまで、都庁舎や都営地下鉄施設内で多言語による案内や自律的巡
回による警備を行うロボットについて実証実験を行いました。
　今後も、ロボット等の先端技術分野における技術の向上や社会での実用化
に向けた課題の検証の場として、都のフィールドを活用していきます。

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

政策企画局政策調整部　☎03-5388-2240　お問い合わせ

　東京2020大会のホストシティ（開催都市）として取り組んでいる6分野のう
ち、今回は「Ⅴ先端技術」の分野についてお伝えします。

先端技術Ⅴ

自動運転タクシーの実証実験（大手町〜六本木）

福祉保健局生活福祉部　☎03-5320-4047　お問い合わせ

福　祉

　東京都では、東京2020大会とその先を見据え、東京に暮らし東京を
訪れる全ての人が安全･安心･快適に過ごすことができるよう、ユニバー
サルデザインの先進都市東京の実現に向けた施策の充実を進めていき
ます。

福祉のまちづくりを
進めていきます!

　5つの視点のもと、福祉･教育･交通などのあらゆる分野から120事
業を盛り込み、新たに5カ年計画を策定しました。
◦ 誰もが円滑に移動できる交通機関や道路等のバリアフリーのさらな

る推進
◦ 全ての人が快適に利用できる施設や環境の整備
◦ 災害時･緊急時に備えた安全･安心のまちづくりの推進
◦ さまざまな障害特性や外国人等に配慮した情報バリアフリーの推進
◦ 都民等の理解促進と実践に向けた心のバリアフリーの推進

 6月28日 13時30分､東京都社会福祉保健医療研修センターで｡

環境局化学物質対策課　☎03-5388-3457　お問い合わせ

環　境　

　気温が高く日差しの強い夏は、光化学スモッグ注意報が発生しやすい季
節です。大気中のVOC（シンナーなどの有機溶剤やガソリンが揮発したも
のなど）は光化学スモッグ発生の原因になります。VOCを減らすために、
皆さんのご協力をお願いします。

�有機溶剤を取り扱う中小事業者に東京都VOC対策アドバイザーを派遣し
ています。

光化学スモッグのない
青空を目指して
6月〜9月はVOC対策強化期間

◦ 暮らしの中のVOCを減らすため、VOC含有量の少ない製品
を選びましょう。

◦ 塗装作業を行うときは、水性塗料などの低VOC塗料を使い
ましょう。

◦ 工場などで有機溶剤を取り扱うときは、容器のふた閉めを徹
底しましょう。

6月20日までに で｡申　込

❶ 東京都福祉のまちづくり推進計画の改定

❷ 東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルの改訂

❸ 心のバリアフリーサポート企業のうち好事例企業の公表

❹ だれでもトイレのバリアフリー情報のオープンデータ化

東京都障害者総合スポーツセンター東京都多摩障害者スポーツセンター

イベントや施設利用方法等詳細はホームページをご覧下さい。

VOC対策セミナー

6月30日 10時〜16時
東京都多摩障害者スポーツセンター（国立市富士見台2-1-1）　
7月28日 10時〜16時
東京都障害者総合スポーツセンター（北区十条台1-2-2）

◦ 開所式
◦ アスリートによるトークショー
◦ スポーツプログラム
　◦車いすバスケットボール体験（多摩のみ）
　◦ボッチャ体験（両施設）
　◦ランニング教室（総合のみ）　など

日時･場所

主な内容

　都内2カ所にある東京都障害者スポーツセンターが大規模改修工事を
終え、リニューアル･オープンします!
　障害者スポーツセンターは、障害者のスポーツ･レクリエーション活
動の充実と社会参加を進めるための施設です。
　オープン初日には、障害のある人もない人も楽しめるさまざまなプロ
グラムを用意しています。皆さんの来場をお待ちしています!

東京都障害者スポーツセンター
開所
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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

支　援

　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の発生
を未然に防止するためには、日頃か
ら蚊の発生を抑制するとともに、蚊
に刺されないようにすることが大
切です。
　皆さんで協力し、蚊の発生防止に
取り組みましょう。

お問い合わせ 福祉保健局環境保健衛生課　☎03-5320-4391　

防　除

6月は蚊の発生防止強化月間
たまり水、放置していません蚊

か

？

◦不要なたまり水をなくす
　例： 植木鉢の受皿、空き缶、古

タイヤなど
◦ 草むら･やぶは定期的に手入

れを
◦ 刺されないよう長袖･長ズボ

ンの着用や虫よけ剤の活用を

蚊対策のポイント

東京都私学財団　☎03-5206-7925　お問い合わせ

募　集

金融に関する都民のニーズや課題
都内在住･在勤･在学の18歳以上の方
6月10日までに か郵送、ファクスで

55歳以上の求職者
面接対策セミナー、就業相談、合同就職面接会（参加企業10社
程度）
① 6月26日 13時30分～16時30分、武蔵野スイングホールで。
②7月30日 17時～20時、シアター1010（足立区）で。
③8月23日 17時～20時、ホテル雅叙園東京（目黒区）で。

