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第30回東京都障害者総合美術展
　８月６日（木）から８月 10日（月）まで、西武池袋本店において、「第 30回東京都障害者総合美術展」を
開催しました。
　この美術展は、障害者の芸術・文化活動への参加及び優れた才能の発掘・育成を通じて障害者生活を
豊かにし、自立と社会参加を促進するとともに、障害者への理解を深めることを目的として毎年開催し
ています。
　８月６日（木）には、高円宮妃殿下のご臨席を賜り、表彰式を執り行いました。入選作品約 200点の中
から最優秀賞に輝いた伊藤賢士さんに舛添知事から賞状が手渡されると、受賞者の皆さんに盛大な拍手
が送られました。

今
月
の
主
な
内
容

このマークは、目の不自由な方などのための「音声コード」で、コード
の位置を示すために切り込みを入れています。専用の読み上げ装置で
読み取ると、記載内容を音声で聞くことができます。



　東京都では、国際的な食品の衛生管理手法（HACCP*）の考え方を用いて食の安全に
取り組む施設を「食品衛生マイスター」として認証し、都民にお知らせする「東京都食品
衛生自主管理認証制度」（以下、「都認証」という。）を実施し、食の安全・安心を確保して
います。
　平成 26年８月、この都認証の取得を目指す食品取扱施設の取組を支援するため、初
期の段階から取得までの達成状況（ステージ）を評価する「自主的衛生管理段階的推進
プログラム」（以下、「プログラム」という。）を開始しました。
　このたび、本プログラムの対象業種を、「給食・調理」（平成26年８月施行）に加えて、菓子や豆腐などの食品を「製
造・加工」する施設やスーパーなどの「販売」施設に拡大し、食品事業者の衛生管理水準の向上を図ります。

・都認証を取得するまでの達成状況を 3つのステージ（エントリー、１st、２nd）で評価するものです。
・実施すべき衛生管理の具体的内容をチェックシートで示しているため、これを使って必要な「衛生管理の実施」と
「記録」を段階的に習慣化することができます。
・２ndステージ達成後は、衛生管理マニュアルを作成することで都認証の取得が可能になります。
・達成状況に応じたステッカー（確認証）を
施設に掲示し、衛生管理への取組をアピー
ルできます。また、東京都のホームページ
で施設名や所在地を公表します。

本制度の対象は次のとおりです。
　・都内で営業許可を取得している施設　・都内の給食施設　・都外で都内流通食品を製造する営業許可施設
　・東京都が福祉等の目的で設置した都外の給食施設

都が指定した審査事業者に申請します。
（申請は有料となります。料金は施設規模等により異なります。）
指定審査事業者については、都のホームページで公開しています。
※認証制度や認証取組施設の詳細はホームページをご覧ください。

福祉保健局健康安全部食品監視課
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/ninshou/index.html

03-5320-4475問
HP

TEL

♦認証マーク

♦ ステッカー（確認証）

ハ サ ッ プ

食べるを守る「東京都食品衛生マイスター」
を応援しています！

特集

*HACCP（ハサップ）とは
　　材料の仕入れから製品として出荷・提供するまでの工程全体におけるリスクを分析し（危害分析：Hazard Analysis）、
健康被害発生を防止するため特に厳重な管理が必要な工程（重要管理点：Critical Control Point）を特定して、継続的
に監視・記録する仕組みです。

プログラムの特徴

プログラムの対象者

プログラムの活用の申請先

自主管理認証制度 検索

　社会に長年尽くしてこられた高齢者を敬愛し、長寿をお祝いするとともに、広
く都民の方々に福祉についての関心と理解を深めていただくため、９月15日の
老人の日と老人週間を中心に、各種施設の無料公開と入場料の割引が行われます。

9 月 15日～ 21日は「老人週間」です

　「老人週間」施設等の無料公開と割引
※窓口で年齢のわかるものを提示してください。　詳細は各施設へお問合わせください。

対　象　施　設 電話番号 対 象 日 程 内　　容

無

料

公

開

恩賜上野動物園 03（3828）5171

60歳以上
※60歳以上
の方で介助が
必要な場合
付添者１名可

9/15（火）
～9/21（月）

公園等の入場無料（期間中休園日無）
井の頭自然文化園 0422（46）1100
夢の島熱帯植物館 03（3522）0281
神代植物公園 042（483）2300
東京港野鳥公園 03（3799）5031
多摩動物公園 042（591）1611 公園等の入場無料（9/16（水曜）休）葛西臨海水族園 03（3869）5152
浜離宮恩賜庭園 03（3541）0200

庭園等の入場無料（休園日無）

旧芝離宮恩賜庭園 03（3434）4029
六義園 03（3941）2222
向島百花園 03（3611）8705
旧古河庭園 03（3910）0394
清澄庭園 03（3641）5892
殿ヶ谷戸庭園 042（324）7991
小石川後楽園 03（3811）3015
旧岩崎邸庭園 03（3823）8340
東京都庭園美術館 03（3443）0201

65歳以上
※本人のみ

9/21（月）
敬老の日

庭園入園料無料（一部工事中のため、
ご覧いただけない場所があります。）

東京都江戸東京博物館 03（3626）9974 「常設展」観覧料無料
江戸東京たてもの園 042（388）3300 入園料無料
東京都現代美術館 03（5245）4111 9/15（火）

～9/21（月）「常設展」「企画展」観覧料無料

東京都美術館
公募展 03（3823）6921

年齢不問
9/15（火） 第59回書宋院展（会期9/9～9/15)
9/18（金）
～9/21（月）

第100回記念書教展
（会期9/18～9/24)

