
７月は河川愛護月間です！
水と緑で心もうるおう ～東京の川～

７月は河川愛護月間です！
水と緑で心もうるおう ～東京の川～

　東京都では、様々な河川事業を行なっています。東京の河川に興味を持ち、
魅力を知ってもらうために、7月の河川愛護月間期間に「川のパネル展」を開催
します！

●会場・日時

●内　　容

・都庁第一本庁舎４５階　南展望室
　　７月７日（土）～７月１３日（金）
　　　　　　9時 30 分～ 17 時 30 分
・都庁第二本庁舎１階　臨時窓口
　　７月１７日（火）～７月２０日（金）
　　　　　　9時 30 分～ 17 時
・新宿駅西口広場イベントコーナー
　　７月２３日（月）～７月２７日（金）
　　　　　　9時 30 分～ 17 時
※各会場とも初日は 12 時から
※各会場とも入場無料
・東京都が取り組む河川事業をパネル
　で紹介
・「川のフォトコンテスト」応募作品
　の展示と来場者による投票
・東京の川に棲む魚の水槽展示など

問い合わせ先 建設局河川部計画課　TEL:０３-５３２０-５４２５

武蔵野中央公園
親子ＤＥはらっぱスポーツ教室、はじめてのウォーキング教室

武蔵野中央公園
親子ＤＥはらっぱスポーツ教室、はじめてのウォーキング教室

【親子ＤＥはらっぱスポーツ教室】
　鬼ごっこやなわとび、ボールなどを使った、親子で協力する運動遊びをご紹
介します。スポーツコーディネーターのアドバイスの下、はらっぱでいっぱい
遊んでみませんか。
●日　　時
●料　　金
●対　　象

７月２９日（日）11 時～ 12 時　※雨天中止
200 円（保険料・機材費等）
小学生未満の３～６歳のお子さんと
保護者（定員 20 名）

【はじめてのウォーキング教室】
　スポーツコーディネーターが初心者にむけてウォーキングのコツを指導しま
す。ダイエット効果のある歩き方を知りたい方、お気軽にご参加ください。
●日　　時
●料　　金
●対　　象

７月２９日（日）13 時～ 14 時　※雨天中止
300 円（保険料等）
高校生以上（定員 20 名）

重要文化財・勝鬨橋【橋脚内見学ツアー】実施中重要文化財・勝鬨橋【橋脚内見学ツアー】実施中

【橋脚内見学ツアー】
　橋脚内の開閉装置を説明者と一緒に見学します。

●開 催 日
●開催回数

●参加人数
●参 加 費

★申込方法

毎週木曜日（祝日を除く）
1日 4回実施
（10時、11 時、13 時 30 分、14 時 30 分）
各回 5名程度
無料

往復はがきに①住所②氏名③年齢④電話番号⑤見学希望日時（第 5
希望まで・午前、午後、全日可）⑥参加人数（1 通 5 名様まで）を記
入して下記宛先までお申し込みください。

※橋脚内へは 3.5ｍの垂直梯子を昇降します。安全面を考慮し、自力で昇降が可能
　な方のご参加をお願いします。
※悪天候の場合は中止する場合があります。

申 込 み 先

〒163-0720 新宿区西新宿 2－7－1小田急第一生命ビル 20階
（公財）東京都道路整備保全公社
公益事業課「かちどき　橋の資料館」ツアー予約係
TEL:０３-５３８１-３３８０

動物園の時間延長のお知らせ動物園の時間延長のお知らせ

【恩賜上野動物園　真夏の夜の動物園】
　夜の動物園を楽しんでいただくために、開園時
間を延長します。毎年恒例の不忍池畔オープン・
ビアガーデンや園内各所で飼育係のお話など、た
くさんのイベントを行います。

●開催期間
●延長時間

８月１１日（土）～１６日（木）
２０時まで（入園は１９時まで）

昨年の写真

【多摩動物公園　サマーナイト＠TAMAZOO】
　毎年恒例となりましたサマーナイトを今年も実
施します。
雑木林の風が吹き抜ける夏の夜の動物園を是非お
楽しみください。