内　容

対　象

対　象

内　容

申　込

日時･場所

申込方法･内容等の詳細はホームページをご覧下さい。

募集概要

東京金融賞とは

　東京金融賞の実施に伴い、皆さんが日頃か
ら感じている金融サービスやESG投資※に関
するニーズや課題を募集します！ぜひご意
見等をお寄せ下さい。

◦�電子マネー以外にも便利なキャッシュレス決済手段
が欲しい。
◦�資産運用や保険について中立的で自分に合った商品

アドバイスが欲しい。
◦�気候変動対策に積極的な企業に投資できる仕組みが

欲しい。

※ESG投資… 環 境（Environment）、社 会（Social）、企 業 統 治･ガ バ ナ ン ス
（Governance）の頭文字をそれぞれ意味し、地球温暖化対策や
女性の活躍、社外取締役選任などに積極的に取り組む企業の姿
勢を考慮する投資。

　都民のニーズや課題解決につながる画期的な金融商品などの開発･
提供を行う金融事業者と、ESG投資の普及を実践する金融事業者を表
彰するもの。

金融に関する都民ニーズ･課題を
募集します! 〜東京金融賞2019〜

戦略政策情報推進本部特区･戦略事業推進課　
☎03-5388-2144

お問い合わせ

5月～6月 金融に関する都民ニーズや課題を募集
7月～9月頃 都民ニーズや課題を解決する金融事業者を募集
10月～2年1月頃 選抜した金融事業者の開発等を支援
2年2月頃 開発商品･サービスのプレゼンテーション、表彰

東京都私学財団 検索

ニーズ
･

課題例

検索東京都 蚊対策

　東京都は、私立高等学校等に通う生徒の教育費負担軽減のため、授業料
軽減助成金･奨学給付金の申請受付を行います。

元年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※･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（年収目安約760万円未満）。なお、生
徒が学校の指定する都外の寮に移り住む場合も対象と
なります。
9,400円～337,200円

　就学支援金と合わせて年額456,000円（通信制課程は247,000円）
の範囲内で、保護者が負担する授業料が上限。
※通信制は都認可校のみ。

授業料以外の教育費負担を軽減。
平成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･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

私立高等学校等に通う生徒の
教育費を支援

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21日～7月31日（消印）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
留東京都私学財団へ。
通信制高校の授業料軽減助成金の申し込みは10月頃を予定。

申　込

　地元近隣で働きたいと考えるシニアの就職活動を、地域で開催するイベ
ントを通じて応援する「シニア就業支援キャラバン」を実施します。
　「人生100年時代」の実現に向けて、意欲的なシニアの方の積極的なご参
加をお待ちしています。

地元近隣でのシニアの就業を
応援します！
～「シニア就業支援キャラバン」
　スタート！～

産業労働局就業推進課　☎03-5320-4676　お問い合わせ

東京金融賞 検索

　都内各所で年12回実施。セミナーは要事前申込。

開催場所や応募方法等詳細はホームページをご覧下さい。
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新規大卒者等
合同就職面接会�

　6月20日 13時30分〜16時30分（受
付15時30分まで）、新宿NSビルで。対
象／2年3月大学院・大学・短大・高専・
専修学校等の卒業予定者と既卒者。参加
企業／120社。履歴書等持参。

産業労働局就業推進課☎03-5320-
4720

東京消防庁業務説明会
（東京消防庁受験希望者対象）�
　6月22日 ・7月30日 9時・13時30分、

東京消防庁消防技術安全所で。各回200
人。申込／各開催日の2日前までに で。

東京消防庁人事課 0120-119-882

看護職就職相談会
「ふれあいナースバンク」�
　①6月6日 ②14日 13時30分〜16
時、①ナースバンク立川②ナースバンク
東京で。対象／就業を希望する看護職（保
健師・助産師・看護師・准看護師）の方。

東京都ナースプラザ☎03-5309-2065 
か福祉保健局医療人材課☎03-5320-
4447

一都三県ヤミ金融被害防止
合同キャンペーン�

　6月13日 神田駅前で。14日 高田
馬場駅前で。いずれも13時〜15時。エコ
バッグやチラシ等を配布。

産業労働局貸金業対策課☎03-5320-
4793、都知事登録業者の苦情・相談、貸
金業者の登録照会は☎03-5320-4775

平成31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
当（1級）51,700円→52,200円、同（2級）
34,430円→34,770円、特別障害者手
当26,940円→27,200円、障害児福祉
手当・福祉手当（経過措置分）14,650円
→14,790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

気管支ぜん息等の方へ助成を行って
います〜大気汚染医療費助成制度�

　都内に1年（3歳未満は6カ月）以上在住
の18歳未満で気管支ぜん息等にりかんし
ているなど、要件を満たす方に認定疾病
に係る医療費を助成しています。助成希
望の方はお住まいの区市町村へ。

区市町村か福祉保健局環境保健衛生課
☎03-5320-4491

心身障害者医療費助成制度
障の経過措置期間が終了します�

　対象／65歳以上で、手帳交付日が平
成30年12月31日以前かつ有効な精神障
害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。申
請期限／7月1日。住民票のある区市町村