65歳以上
※本人のみ

9/17（木）
～9/21（月）

第45回記念 「双樹展」
（会期9/17～9/24)

70歳以上
※本人のみ

9/15（火）
・9/16（水）

第41回美術の祭典「東京展」
(会期9/9～9/16）

9/18（金）
～9/21（月）

第87回「新構造展」
(会期9/18～9/24)

9/18（金） 第77回「一水会展」
(会期9/18～10/3）

入

場

割

引

東京都美術館
公募展 03（3823）6921

70歳以上
※本人のみ

9/15（火）
・9/16（水）

再興第100回　院展
（会期9/1～9/16) 割引入場料700円

65歳以上
※本人のみ

9/15（火）
・9/16（水）

第51回 主体展
(会期9/1～9/16) 割引入場料500円

東京都交響楽団主催の演奏会
S席、３割引き(6,500円→4,550円）
※事前に「老人週間」による割引
　希望と告げて、都響ガイド
　☎03-3822-0727へ
　・予約申込み（要生年月日）
　・直接購入(要証明書）
※ホームページ申込みフォーム
にての申込み（要生年月日入力）

03（3822）0727 65歳以上※本人のみ
9/24（木）
19時
東京文化会館

9月24日(木）19時
東京文化会館大ホールで。
東京都交響楽団第793回定期演奏会
Aシリーズ
　
指揮/オリヴァー･ナッセン　
ヴァイオリン/リーラ･ジョセフォウイッツ
　○ ナッセン作曲：ヴァイオリン協奏曲
OP.30

　○ ムソルグスキー作曲
　　（ストコフスキー編曲）
　　：組曲≪展覧会の絵≫
　　他
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健康被害発生を防止するため特に厳重な管理が必要な工程（重要管理点：Critical Control Point）を特定して、継続的
に監視・記録する仕組みです。

プログラムの特徴

プログラムの対象者

プログラムの活用の申請先

自主管理認証制度 検索

　社会に長年尽くしてこられた高齢者を敬愛し、長寿をお祝いするとともに、広
く都民の方々に福祉についての関心と理解を深めていただくため、９月15日の
老人の日と老人週間を中心に、各種施設の無料公開と入場料の割引が行われます。

9 月 15日～ 21日は「老人週間」です

　「老人週間」施設等の無料公開と割引
※窓口で年齢のわかるものを提示してください。　詳細は各施設へお問合わせください。

対　象　施　設 電話番号 対 象 日 程 内　　容

無

料

公

開

恩賜上野動物園 03（3828）5171

60歳以上
※60歳以上
の方で介助が
必要な場合
付添者１名可

9/15（火）
～9/21（月）

公園等の入場無料（期間中休園日無）
井の頭自然文化園 0422（46）1100
夢の島熱帯植物館 03（3522）0281
神代植物公園 042（483）2300
東京港野鳥公園 03（3799）5031
多摩動物公園 042（591）1611 公園等の入場無料（9/16（水曜）休）葛西臨海水族園 03（3869）5152
浜離宮恩賜庭園 03（3541）0200

庭園等の入場無料（休園日無）

旧芝離宮恩賜庭園 03（3434）4029
六義園 03（3941）2222
向島百花園 03（3611）8705
旧古河庭園 03（3910）0394
清澄庭園 03（3641）5892
殿ヶ谷戸庭園 042（324）7991
小石川後楽園 03（3811）3015
旧岩崎邸庭園 03（3823）8340
東京都庭園美術館 03（3443）0201

65歳以上
※本人のみ

9/21（月）
敬老の日

庭園入園料無料（一部工事中のため、
ご覧いただけない場所があります。）

東京都江戸東京博物館 03（3626）9974 「常設展」観覧料無料
江戸東京たてもの園 042（388）3300 入園料無料
東京都現代美術館 03（5245）4111 9/15（火）

～9/21（月）「常設展」「企画展」観覧料無料

東京都美術館
公募展 03（3823）6921

年齢不問
9/15（火） 第59回書宋院展（会期9/9～9/15)
9/18（金）
～9/21（月）

第100回記念書教展
（会期9/18～9/24)

65歳以上
※本人のみ

9/17（木）
～9/21（月）

第45回記念 「双樹展」
（会期9/17～9/24)

70歳以上
※本人のみ

9/15（火）
・9/16（水）

第41回美術の祭典「東京展」
(会期9/9～9/16）

9/18（金）
～9/21（月）

第87回「新構造展」
(会期9/18～9/24)

9/18（金） 第77回「一水会展」
(会期9/18～10/3）

入

場

割

引

東京都美術館
公募展 03（3823）6921

70歳以上
※本人のみ

9/15（火）
・9/16（水）

再興第100回　院展
（会期9/1～9/16) 割引入場料700円

65歳以上
※本人のみ

9/15（火）
・9/16（水）

第51回 主体展
(会期9/1～9/16) 割引入場料500円

東京都交響楽団主催の演奏会
S席、３割引き(6,500円→4,550円）
※事前に「老人週間」による割引
　希望と告げて、都響ガイド
　☎03-3822-0727へ
　・予約申込み（要生年月日）
　・直接購入(要証明書）
※ホームページ申込みフォーム
にての申込み（要生年月日入力）

03（3822）0727 65歳以上※本人のみ
9/24（木）
19時
東京文化会館

9月24日(木）19時
東京文化会館大ホールで。
東京都交響楽団第793回定期演奏会
Aシリーズ
　
指揮/オリヴァー･ナッセン　
ヴァイオリン/リーラ･ジョセフォウイッツ
　○ ナッセン作曲：ヴァイオリン協奏曲
OP.30