●開催期間

●延長時間

８月の土・日曜日、
８月１３日（月）～１５日（水）
２０時まで（入園は１９時まで）

昨年の写真

問い合わせ先
 ・申込み先

〒180-0011　東京都武蔵野市八幡町２―４―２２
武蔵野中央公園サービスセンター
TEL：０４２２-５４-１８８４

みどりの    プラザ　平成24年度第1回企画展
「東京の緑をつくった偉人たち －明治草創期から昭和東京緑地計画まで－」

みどりの    プラザ　平成24年度第1回企画展
「東京の緑をつくった偉人たち －明治草創期から昭和東京緑地計画まで－」

　太政官布告により公園制度ができて以来、東京の公園緑地は様々な制度とそ
れに関わる人々によってかたちづくられてきました。これまで公園制度の流れ
と、個々の公園に着目して語られることが多かった東京の公園緑地ですが、今
回は人物にスポットを当てて東京の緑の成り立ちを紹介します。
　東京の緑の新たな視点からの展示をぜひお楽しみください。
　ご来館お待ちしております。
●期　　間
● 休 館 日
●料　　金
★交　　通

７月２日（月）～９月２６日（水）
日曜・祝日
無料
東京メトロ丸ノ内線、千代田線、日比谷線
「霞ケ関」下車徒歩３分
都営地下鉄三田線「内幸町」下車徒歩５分
ＪＲ山手線「有楽町」下車徒歩１５分

i

問い合わせ先

日比谷公園内  緑と水の市民カレッジ事務局３Ｆ  みどりの 　プラザ
〒100-0012　千代田区日比谷公園 1－5
TEL：０３-５５３２-１３４７　
http://www.tokyo-park.or.jp/college/

i

緑と水の市民カレッジ
カレッジ講座「子どもスペシャル」

緑と水の市民カレッジ
カレッジ講座「子どもスペシャル」

講座名『セミのぬけがらを探そう』
　日比谷公園をフィールドに、セミの種類や脱け殻からの見分け方などを学び
ます。都心の公園では何種類のセミが見られるでしょう。夏休みの自由研究に
オススメです。
●日　　時
●会　　場
●定　　員
● 受 講 料
★ 申込方法

★締　　切

７月２７日（金）１４時～１６時
緑と水の市民カレッジ、日比谷公園
１５組（子どもとその保護者の 2人で１組）
子どもとその保護者 2人１組 1,500 円
電話、FAX、下記ウェブサイトからお申込
み頂けます。
公益財団法人東京都公園協会
緑と水の市民カレッジ事務局
（受付時間９時～１７時、日・祝日を除く）
電話：０３-５５３２-１３０６　　
FAX：０３-５５３２-１３０７
http://www.tokyo-park.or.jp/college/
７月２０日（金）　※定員になり次第受付終了

　このほかにも７～８月開催の子どもとその保護者様向け講座が６講座あります。
詳しくは『公益財団法人東京都公園協会緑と水の市民カレッジ事務局』までお問
い合わせください。

問い合わせ先 緑と水の市民カレッジ事務局　TEL:０３-５５３２-１３０６

「第２９回全国都市緑化フェア TOKYO
 ～ TOKYO GREEN 2012～の実施計画を決定しました！②」

　前号（５・６月号）では、3 月 28 日に決定した「第 29 回全国都市緑化フェア
TOKYO～ TOKYO GREEN 2012」（開催期間：平成 24 年 9 月 29 日 ( 土 ) ～ 10 月
28 日 ( 日 )）の実施計画の中から、上野恩賜公園会場及び井の頭恩賜公園会場の
コンセプトをご紹介しましたが、今号では、その他のメイン会場となる日比谷公
園会場・浜離宮恩賜庭園会場・海の森会場・国営昭和記念公園会場のコンセプト
をご紹介します。

【日比谷公園会場】
　企業や市民の参加によるガーデンやハンギン
グバスケット等を展示するほか、来場者の参加
により、世界中が東北を応援していることを表
現する「１万人のメッセージガーデン」等を展
示します。