記念プレート付き
「思い出ベンチ」　�
　あなたの思い出がつづられた記念プ
レート付きのベンチを都立公園などに寄
付しませんか。募集数／公園30基、霊園
10基、動物園10基。価格／15万円・20
万円。
募集期間／6月3日〜11月1日。
〈23区〉東部公園緑地事務所☎03-

3821-7431〈多摩地区〉西部公園緑地事
務所☎0422-47-1210

東京都育英資金奨学生募集
（予約募集）　�
　進学後すぐに奨学金（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／2年4月に高
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
により修学が困難な方。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

緊急時にも役立つ「東京消防庁
公式アプリ」が登場!�

　救急サポート、緊急時の連絡
機能、消防マップ、チャットボット

（自動対話）での情報入手など。
東京消防庁広報課☎03-3212-2111 

（内線2327）

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3日に納税通知書を発送します。7
月1日 までにお納め下さい。

主税局相談広報班☎03-5388-2925

都税の口座振替がホームページ
から申し込み可能になりました�

　振替を希望する月の10日までに申し込
んで下さい。

主税局納税推進課☎03-3252-0955

旧優生保護法一時金受付･
相談窓口を開設しています�
　相談ダイヤル☎03-5320-4206
　一時金給付対象者以外も相談できます。

福祉保健局企画政策課☎03-5320-
4201、 03-5388-1401

進路相談会�

　不登校や高校を中途退学した方などに、
進路情報の提供や個別の相談を行います。
6月22日 ・7月13日 東京都教育相談
センターで。6月29日 ・7月20日 同
センター立川出張相談室で。いずれも9
時30分〜16時30分。対象／中・高校生
相当年齢の方と保護者。申込／各日4日
前までに電話で同センター☎03-3360-
4192へ。

お知らせ

募　集

飼育担当の熊谷さんより一言
「母親が高齢のため人工哺育になり
ましたが、順調に成長しています。
当園で生まれたアムールトラは、そ
の時に活躍しているアスリートの
名前を付けており、この子は『ショ
ウヘイ』となりました」

多摩動物公園☎042-591-1611

　1月29日に生まれたアムールトラの「ショ
ウヘイ」が日々成長中。��（写真は3月20日撮影）

 

で。所得制限基準額を超える方などは対
象外。詳細は で。

区市町村か福祉保健局医療助成課☎
03-5320-4571、 03-5388-1437

6月は東京都HIV検査・相談月間
「みんなで描こうステキなミライ」�
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（土曜）
予約／10時以降。☎080-2022-3667

（10時〜16時、 除く）
当日／13時〜15時。先着50人。☎090-
2537-2906（9時30分〜17時、 除く）
いずれも検査結果は即日。
東京都HIV／エイズ電話相談
☎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

10月1日の消費税率引き上げに伴う
軽減税率への対応支援�

　税率8％と10％双方の商品を取り扱う
事業者を支援。国において複数税率対応
のレジや受発注システム、請求書管理シ
ステム等の導入・改修に対する補助金を
用意。各種支援メニューは で。
消費税軽減税率について／消費税軽減税
率電話相談センター 0120-205-553
軽減税率対策補助金について／軽減税
率対策補助金事務局コールセンター
0120-398-111☎03-6627-1317（IP電
話用）
経営全般について／東京都中小企業振
興公社☎03-3251-7881

産業労働局商工部☎03-5320-4744

都議会提供テレビ番組�

　「トウキョウもっと!2 元気計画研究所」 
6月29日 19時30分〜20時30分（再放
送は7月7日 14時）、TOKYO MXで。司 
会／いとうせいこう。「もっと農業を応援
する東京になるために!」をテーマに有識者
と都議会議員が討論。

議会局広報課☎03-5320-7124

放射第5号線および三鷹
3･2･2号線開通�

　杉並区下高井戸五丁目から三鷹市牟
礼二丁目までの約3.6㎞の区間について、
6月8日 15時に4車線で交通開放。

第三建設事務所☎03-3387-5136(下
高井戸〜久我山間)、北多摩南部建設事
務所☎042-330-1835(牟礼一丁目〜牟
礼二丁目間)

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
21日〜7月7日に身分証携帯の調査員が
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

環境局を装った
不審なアンケートに注意�

　｢東京都が蓄電池や太陽光パネル等に
関して補助金を出すためのアンケートを
行っている｣といった電話を受けたとの報
告が複数寄せられています。東京都では、
このようなアンケートは実施していませ
ん。電話等があった場合には、決して答え
ないで下さい。

環境局総務課☎03-5388-3436

都庁インターンシップ2019�

　8月5日〜30日のうちの2日以上、都庁
の仕事を体験。短大・大学・大学院生（学
年不問）、高等専門学校4年以上、250人。
申込／6月1日〜17日12時までに で。

総務局人事課☎03-5388-2375

放置ゼロ�フォトコンテストを実施
駅前放置自転車ゼロを目指して�

　テーマ／写真のチカラで変えよう、
TOKYO。優秀作品は「駅前放置自転車
クリーンキャンペーン」ポスター等に活用。
対象／都内在住・在学の中学生から大学
生程度の年齢の方。申込／6月28日（消
印）までに か郵送で。