　○ ムソルグスキー作曲
　　（ストコフスキー編曲）
　　：組曲≪展覧会の絵≫
　　他
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　９月26日（土）～27日（日）、上野恩賜公園にて、都民の皆さんやがん患者の方・ご家族の方々がチーム
を作って、会場を交代で24時間歩きながら、がん予防・がん征圧・がん患者支援をテーマとするチャリティー
ウォーキングイベントを開催します。
　会場では、音楽やトークショー、パフォーマンスなどのステージイベント、セレモニーも行われます。また、
ブースでは、ゲームなどで遊びながら、がんについて学ぶことができます。皆さんも楽しみながら、がんについ
て学んでみませんか。
　実行委員会顧問であるアグネス・チャンさんも参加されます。ぜひお立ち寄りください。

　東京都社会福祉協議会では、地域や家族の多様な「つながり」をひろげるため、以下の事業を実施します
（後援：東京都）。

募集内容
　大都会東京において、地域や家族のつながりが薄れていく中、人々が多様な形でつながり、支えあっている
体験談やその体験をもとにした提案などを2,000～3,000字程度の作文や活動レポートとして募集します。

応募資格  以下のいずれかにあてはまる方（応募は１人１作品）
　○東京都内に在住、在勤または在学の方
　○都内のボランティア団体やNPO法人で活動している方

応募締切日 　平成27年９月30日（水）必着
賞状および賞金
　○東京都知事賞 ………………………………………… 1編　賞状・賞金20万円
　○東京新聞賞 …………………………………………… 1編　賞状・賞金10万円
　○東京都社会福祉協議会会長賞 ……………………… 2編　賞状・賞金 5万円
　○運営委員会委員長賞（青少年特別賞１編含む） … 6編程度　賞状・記念品
発　表 　平成28年１月
　東京新聞（予定）、「きずなづくり大賞」専用ホームページに掲載するとともに、入賞者には郵送でご連絡いた
します。平成28年３月には表彰式を行い、作品は「入選集」として広く都民や関係団体等へ広報いたします。
問  （＊応募方法等の詳細はホームページへ） 　
　　社会福祉法人 東京都社会福祉協議会　東京ボランティア・市民活動センター

　　「きずなづくり大賞」事務局（小野・熊谷）
　　〒162-0823　東京都新宿区神楽河岸１－１　飯田橋セントラルプラザ10F
TEL  03-3235-1171　 FAX  03-3235-0050　 E-mail kizunazukuri@tvac.or.jp
専用 HP  http://kizunazukuri.net/

日　時：9月26日(土)12時～27日(日)12時
場　所：上野恩賜公園・噴水広場
問  リレー・フォー・ライフ・ジャパン2015東京上野実行委員会
TEL  03-6903-6088
HP  http://relayforlife.jp/tokyo-ueno/

『きずなづくり大賞2015』作文募集！

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4363

イベントについて

　６月23日（火）、都庁において、公益財団法人日本
生命財団（ニッセイ財団）から“広がれ、元気っこ活動”
（子ども自身が主人公となって行う自然体験や、冒
険遊び場活動、療育支援活動、地域の子育て支援活
動等）及び“生き生きシニア活動”（元気な高齢者の地
域貢献活動）団体への助成・顕彰式が開催されまし
た。この助成は、毎年、全国都道府県知事に候補団
体の推薦依頼があり、ニッセイ財団から民間団体に
対して行われています。
　当日は梶原洋福祉保健局長、芦田真吾生活福祉部
長、枦山日出男高齢社会対策部長、高原俊幸障害者
施策推進部長、手島浩二少子社会対策部長立会いのもと、ニッセイ財団伯井穗文常務理事から、りぷりん
とフレンズ・としまをはじめ11団体に、助成金の目録が贈られました。その後の懇談会では、各団体から
日頃の活動についてお話を伺い、積極的な意見交換が行われました。

　９月は国が定めた健康増進普及月間であり、東京都も食生活を改善するための普及運動を実施してい
ます。
　健康日本21（第二次）では、成人の１日の野菜摂取目標量は350ｇ以上とされていますが、都民の野菜
摂取状況をみると、約７割の方が目標量に達していません。
　そこで東京都では、区市町村や関連団体等と協力しながら、１食当たり500kcal台野菜たっぷりバラ
ンスランチメニュー等を募集し、ホームページでの情報提供や都庁内でのパネル展示等を行うなど、野
菜の摂取量の増加を目指した取組を推進します（詳しくは、東京都福祉保健局ホームページ「とうきょう
健康ステーション」をご覧ください。）。
　日頃の食生活の見直しのためにも、外食・中食＊を食べる際は、野菜たっぷりのメニューを選択したり、
サラダや和え物などの野菜料理をプラスするなど、普段よりちょっとだけ野菜を意識して食べる、ベジ
食べる（ベジタブル）習慣を始めてみませんか。

＊ 中食：持ち帰り弁当やおにぎり、そうざい類など調理済みの料理を購入して家や職場などで食べる食事のことです。

“広がれ、元気っこ活動”都内11団体にニッセイ財団から助成

野菜っていいね！350ｇベジ食べる習慣！
～９月は東京都食生活改善普及運動を実施します～

主食・主菜・副菜のそろった
食事を食べよう！

カレーや丼などの単品ものに
サラダや和え物をプラス！

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4357

　 HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/ei_syo/torikumi/

福祉保健 ８月号4



　９月26日（土）～27日（日）、上野恩賜公園にて、都民の皆さんやがん患者の方・ご家族の方々がチーム
を作って、会場を交代で24時間歩きながら、がん予防・がん征圧・がん患者支援をテーマとするチャリティー
ウォーキングイベントを開催します。
　会場では、音楽やトークショー、パフォーマンスなどのステージイベント、セレモニーも行われます。また、
ブースでは、ゲームなどで遊びながら、がんについて学ぶことができます。皆さんも楽しみながら、がんについ
て学んでみませんか。
　実行委員会顧問であるアグネス・チャンさんも参加されます。ぜひお立ち寄りください。