【浜離宮恩賜庭園会場】
　「庭園都市　江戸・東京館」等で、将
軍から庶民まで親しんでいた「江戸園
芸」や、東京に残る文化財庭園の紹介
等を通じて、江戸・東京のみどりのま
ちづくりを伝えます。

【海の森会場】
　東京の都市緑化のシンボルである「海の森」では、都民公募 3,000 人による植樹を行うほか、「海
の森」を体感する見学会等を実施します。

【国営昭和記念公園会場】
　「花の丘」等での大規模なコスモス修景をはじめ、園内各所で大規模花壇を設置します。また、
地域やボランティアと連携した多様な展示や体験イベント等を展開します。

■主なメイン会場の会場コンセプト

夢のみち２０１２
親子体験ツアー参加者募集！

夢のみち２０１２
親子体験ツアー参加者募集！

　都民のみなさんに道が日々の生活に身近な施設であることを実感していただ
くことを目的に実施する「夢のみち」事業の取組の一つとして、親子体験ツアー
を実施します。
　普段なかなか見ることができない、道路に関する施設などを親子でご一緒に
見学、体験してみませんか。

●見学場所
●日  　　時
●募集人数

首都高速中央環状品川線の工事現場
７月３１日（火）１３時から
４０名（保護者を含む）

問い合わせ先
 ・申込み先

〒163-0720　新宿区西新宿 2-7-1　小田急第一生命ビル２０階
（公財）東京都道路整備保全公社　「夢のみち」事業事務局　親子体験ツアー担当
TEL：０３-５３８１-３３８０

コース①：東京の流れを地下から変える「首都高速中央環状品川線」工事現場見学

●見学場所
●日  　　時
●募集人数

王子自動車学校
８月６日（月）１３時から
４０名（保護者を含む）

コース②：人知れず活躍する “道路お掃除隊”「ロードスイーパー（路面清掃車）」体験試乗

●見学場所
●日  　　時

●募集人数

日本橋川、神田川、隅田川（日本橋発 ー 浜離宮恩賜庭園着）
８月１０日（金）
【第１回】12 時 30 分から　【第２回】14 時 30 分から
各回３５名（保護者を含む）

★対 象 者
★参 加 費
★申込方法

小・中学生とその保護者
無料
７月１３日（消印）までに往復はがきに参加者
全員（１通につき４名まで）の住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号・希望のコース名・
希望の時間（コース③のみ）及び返信面に代表
者の住所・氏名を記入して、下記宛先までご応
募ください。必ず保護者同伴でご応募願います。

コース③：水上バスに乗って見上げよう「日本橋川・神田川・隅田川に架かる橋梁」見学

＜日比谷公園会場：1万人のメッセージガーデンイメージ＞ ＜「庭園都市　江戸・東京館」イメージ＞

第２９回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ実行委員会事務局
（東京都建設局公園緑地部計画課内）TEL:03-5320-5339

問い合わせ先

表紙  ◇  上から　環状六号線（山手通り）、本郷亀戸線（浅草通り）、境調布線（天文台通り）、
　　　　神田白山線（昌平橋通り）

●発行／平成２４年６月
●編集発行者／東京都建設局総務部総務課広報係
　新宿区西新宿２-８-１ 　ＴＥＬ(０3)５３２０-５２１２
●登録番号 (24)10　●印刷／シンソー印刷 ( 株 )　●制作協力／エイアンドエー ( 株 )

★場　　所
★ 申込方法

★締　　切

武蔵野中央公園
往復はがきまたは Eメール
sports-event@musashinoparks.comにて申し込み。
教室名、参加希望日、参加希望者全員の氏名（フリガナ）、年齢及び
連絡先（郵便番号・住所・電話番号）を記入のうえ、お申し込みく
ださい。
※申込み多数の場合は抽選。
※Eメールでの申込は開催場所を必ずご記載ください。
　また携帯メールでの申込不可。
7月 13 日（金）　※当日必着
※当選の通知は応募者全員に連絡します。

問い合わせ先
恩賜上野動物園　TEL:０３-３８２８-５１７１
多摩動物公園　　TEL:０４２-５９１-１６１１

展示風景

なお、学習・研修目的のより専門的な【学習・技術者向けツアー（テクニカルツアー）】
も別途開催しています。
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