都民安全推進本部交通安全課☎03-
5388-3124
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都庁では により情報を発信しています！

※ ＝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

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。ライフ・ワーク・バランスを
推進するコンサルティングも実施。申込／
6月28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。

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／8月3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／6月
24日 ほか11回。対象／平成28年度に
狩猟免許を取得した方。申込／①6月26
日②6月3日〜各回の5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。

保育の仕事
「就職支援セミナー」�
　7月12日 ・13日 ・14日 10時、図
書館流通センター（文京区）で。希望者には
実習有。対象／保育士有資格者。申込／
7月5日（消印）までに所定の申込書（ で
入手）を郵送で東京都保育人材・保育所支
援センター（〒102-0072千代田区飯田橋
3-10-3-7階）☎03-5211-2912へ。

福祉保健局保育支援課☎03-5320-
4130

公害防止管理者講習�

　一種（全3日）／7月23日 ・24日 ・
25日 、南部労政会館で。8月27日 ・
28日 ・29日 、ティアラこうとうで。
8,200円。二種（全2日）／7月10日 ・
11日 、東京自治会館で。8月14日 ・
15日 、ティアラこうとうで。5,700円。
申込／6月17日〜19日に都庁第二庁舎1
階で。申込書は都庁案内コーナー、区市
窓口で配布。

環境局環境改善部☎03-5388-3435

産業労働局労働環境課　☎03-5320-4649　お問い合わせ

社　会

　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。

　普及啓発セミナーを集中的に実施し、職場での男女平等を推進します。

6月12日 13時〜16時15分、文京シビックホールで。
当日先着1,800人。
基調講演  ｢就職差別の完全な撤廃を求めて
                〜就職差別撤廃東京実行委員会の活動〜｣
講　師  炭谷茂（「特別賛同団体」代表者(就職差別撤廃東京実行 
　　　 委員会委員長））
記念講演  ｢公正採用選考と会社を元気にする人権｣
講　師  竹内良（東京都人権啓発センター人権問題研修講師）
※�この他、公正な採用選考に関する現場からの報告および
　DVD「フェアな会社で働きたい」の上映

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〜

就職差別解消シンポジウム

男女平等

労働相談情報センター　☎03-5211-2209　お問い合わせ

6月は男女雇用平等推進月間
｢『お互い様』笑顔で言える 素敵な職場｣

❶｢女性活躍推進のための法知識と
　ハラスメント対策｣

12日 ･14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

❷｢女性活躍推進のポイントと実践事例｣
13日 ･21日 14時30分、池袋事務所
で。各日75人。
申　込 同事務所☎03-5954-6505

❸�「職場のハラスメントとメンタルヘルスケ
ア〜誰もが働きやすい職場のために〜」
14日 ･20日 14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�｢〜しなやかな心で働くために〜
　ハラスメントを理解して
　メンタルヘルスケアから始めよう｣

20日 ･27日 14時、ワイム貸会議室
高田馬場で。各日200人。
申　込 労働相談情報センター
　　　 ☎03-5211-2209

❹�「介護による離職を防ぐには
　〜男女ともに介護をしながら
　働き続けることができる
　職場づくり〜」

18日 13時30分、すみだ女性
センターで。75人。
申　込 亀戸事務所
　　　 ☎03-3682-6321

❺｢男女ともに働きやすく
　強い組織のつくり方｣

19日 ･26日 14時、ワイム
貸会議室高田馬場で。各日
200人。
申　込 労働相談情報センター
　　　 ☎03-5211-2209

❼�｢ハラスメントをめぐる課題と
　対処法〜男女が共にいきいき
　と働くために〜｣

24日 ･27日 14時、国分寺
労政会館で。各日75人。
申　込 国分寺事務所
　　　 ☎042-323-8511

◎
事
業
主
向
け

◎
労
働
者
向
け

職 員 採 用

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〜
2年3月31日。申込／6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／電気、調理、Web設計、グラ
フィック、設備保全、機械、配管、自動
車、障害者向け訓練、マンション管理、
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

詳細は必ず事前に などでご確認下さい。

　江戸時代に開花した浮世絵木版画
は、当時の風俗や名所等を描いた「絵

え

師
し

」、版
はん

木
ぎ

を彫る「彫
ほり

師
し

」、その版木に
色をのせて摺

す

る「摺
すり

師
し

」の三者による丁
寧な手仕事によって完成する。彫師と
して51年のキャリアを持つ朝香元晴さ
んは、浮世絵木版画の復刻に加え、国
宝である雪舟の「秋

しゅう

冬
とう

山水図」や竹久
夢二の美人画など、多くの名画の復刻
に携わる。
　彫師の仕事は、「原画やオリジナル
の木版画を見て、色を分ける。つまり、
何枚の版木が必要になるかを見極め
るところから始まる」と言う。浮世絵の
場合は5枚以内。版画全体の輪郭線と
なる「墨

すみ

版」と、作品に色彩を加える「色
いろ

版」。十数種類の刃物を巧みに使い、
それぞれの版を彫り上げていく。
　朝香さんは、これまで葛飾北斎、喜
多川歌麿、歌川広重など多くの作品を
手がけてきた。中でも、腕の見せ所は、
髪の生え際を繊細な線で表現する「毛