　東京都社会福祉協議会では、地域や家族の多様な「つながり」をひろげるため、以下の事業を実施します
（後援：東京都）。

募集内容
　大都会東京において、地域や家族のつながりが薄れていく中、人々が多様な形でつながり、支えあっている
体験談やその体験をもとにした提案などを2,000～3,000字程度の作文や活動レポートとして募集します。

応募資格  以下のいずれかにあてはまる方（応募は１人１作品）
　○東京都内に在住、在勤または在学の方
　○都内のボランティア団体やNPO法人で活動している方

応募締切日 　平成27年９月30日（水）必着
賞状および賞金
　○東京都知事賞 ………………………………………… 1編　賞状・賞金20万円
　○東京新聞賞 …………………………………………… 1編　賞状・賞金10万円
　○東京都社会福祉協議会会長賞 ……………………… 2編　賞状・賞金 5万円
　○運営委員会委員長賞（青少年特別賞１編含む） … 6編程度　賞状・記念品
発　表 　平成28年１月
　東京新聞（予定）、「きずなづくり大賞」専用ホームページに掲載するとともに、入賞者には郵送でご連絡いた
します。平成28年３月には表彰式を行い、作品は「入選集」として広く都民や関係団体等へ広報いたします。
問  （＊応募方法等の詳細はホームページへ） 　
　　社会福祉法人 東京都社会福祉協議会　東京ボランティア・市民活動センター

　　「きずなづくり大賞」事務局（小野・熊谷）
　　〒162-0823　東京都新宿区神楽河岸１－１　飯田橋セントラルプラザ10F
TEL  03-3235-1171　 FAX  03-3235-0050　 E-mail kizunazukuri@tvac.or.jp
専用 HP  http://kizunazukuri.net/
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問  リレー・フォー・ライフ・ジャパン2015東京上野実行委員会
TEL  03-6903-6088
HP  http://relayforlife.jp/tokyo-ueno/

『きずなづくり大賞2015』作文募集！

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4363

イベントについて

　６月23日（火）、都庁において、公益財団法人日本
生命財団（ニッセイ財団）から“広がれ、元気っこ活動”
（子ども自身が主人公となって行う自然体験や、冒
険遊び場活動、療育支援活動、地域の子育て支援活
動等）及び“生き生きシニア活動”（元気な高齢者の地
域貢献活動）団体への助成・顕彰式が開催されまし
た。この助成は、毎年、全国都道府県知事に候補団
体の推薦依頼があり、ニッセイ財団から民間団体に
対して行われています。
　当日は梶原洋福祉保健局長、芦田真吾生活福祉部
長、枦山日出男高齢社会対策部長、高原俊幸障害者
施策推進部長、手島浩二少子社会対策部長立会いのもと、ニッセイ財団伯井穗文常務理事から、りぷりん
とフレンズ・としまをはじめ11団体に、助成金の目録が贈られました。その後の懇談会では、各団体から
日頃の活動についてお話を伺い、積極的な意見交換が行われました。

　９月は国が定めた健康増進普及月間であり、東京都も食生活を改善するための普及運動を実施してい
ます。
　健康日本21（第二次）では、成人の１日の野菜摂取目標量は350ｇ以上とされていますが、都民の野菜
摂取状況をみると、約７割の方が目標量に達していません。
　そこで東京都では、区市町村や関連団体等と協力しながら、１食当たり500kcal台野菜たっぷりバラ
ンスランチメニュー等を募集し、ホームページでの情報提供や都庁内でのパネル展示等を行うなど、野
菜の摂取量の増加を目指した取組を推進します（詳しくは、東京都福祉保健局ホームページ「とうきょう
健康ステーション」をご覧ください。）。
　日頃の食生活の見直しのためにも、外食・中食＊を食べる際は、野菜たっぷりのメニューを選択したり、
サラダや和え物などの野菜料理をプラスするなど、普段よりちょっとだけ野菜を意識して食べる、ベジ
食べる（ベジタブル）習慣を始めてみませんか。

＊ 中食：持ち帰り弁当やおにぎり、そうざい類など調理済みの料理を購入して家や職場などで食べる食事のことです。

“広がれ、元気っこ活動”都内11団体にニッセイ財団から助成

野菜っていいね！350ｇベジ食べる習慣！
～９月は東京都食生活改善普及運動を実施します～

主食・主菜・副菜のそろった
食事を食べよう！

カレーや丼などの単品ものに
サラダや和え物をプラス！

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4357

　 HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/ei_syo/torikumi/
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　９月26日（土）～27日（日）、上野恩賜公園にて、都民の皆さんやがん患者の方・ご家族の方々がチーム
を作って、会場を交代で24時間歩きながら、がん予防・がん征圧・がん患者支援をテーマとするチャリティー
ウォーキングイベントを開催します。
　会場では、音楽やトークショー、パフォーマンスなどのステージイベント、セレモニーも行われます。また、
ブースでは、ゲームなどで遊びながら、がんについて学ぶことができます。皆さんも楽しみながら、がんについ
て学んでみませんか。
　実行委員会顧問であるアグネス・チャンさんも参加されます。ぜひお立ち寄りください。

　東京都社会福祉協議会では、地域や家族の多様な「つながり」をひろげるため、以下の事業を実施します
（後援：東京都）。

募集内容
　大都会東京において、地域や家族のつながりが薄れていく中、人々が多様な形でつながり、支えあっている
体験談やその体験をもとにした提案などを2,000～3,000字程度の作文や活動レポートとして募集します。