け

割
わり

」という技法。「私は1㎜に3本から4
本の線を彫りますが、名人と呼ばれた
師匠についたおかげだと感謝していま
す」。
　国宝絵画の復刻はさらに難易度が
上がり、色分けをできる職人は今では
数えるほどしかいない。「色分解に3カ

寸分違わず復刻するよう心掛けている。｢どち
らが本物?｣と言ってもらうと職人冥利に尽きる

月、完成まで半年かかります。色数に
もよりますが、版は80枚に及ぶことも」
と話す。
　新宿区に工房を開き、木版画の普
及活動も行っている。「自分の使命は、
全ての技術を後進に託すこと」と熱く語
る朝香さんは、この場所から、弟子が
自分を追い越し羽ばたいていく、そん
な光景を思い描いている。

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

持てる技術を後継者へ

木版画彫師
朝
あさ

香
か

　元
もと

晴
はる

さん（平成23年度受賞）

本号をもって｢東京マイスター｣の
連載を終了します。
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学　ぶ

土木技術講習会
「都市デザインの技術と視点」�
　「2020拠点開発（虎ノ門）と水都・江戸
から見る」。6月18日 14時10分、都庁
大会議場で。抽選で100人。申込／6月
12日（必着）までに （18時まで）か往復は
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。

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」�

　6月28日 14時、水素情報館「東京ス
イソミル」で。抽選で50人。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。申込／6
月16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

消費生活講座「今求められる金融教育〜
お金のトラブルから自分を守るために」�

　7月4日 13時30分、東京ウィメンズ
プラザで。250人。講演と落語。講師／
住田裕子（弁護士）ほか。申込／6月21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。託児有。

復興まちづくりシンポジウム「被災者
に寄り添った支援方策を考える」�

　7月12日 14時、都庁大会議場で。500 
人。首都直下地震を想定し、被災者の個
別事情に合わせた支援計画の必要性と取
り組みを、支援者と識者が考察。申込／7
月5日までに で。託児･手話通訳有。

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(第一東京弁護士
会内)☎03-3595-8575か総務局防災管
理課☎03-5388-2587

都立多摩図書館
東京マガジンバンクカレッジ�

　「鉄道写真の魅力と撮影テクニック」①
講演会7月6日 ②ワークショップ8月10
日 。①の受講必須。いずれも14時。抽
選で①120人②30人。申込／6月23日ま
でに か電話、来館で。託児・車椅子ス
ペース・手話通訳か要約筆記有。

同館☎042-359-4020

河川愛護月間関連行事
施設見学会� �

　①「大雨から街を守る地下調節池(荏原
調節池)」7月19日 。40人。②「環七地下
の巨大トンネル」20日 。220人。③「低地
を守る水門管理センター」25日 。50人。
いずれも応募多数の場合抽選。申込／
6月21日(消印)までに か往復はがきに
催し名・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。

性暴力被害者支援員
養成研修�

　7月27日 ・28日 10時、都内で。性
犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援セン
ターの支援員（有償ボランティア）を養成す
る研修。相談員経験のある25歳以上の
女性、50人。5,000円。申込／7月5日ま
でに性暴力救援センター・東京の で。

同センター☎03-3656-0199か総務
局人権施策推進課☎03-5388-2589

都立駒込病院市民公開講座
わかりやすい抗がん剤治療�

　最先端のがん免疫療法について。7月13
日 14時。抽選で150人。申込／6月21日

（消印）までに か往復はがきに講座名・
代表者の住所・電話・全員の氏

ふ り が な

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

お肉の親子教室�

　①「産地見学会」7月26日 8時、都庁
集合。バスで都内の畜産農家見学など。
2,000円（昼食付）。②「市場見学会」8月9
日 ・22日 10時。市場見学、お肉の試
食。いずれも小・中学生と保護者、抽選
で各日15組30人。申込／①6月19日（消
印）②7月10日（消印）までに往復はがきに
催し名・希望日（1日のみ）・代表者の住所・
全員の氏

ふ り が な

名・年齢・電話を書き、食肉市
場（〒108-0075港区港南2-7-19）☎03-
5479-0695へ。

高齢ドライバー
交通安全セミナー�

　7月26日 14時、渋谷エクセルホテル
東急で。都内在住・在勤の65歳以上の
方、抽選で80人。申込／7月12日（消印）
までに かはがき、ファクス（ で申込書
入手可）に住所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話を書
き、〒163-8001東京都都民安全推進本
部交通安全課（☎03-5388-3125） 03-
5388-1217へ。