応募資格  以下のいずれかにあてはまる方（応募は１人１作品）
　○東京都内に在住、在勤または在学の方
　○都内のボランティア団体やNPO法人で活動している方

応募締切日 　平成27年９月30日（水）必着
賞状および賞金
　○東京都知事賞 ………………………………………… 1編　賞状・賞金20万円
　○東京新聞賞 …………………………………………… 1編　賞状・賞金10万円
　○東京都社会福祉協議会会長賞 ……………………… 2編　賞状・賞金 5万円
　○運営委員会委員長賞（青少年特別賞１編含む） … 6編程度　賞状・記念品
発　表 　平成28年１月
　東京新聞（予定）、「きずなづくり大賞」専用ホームページに掲載するとともに、入賞者には郵送でご連絡いた
します。平成28年３月には表彰式を行い、作品は「入選集」として広く都民や関係団体等へ広報いたします。
問  （＊応募方法等の詳細はホームページへ） 　
　　社会福祉法人 東京都社会福祉協議会　東京ボランティア・市民活動センター

　　「きずなづくり大賞」事務局（小野・熊谷）
　　〒162-0823　東京都新宿区神楽河岸１－１　飯田橋セントラルプラザ10F
TEL  03-3235-1171　 FAX  03-3235-0050　 E-mail kizunazukuri@tvac.or.jp
専用 HP  http://kizunazukuri.net/

日　時：9月26日(土)12時～27日(日)12時
場　所：上野恩賜公園・噴水広場
問  リレー・フォー・ライフ・ジャパン2015東京上野実行委員会
TEL  03-6903-6088
HP  http://relayforlife.jp/tokyo-ueno/

『きずなづくり大賞2015』作文募集！

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4363

イベントについて

　６月23日（火）、都庁において、公益財団法人日本
生命財団（ニッセイ財団）から“広がれ、元気っこ活動”
（子ども自身が主人公となって行う自然体験や、冒
険遊び場活動、療育支援活動、地域の子育て支援活
動等）及び“生き生きシニア活動”（元気な高齢者の地
域貢献活動）団体への助成・顕彰式が開催されまし
た。この助成は、毎年、全国都道府県知事に候補団
体の推薦依頼があり、ニッセイ財団から民間団体に
対して行われています。
　当日は梶原洋福祉保健局長、芦田真吾生活福祉部
長、枦山日出男高齢社会対策部長、高原俊幸障害者
施策推進部長、手島浩二少子社会対策部長立会いのもと、ニッセイ財団伯井穗文常務理事から、りぷりん
とフレンズ・としまをはじめ11団体に、助成金の目録が贈られました。その後の懇談会では、各団体から
日頃の活動についてお話を伺い、積極的な意見交換が行われました。

　９月は国が定めた健康増進普及月間であり、東京都も食生活を改善するための普及運動を実施してい
ます。
　健康日本21（第二次）では、成人の１日の野菜摂取目標量は350ｇ以上とされていますが、都民の野菜
摂取状況をみると、約７割の方が目標量に達していません。
　そこで東京都では、区市町村や関連団体等と協力しながら、１食当たり500kcal台野菜たっぷりバラ
ンスランチメニュー等を募集し、ホームページでの情報提供や都庁内でのパネル展示等を行うなど、野
菜の摂取量の増加を目指した取組を推進します（詳しくは、東京都福祉保健局ホームページ「とうきょう
健康ステーション」をご覧ください。）。
　日頃の食生活の見直しのためにも、外食・中食＊を食べる際は、野菜たっぷりのメニューを選択したり、
サラダや和え物などの野菜料理をプラスするなど、普段よりちょっとだけ野菜を意識して食べる、ベジ
食べる（ベジタブル）習慣を始めてみませんか。

＊ 中食：持ち帰り弁当やおにぎり、そうざい類など調理済みの料理を購入して家や職場などで食べる食事のことです。

“広がれ、元気っこ活動”都内11団体にニッセイ財団から助成

野菜っていいね！350ｇベジ食べる習慣！
～９月は東京都食生活改善普及運動を実施します～

主食・主菜・副菜のそろった
食事を食べよう！

カレーや丼などの単品ものに
サラダや和え物をプラス！

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4357

　 HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/ei_syo/torikumi/
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◆  お楽しみ特別イベント
     「おうちの電気を“見える化”しよう！」＆パラスポーツ（ボッチャ）体験を開催します
日　時　９月 13日（日）10時から 15時まで
会　場　東京都障害者福祉会館　集会室Ａほか

内　容　ソーラーハウスを自分で作ってみよう！
　　　　クランプメーターで機器の電気量を図ってみよう！お家の機器を持ち込み可
　　　　ボッチャを体験してみよう！
備　考　入場料無料
申込み　事前の参加申し込みは不要です。
ソーラーハウスは当日先着 50人
問  東京都障害者福祉会館　 TEL 03-3455-6321　 FAX  03-3453-6550

◆  就職希望者のための福祉保健局業務説明会
　福祉保健局において、福祉・保健・医療の現場の第一線で活躍している「看護教員」「児童福祉司」
「児童心理司」「児童自立支援専門員」について、職務のやりがいや魅力をお伝えします。
日　時　平成 27年９月５日（土）13時 30分から 17時まで
会　場　東京都庁第一本庁舎 25階
内　容　（１）福祉保健局の概要及び東京都職員について
　　　　（２）職種別業務説明会（業務内容の紹介、先輩職員からのメッセージ、個別相談等）
申込み　 ８月31日（月）までに、下記ホームページ掲載の申込書をメールまたはFAXにてお送りください。
備　考　服装自由、当日参加可、入退出自由
問  福祉保健局総務部職員課人事担当　 TEL 03-5320-4023　 FAX  03-5388-1400