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。
　城南特別支援学校☎03-3734-6308

（〒144-0046大田区東六郷2-18-19）
「ボランティア養成講座」6月29日〜12月
7日（ 全4回）。締切／6月22日（消印）。

各校か教育庁生涯学習課☎03-5320-
6893

AIITシニアスタートアップ
プログラム�

　対象／起業を目指す概ね50歳以上の
方。期間／8月中旬〜2年3月中旬、産業
技術大学院大学品川キャンパスほかで。
科目／「東京経済事情」「経営戦略要論」

「ITイノベーション要論」など。申込／7月
5日までに で。個別相談会有。選考手
数料・受講料必要。

同大学OPI企画運営係☎03-3472-
7833

催　し

水辺ライン(〒130-0015墨田区横網1-2-
16-4階)☎03-5608-8869へ。

再発見�いつもあなたのそばに
東京水ライフイベント��

　6月2日 、上野恩賜公園で。9日 、三
井アウトレットパーク多摩南大沢で。いず
れも10時〜18時。東京水を飲み、楽しく
学ぶ。クイズ等参加者にステンレスボトル
をプレゼント。

水道局サービス推進課☎03-5320-
6326

「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」
都民の集い�

　6月23日 13時30分〜16時、東京ドー 
ムシティ ラクーアガーデンステージで。
ハマカーン（お笑いタレント）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。

福祉保健局薬務課☎03-5320-4504

都市計画法・建築基準法
100周年記念式典　�

　6月19日 13時15分、東京国際フォー
ラムで。抽選で200人。都市計画に係る
記念講演やパネルディスカッションなど。 
申込／6月10日(必着)までに か往復 
はがき(1人1枚・重複申込不可)に住所・ 
氏
ふ り が な

名・年齢・電話を書き、〒163-8001
東京都都市整備局都市計画課(☎03-
5388-3225）へ。

東京水辺ライン�

　①「街歩きクルーズ・小林祐一の歴史
散歩『深川編』」6月26日 。②「水上バス
で行く築地『日本橋・築地・豊洲市場の未
来』」27日 。いずれも9時20分、墨田区
役所集合。①40人。5,200円(食事付)。
②30人。3,800円。申込／6月14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

防　災

　東京都では、浸水被害を解消するため施設整備を進めています。
　しかし、近年、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。

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

◦�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

下水道局管路管理課　☎03-5320-6615　お問い合わせ

◦豪雨時は地下室や半地下室に入らない
　地下室等は、道路から雨水が流入し、浸水す
ることがあります。

◦日頃から浸水に備えて準備する
　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。

ごみ袋を利用して

浸水対策強化月間 検索

  ｢東京アメッシュ｣で降雨情報の確認を!
 GPSによる現在地表示が可能です。降雨情報の確認や、
豪雨などによる浸水への備えとして、ご利用下さい。

置かないで下さい

つきじ獅
し

子
し

祭
まつり

築地の守り神として親しまれ、約
350年の歴史をもつ波

なみ

除
よけ

神社で
毎年6月に行われるお祭り。今
年は6月7日 〜10日 に開催。9日 には千

せん

貫
がん

宮
みや

御
み

輿
こ し

が町内を練り歩く渡
と

御
ぎょ

祭
さい

が行われるほか、週末は各種露店も出店し築地の町が盛り上がる。

（平成25年6月9日、築地場外市場付近で）
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※ ＝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

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」5日〜7月3日の毎 18時30分〜21
時。④「コミュニケーション教室」6月22日

在勤・在学の方（3歳〜小学生を1人以
上含む）、抽選で1,500人。申込／7月8日

（必着）までに か往復はがきに人数（4人
まで）・代表者の住所（在勤・在学は勤務
先・学校名と所在地）・氏

ふ り が な

名・電話・全員
の年齢・車椅子での来場人数・託児希望
の人数と年齢を書き、ファミリーコンサー
ト公演窓口（〒156-0043世田谷区松原
3-40-7-3階） 0120-600-736へ。

同窓口か東京都人材支援事業団☎03-
5292-7019

TOKYOスポーツ施設
サポーターズ事業�

　大学や企業等のスポーツ施設を、授業
や福利厚生等の利用予定がない日に利用
できます（有料）。新たに、東京医科歯科大
学（文京区）の体育館および武道場、山野
美容芸術短期大学（八王子市）の体育館
が対象になりました。各施設の概要・利
用方法等詳細は で。

東京都スポーツ文化事業団☎03-
6804-5693

明治安田生命J1リーグ
「FC東京�VS�ガンバ大阪」観戦優待 �
　7月7日 19時、味の素スタジアムで。
中学生以下（小学生は保護者同伴）、抽選
で100組200人。1組1,000円。申込／6
月17日（必着）までに （23時まで）か往復
はがきに試合名・観戦日・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J1係」（〒182-0032調
布市西町376-3）☎03-3635-8960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

「ダイハツ・ヨネックスジャパンオープ
ン2019（バドミントン）」観戦招待�

　7月23日 〜26日 、武蔵野の森総
合スポーツプラザで。男子･女子シングル
ス、ダブルス、混合ダブルス。小学生以

13時30分〜16時。⑤「教養講座」〈昼の
部〉14日 13時30分〜16時。〈夜の部〉
7月4日 19時〜21時。東京都障害者福
祉会館、⑤の昼の部は武蔵野プレイスで。
各日50人。事前申込不要。