E-mail S0000191@section.metro.tokyo.jp
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/saiyou/works/gyoumusetsumeikai/270905.html

◆  老年学・老年医学公開講座「紹介します！高齢者にやさしい最新医療」
日　時　９月 11日（金）13時 15分から 16時 15分まで
会　場　板橋区立文化会館大ホール
講　師　原田和昌（東京都健康長寿医療センター副院長）ほか
申込み　事前申込は不要　当日先着 1,200 人　手話通訳あり
問  東京都健康長寿医療センター広報普及係　 TEL 03-3964-3241
HP  http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

◆  看護職再就職相談会「ふれあいナースバンク」を開催します。
日　時　①９月３日（木）　②９月 11日（金）いずれも 13時 30分から 16時まで
会　場　①ナースバンク立川　②東京都ナースプラザ（ナースバンク東京）
内　容　 再就職を希望する看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）と看護職員を募集してい

る都内病院等の採用担当者による再就職相談会（参加費無料）
備　考　求職者は事前申込不要、履歴書不要、子供同伴可
詳細は HP  https://www.np-tokyo.jp
問  東京都ナースプラザ　 TEL 03-3359-3388
　　又は福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL 03-5320-4447

◆  平成27年度第４回都医学研都民講座「iPS細胞等を用いた再生医療の最前線」
　公益財団法人東京都医学総合研究所では、下記のとおり都民講座を開催いたします。
日　時　平成 27年９月３日（木）14時 30分から 16時まで（開場：13時 30分）
場　所　一橋講堂（千代田区一ツ橋２- １- ２　学術総合センター２階）
定　員　 抽選で 500名様　入場無料
申込み　事前申込制・往復はがきにて （１通につき２名様まで）　
　　　　 〒 156-8506 東京都世田谷区上北沢２- １- ６　東京都医学総合研究所 研究推進課 普及広報係宛
　　　　 住所、氏名（ふりがな）: ２名希望の場合は両氏名、電話番号（日中のご連絡先）「９月３

日開催、第４回都民講座参加希望」とご記入ください。
　　　　 ※「要約筆記」ご希望の方には、要約筆記がご覧いただけるお席にご案内させていただきます。

関係上、応募にあたりましては「要約筆記希望」とご記入いただきますよう、お願いいたします。
申込締切　平成 27年８月 27日（消印有効）
問  公益財団法人東京都医学総合研究所普及広報係　 TEL 03-5316-3109　 FAX  03-5316-3150

お知らせ

◆  東京都障害者スポーツセンター
開　催　名 開 催 日 ・ 時 間 対 象 者 申 込

総
　合

チャレンジスポーツ(ボッチャ)　※１ １０月３日(土)１３時～１５時 障害児者 必要
(申込期間：8/22～9/12)

第28回はばたき陸上大会　※２ １０月４日(日) 障害児者 必要
(申込期間：8/4～9/4)

シンクロナイズドスイミング教室　※３ １０月１０日(土)１２時～１２時５０分 障害児者 必要
(申込期間：8/29～9/19)

多
　摩

日曜広場　※４ ８月２３日（日）１３時～１５時
９月２０日（日）１３時～１５時

障害児者・介護者
地域住民

不要納涼祭　※５ ８月２９日（土）１３時～２０時（予定） 障害児者・介護者
地域住民

リズムタイム　※６ ９月５日（土）１２時～１３時 障害児者・介護者
地域住民

※１ クラブ活動に参加し、メンバーと交流しながら一緒に身体を動かしましょう！
※２  初めて大会に出場する方も安心して参加できます！日頃の練習の成果の発表の場として、大会を通じて沢山の仲間と出会う場として新しいステージへ踏み

出してみませんか？
※３ 音楽に合わせて水中で楽しく身体を動かすシンクロをみんなで楽しみましょう。3月まで毎月(全6回)開催します。
 (※１～３　参加には事前の申し込みが必要になりますので、当センター受付またはHPにて掲載しております申込書にご記入の上、　FAX、郵送または直接ご来
館にてお申し込みください。また、詳細は当センター受付またはHPにてご確認ください。)
※４ 月ごとに変わるテーマで楽しみます。8月は「盆踊り」です。
※５ 毎年恒例の夏祭りです。模擬店、盆踊り、イベント‥夏休みの最後にみんなで楽しみましょう！
※６ 音楽に合わせて身体を動かしましょう！あなたは何曲マスターできるかな？

問  東京都障害者総合スポーツセンター
　　   TEL  03-3907-5631   FAX  03-3907-5613   HP  http://www.tokyo-mscd.com/
問  東京都多摩障害者スポーツセンター
　　   TEL  042-573-3811   FAX  042-574-8579   HP  http://www.tamaspo.com/

◆  島しょ町村等医療従事者募集
　東京都の島しょ・山間地域の医療機関で働いてみませんか？
現在医師、看護師、助産師、薬剤師、代診医（登録制）を募集しています。
※町立八丈病院助産師・薬剤師急募！
お問合せは下記まで
問  東京都へき地医療支援機構無料職業紹介事業所（福祉保健局医療政策部救急災害医療課内）
TEL 03-5320-4428
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/tousyo_bosyu/index.html