教育庁生涯学習課☎03-5320-6857、
03-5388-1734

上のペア(小学生は保護者同伴)、抽選で
各日250組500人。申込／6月24日(必
着)までに往復はがきに大会名･観戦日･代
表者の住所･電話･全員の氏

ふ り が な

名･年齢を書
き、〒107-0052赤坂通郵便局留「日本バ
ドミントン協会係」へ。各日一応募まで。

オリンピック･パラリンピック準備局計
画推進部☎03-5320-7997

FIVBビーチバレーボール
ワールドツアー�

　７月24日 〜28日 、潮風公園で。日
本代表を含む約30カ国が出場。ビーチバ
レーボール体験教室／28日 10時30
分。都内在住・在学の小学3年〜中学生

（小学生は保護者同伴）、抽選で50人。申
込は6月5日〜30日に で。

オリンピック・パラリンピック準備局計
画推進部☎03-5388-2249

東京都パラリンピック　　　♦
選手発掘プログラム�

　8月4日 、日本財団パラアリーナ（品川
区）で。都内在住・在勤・在学で、2年3月
末で10歳以上45歳以下の、一定の競技
経験のある肢体不自由・視覚障害の方、
30人程度。実施競技／カヌー、自転車、
柔道、ボート、車いすフェンシング。申
込／7月2日（消印）までに か所定の様式

（ で入手）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（〒102-
0073千代田区九段北1-3-11-3階）☎03-
6272-4151へ。

同事務局かオリンピック・パラリンピッ
ク準備局障害者スポーツ課☎03-5388-
2883

自然・公園

檜原都民の森�
　①自然教室「オオルリ・ツツドリ探鳥会」
6月23日 。「オオルリとゼフィルスのガ
イド」30日 。「夏の野草ガイド」7月6日

。「森の昆虫探しとゼフィルスのガイド」
7日 。「カメラ講座（渓流を撮ろう）」13日

。いずれも100円。②木工教室「コンパ
クト飾棚」6月23日 。3,100円。「そば打
ち道具」7月7日 。4,100円。「木馬」14
日 。4,100円。申込／開催日の2週間前

（必着）までに か往復はがきに催し名・
開催日・住所・氏

ふ り が な

名・年齢・性別・電話

を書き、檜原都民の森（〒190-0221檜原
村7146）☎042-598-6006へ。

きく・かく・えがく
〜東京のふるさと・自然公園�

　8月25日 〜27日 （2泊3日）、あき
る野市・檜原村で。森林に関わる「名人」
の下で宿泊取材を行う。11月に成果を発
表、表彰予定。中学生20人、選考あり。
3,000円。申込／7月20日（消印）までに
所定の申込書（ で入手）を郵送かファク
スで。

環境局緑環境課☎03-5388-3507

文化・スポーツ

首都大学東京荒川キャンパス
パラスポーツ体験教室�

　6月14日〜2年3月13日まで。①「ユニ
バーサルスポーツ体験教室（健康体操、ふ
うせんバレーなど）」毎月第2 。②「ボッ
チャ体験教室」 毎月第4 。③「パラスポ 
ーツ体験教室（車いすバスケ、ゴールボー 
ルなど）」毎月最終 。いずれも50人程度、 
14時。申込／ か電話で同大学☎03-
3819-7108へ。

都民と消防のふれあい
コンサート&特別演奏会�

　①7月21日 14時、武蔵野市民文化
会館で。抽選で1,252人。②26日 18

時30分、文京シビックホールで。抽選で
1,802人。③8月6日 18時30分、東京
芸術劇場で。抽選で1,999人。申込／6
月21日（必着）までに往復はがきに催し名・
会場（第2希望まで）・人数（2人まで）・代
表者の住所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話・車椅子席・
親子席希望の有無を書き、東京消防庁音
楽隊（〒102-0083千代田区麴町1-12）☎
03-3221-0119へ。

ファミリーコンサート
ファンタジー・オーケストラ�

　8月12日 13時、東京オペラシティで。
出演／三ツ橋敬子、塚本江里子、東京フィ
ルハーモニー交響楽団ほか。都内在住・

お問い合わせ 　東京都公園協会霊園課　☎03-3232-3151（ 除く）　https://www.tokyo-park.or.jp/reien/

募　集

申込方法･期間

申　� 込　� 書

申� 込� 資� 格

募集に関する問い合わせ先

①郵送：所定の申込書で6月21日〜7
月10日の消印があるもの。
②ホームページ：6月21日〜7月10日。
※�①②のいずれかの方法で、1人･1カ所
の申し込みに限る。

6月21日〜7月10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。

☎0570-783-802
5月29日〜7月12日。6月8日 ・
9日 ・15日 ・16日 除く　

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 402カ所 162万円～589万5,000円 1,320円～4,620円