◆  専門点訳奉仕員養成講習会（英語・理数・楽譜）
対　　象　 視覚障害福祉に対する理解と熱意、点訳に関する知識と経験があり、受講後都内で活動

できる方
講習期間　10月上旬から３月まで
講習内容　①英語コース（水）②理数コース（木又は金）③楽譜コース（水）
定　　員　各10人　点訳課題の提出と、来館しての校正試験があります。
申込書の入手方法　 希望コース名を明記した用紙と、92円切手を貼った返信用封筒（住所・氏名記入）を

同封して、９月10日（消印有効）までに日本盲人会連合点字図書館（〒169-8664
新宿区西早稲田２-18-２）へ

申 込 み　所定の申込書で９月17日（消印有効）までに上記申込書で同館へ。
問  日本盲人会連合点字図書館　 TEL  03-3200-6160
　　福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL  03-5320-4147　 FAX  03-5388-1408

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会

申込み　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
問  日本オストミー協会東京都協議会　 TEL  03-5272-3550
　   福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL  03-5320-4147　 FAX  03-5388-1408

①　「泌尿器系ストーマのオストメイト講習会」
日　時　９月6日（日）13時30分から16時30分まで
会　場　国分寺労政会館（国分寺市南町3-22-10）

②　「消化器系ストーマのオストメイト講習会」
日　時　９月20日（日）13時30分から16時30分まで
会　場　江東区亀戸文化センター（江東区亀戸2-19-1）
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◆  お楽しみ特別イベント
     「おうちの電気を“見える化”しよう！」＆パラスポーツ（ボッチャ）体験を開催します
日　時　９月 13日（日）10時から 15時まで
会　場　東京都障害者福祉会館　集会室Ａほか

内　容　ソーラーハウスを自分で作ってみよう！
　　　　クランプメーターで機器の電気量を図ってみよう！お家の機器を持ち込み可
　　　　ボッチャを体験してみよう！
備　考　入場料無料
申込み　事前の参加申し込みは不要です。
ソーラーハウスは当日先着 50人
問  東京都障害者福祉会館　 TEL 03-3455-6321　 FAX  03-3453-6550

◆  就職希望者のための福祉保健局業務説明会
　福祉保健局において、福祉・保健・医療の現場の第一線で活躍している「看護教員」「児童福祉司」
「児童心理司」「児童自立支援専門員」について、職務のやりがいや魅力をお伝えします。
日　時　平成 27年９月５日（土）13時 30分から 17時まで
会　場　東京都庁第一本庁舎 25階
内　容　（１）福祉保健局の概要及び東京都職員について
　　　　（２）職種別業務説明会（業務内容の紹介、先輩職員からのメッセージ、個別相談等）
申込み　 ８月31日（月）までに、下記ホームページ掲載の申込書をメールまたはFAXにてお送りください。
備　考　服装自由、当日参加可、入退出自由
問  福祉保健局総務部職員課人事担当　 TEL 03-5320-4023　 FAX  03-5388-1400

E-mail S0000191@section.metro.tokyo.jp
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/saiyou/works/gyoumusetsumeikai/270905.html

◆  老年学・老年医学公開講座「紹介します！高齢者にやさしい最新医療」
日　時　９月 11日（金）13時 15分から 16時 15分まで
会　場　板橋区立文化会館大ホール
講　師　原田和昌（東京都健康長寿医療センター副院長）ほか
申込み　事前申込は不要　当日先着 1,200 人　手話通訳あり
問  東京都健康長寿医療センター広報普及係　 TEL 03-3964-3241
HP  http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

◆  看護職再就職相談会「ふれあいナースバンク」を開催します。
日　時　①９月３日（木）　②９月 11日（金）いずれも 13時 30分から 16時まで
会　場　①ナースバンク立川　②東京都ナースプラザ（ナースバンク東京）
内　容　 再就職を希望する看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）と看護職員を募集してい

る都内病院等の採用担当者による再就職相談会（参加費無料）
備　考　求職者は事前申込不要、履歴書不要、子供同伴可
詳細は HP  https://www.np-tokyo.jp
問  東京都ナースプラザ　 TEL 03-3359-3388
　　又は福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL 03-5320-4447

◆  平成27年度第４回都医学研都民講座「iPS細胞等を用いた再生医療の最前線」
　公益財団法人東京都医学総合研究所では、下記のとおり都民講座を開催いたします。
日　時　平成 27年９月３日（木）14時 30分から 16時まで（開場：13時 30分）
場　所　一橋講堂（千代田区一ツ橋２- １- ２　学術総合センター２階）
定　員　 抽選で 500名様　入場無料
申込み　事前申込制・往復はがきにて （１通につき２名様まで）　
　　　　 〒 156-8506 東京都世田谷区上北沢２- １- ６　東京都医学総合研究所 研究推進課 普及広報係宛
　　　　 住所、氏名（ふりがな）: ２名希望の場合は両氏名、電話番号（日中のご連絡先）「９月３

日開催、第４回都民講座参加希望」とご記入ください。
　　　　 ※「要約筆記」ご希望の方には、要約筆記がご覧いただけるお席にご案内させていただきます。

関係上、応募にあたりましては「要約筆記希望」とご記入いただきますよう、お願いいたします。
申込締切　平成 27年８月 27日（消印有効）
問  公益財団法人東京都医学総合研究所普及広報係　 TEL 03-5316-3109　 FAX  03-5316-3150

お知らせ

◆  東京都障害者スポーツセンター
開　催　名 開 催 日 ・ 時 間 対 象 者 申 込

総
　合

チャレンジスポーツ(ボッチャ)　※１ １０月３日(土)１３時～１５時 障害児者 必要
(申込期間：8/22～9/12)

第28回はばたき陸上大会　※２ １０月４日(日) 障害児者 必要
(申込期間：8/4～9/4)