みたま堂 35カ所
2体用　22万7,000円

（30年更新可）
3,140円

4体用　30万3,000円 4,190円
6体用　37万9,000円 5,240円

小平霊園

一　　般 80カ所 145万5,200円～505万400円 1,320円～3,960円
芝　　生 30カ所 346万4,000円 3,560円

樹林墓地
遺骨申込 66体

①遺骨1体あたり　　　12万8,000円
②粉状遺骨1体あたり　 4万2,000円

不　要

遺骨・生前申込 136体
生前申込 517体

樹木墓地（遺骨申込のみ） 400体 遺骨1体あたり　18万8,000円

合葬墓地
遺骨申込 192体

①一定期間後共同埋蔵　遺骨1体あたり　7万円 
②直接共同埋蔵　　　　遺骨1体あたり　5万9,000円遺骨・生前申込 250体

生前申込 358体
八王子霊園 芝　　生 90カ所 118万円 3,560円

八柱霊園

一　　般 335カ所 33万4,900円～118万2,000円 1,320円～3,960円
芝　　生 20カ所 82万8,000円 3,560円

合葬墓地
遺骨申込 378体

①一定期間後共同埋蔵　遺骨1体あたり　13万円
②直接共同埋蔵　　　　遺骨1体あたり　  5万2,000円 不　要遺骨・生前申込 656体

生前申込 966体
青山霊園 一　　般　 50カ所 413万7,000円～992万8,800円 1,320円～2,640円
谷中霊園 一　　般 60カ所 268万500円～357万4,000円 1,320円
染井霊園 一　　般 30カ所 272万1,600円～297万6,750円 1,320円

�6月1日〜8月31日に、応募方法などを対話形式でお答えする
チャットボット「都立霊園申込案内」を開設します。

ⒸFIVB
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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GOOD!（テレビ東京） 月曜 21:54〜22:00
東京交差点（テレビ東京） 火曜 21:54〜22:00
東京インフォメーション（TOKYO MX） 月曜〜金曜 7:15〜7:20
放送後に東京都公式動画チャンネル「東京動画」からご覧になれます。

ラジオ

都民ニュース
（TBSラジオ［954kHz］、［90.5MHz］）

月曜〜土曜 8:47〜8:52　
日曜 16:45〜16:50

TOKYO City Information
（Inter FM897［89.7MHz］）

土曜・日曜 9:56〜9:59
※日曜は再放送

生活文化局都民の声課（都庁第一庁舎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。

キャスト等詳細はホームページをご覧下さい。
[国立天文台] ☎0422-34-3688。10時〜17時（入場は16時30分まで）。年末年始
休業。[三鷹市 星と森と絵本の家] ☎0422-39-3401。10時〜17時。 ･年末年始
休館。メンテナンス休館（7/1〜6ほか）有。    　

JR中央線「武蔵境」「三鷹」「武蔵小金井」駅･京王線「調布」駅からバス「天文
台前」下車。

　三鷹市西部に位置する国立天文台は、前身である東京天文台の設
立から100年以上を数える研究機関である。豊かな自然に囲まれた敷
地内には、研究棟のほか、大正時代以降のさまざまな建造物が並ぶ。
　中でも、現在天文台歴史館として公開されている大赤道儀室は、高
さ19.5mもの大型ドームという特徴的な建物。造船技師の協力を得て
造られた2階の木製ドームでは、中央にそびえる口径65cmの屈折望遠
鏡が、見上げる者を圧倒する。一方、かつて観測床を上下動させるた
めの機構が備えられていた1階は現在、歴史的な観測装置や貴重書の
展示スペースとなっている。見学コース内の建造物の多くが国の有形
文化財に登録されており、先人たちの宇宙に対する探究心に触れるこ
とができる。
　また敷地内には、三鷹市が運営する「星と森と絵本の家」も併設され
ている。国立天文台の旧官舎を活用した古民家風の建物内で、絵本や
天文への興味を広げる体験型展示が楽しめるほか、広々とした庭では
竹馬等の昔遊びも体験でき、
休日には多くの子供たちでに
ぎわう。
　生い茂る武蔵野の緑に囲ま
れた文明の手触りが、訪れる
者に知的な喜びを与えてくれ
ることだろう。

国立天文台、星と森と絵本の家
（三鷹市）

お問い合わせ 生活文化局広報課　☎03-5388-3093

科学と自然の魅力を満喫

=パソコン用壁紙

「星と森と絵本の家」の読書室

大赤道儀室（天文台歴史館） 2階の木製ドーム

　東京2020大会に向けて、世界で活躍する指揮者･演出家･歌手が集まる国際的なオ
ペラプロジェクト「オペラ夏の祭典2019-20」では、本番直前の通しリハーサル（ゲネ
プロ）の一部を公開。普段は音楽や演劇になじみのない方も、この機会に臨場感溢れ
る舞台を体験してみませんか。

東京文化会館　☎03-3828-2111　https://opera-festival.com/
生活文化局文化振興部　☎03-5320-7736

お問い合わせ

募集概要

平　和

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3日〜14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、74年を迎えます。
　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　

7月9日 ･10日 14時
東京文化会館
全3幕のうち一部（45分程度）
小学生以上、各日400人程度

か往復はがきに催し名「トゥー
ランドット リハーサル」･希望
日･人数（2人まで）･代表者の
住所･電話･全員の氏

ふ り が な

名を書き、
〒110-8716東京文化会館へ。
6月1日〜19日（必着、 は17
時まで）

日　時
会　場
公開内容
対　象
申込方法

募集期間
※ 応募多数の場合は抽選。
　結果は6月末頃に通知します。

日本オペラ界の総力を結集した
「トゥーランドット」
リハーサル観覧者募集！

〈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。〉

♦ホストシティTokyoプロジェクト
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