シンクロナイズドスイミング教室　※３ １０月１０日(土)１２時～１２時５０分 障害児者 必要
(申込期間：8/29～9/19)

多
　摩

日曜広場　※４ ８月２３日（日）１３時～１５時
９月２０日（日）１３時～１５時

障害児者・介護者
地域住民

不要納涼祭　※５ ８月２９日（土）１３時～２０時（予定） 障害児者・介護者
地域住民

リズムタイム　※６ ９月５日（土）１２時～１３時 障害児者・介護者
地域住民

※１ クラブ活動に参加し、メンバーと交流しながら一緒に身体を動かしましょう！
※２  初めて大会に出場する方も安心して参加できます！日頃の練習の成果の発表の場として、大会を通じて沢山の仲間と出会う場として新しいステージへ踏み

出してみませんか？
※３ 音楽に合わせて水中で楽しく身体を動かすシンクロをみんなで楽しみましょう。3月まで毎月(全6回)開催します。
 (※１～３　参加には事前の申し込みが必要になりますので、当センター受付またはHPにて掲載しております申込書にご記入の上、　FAX、郵送または直接ご来
館にてお申し込みください。また、詳細は当センター受付またはHPにてご確認ください。)
※４ 月ごとに変わるテーマで楽しみます。8月は「盆踊り」です。
※５ 毎年恒例の夏祭りです。模擬店、盆踊り、イベント‥夏休みの最後にみんなで楽しみましょう！
※６ 音楽に合わせて身体を動かしましょう！あなたは何曲マスターできるかな？

問  東京都障害者総合スポーツセンター
　　   TEL  03-3907-5631   FAX  03-3907-5613   HP  http://www.tokyo-mscd.com/
問  東京都多摩障害者スポーツセンター
　　   TEL  042-573-3811   FAX  042-574-8579   HP  http://www.tamaspo.com/

◆  島しょ町村等医療従事者募集
　東京都の島しょ・山間地域の医療機関で働いてみませんか？
現在医師、看護師、助産師、薬剤師、代診医（登録制）を募集しています。
※町立八丈病院助産師・薬剤師急募！
お問合せは下記まで
問  東京都へき地医療支援機構無料職業紹介事業所（福祉保健局医療政策部救急災害医療課内）
TEL 03-5320-4428
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/tousyo_bosyu/index.html

◆  専門点訳奉仕員養成講習会（英語・理数・楽譜）
対　　象　 視覚障害福祉に対する理解と熱意、点訳に関する知識と経験があり、受講後都内で活動

できる方
講習期間　10月上旬から３月まで
講習内容　①英語コース（水）②理数コース（木又は金）③楽譜コース（水）
定　　員　各10人　点訳課題の提出と、来館しての校正試験があります。
申込書の入手方法　 希望コース名を明記した用紙と、92円切手を貼った返信用封筒（住所・氏名記入）を

同封して、９月10日（消印有効）までに日本盲人会連合点字図書館（〒169-8664
新宿区西早稲田２-18-２）へ

申 込 み　所定の申込書で９月17日（消印有効）までに上記申込書で同館へ。
問  日本盲人会連合点字図書館　 TEL  03-3200-6160
　　福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL  03-5320-4147　 FAX  03-5388-1408

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会

申込み　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
問  日本オストミー協会東京都協議会　 TEL  03-5272-3550
　   福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL  03-5320-4147　 FAX  03-5388-1408

①　「泌尿器系ストーマのオストメイト講習会」
日　時　９月6日（日）13時30分から16時30分まで
会　場　国分寺労政会館（国分寺市南町3-22-10）

②　「消化器系ストーマのオストメイト講習会」
日　時　９月20日（日）13時30分から16時30分まで
会　場　江東区亀戸文化センター（江東区亀戸2-19-1）
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◆  お楽しみ特別イベント
     「おうちの電気を“見える化”しよう！」＆パラスポーツ（ボッチャ）体験を開催します
日　時　９月 13日（日）10時から 15時まで
会　場　東京都障害者福祉会館　集会室Ａほか

内　容　ソーラーハウスを自分で作ってみよう！
　　　　クランプメーターで機器の電気量を図ってみよう！お家の機器を持ち込み可
　　　　ボッチャを体験してみよう！
備　考　入場料無料
申込み　事前の参加申し込みは不要です。
ソーラーハウスは当日先着 50人
問  東京都障害者福祉会館　 TEL 03-3455-6321　 FAX  03-3453-6550

◆  就職希望者のための福祉保健局業務説明会
　福祉保健局において、福祉・保健・医療の現場の第一線で活躍している「看護教員」「児童福祉司」
「児童心理司」「児童自立支援専門員」について、職務のやりがいや魅力をお伝えします。
日　時　平成 27年９月５日（土）13時 30分から 17時まで
会　場　東京都庁第一本庁舎 25階
内　容　（１）福祉保健局の概要及び東京都職員について
　　　　（２）職種別業務説明会（業務内容の紹介、先輩職員からのメッセージ、個別相談等）
申込み　 ８月31日（月）までに、下記ホームページ掲載の申込書をメールまたはFAXにてお送りください。
備　考　服装自由、当日参加可、入退出自由
問  福祉保健局総務部職員課人事担当　 TEL 03-5320-4023　 FAX  03-5388-1400

E-mail S0000191@section.metro.tokyo.jp
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/saiyou/works/gyoumusetsumeikai/270905.html

◆  老年学・老年医学公開講座「紹介します！高齢者にやさしい最新医療」
日　時　９月 11日（金）13時 15分から 16時 15分まで
会　場　板橋区立文化会館大ホール
講　師　原田和昌（東京都健康長寿医療センター副院長）ほか
申込み　事前申込は不要　当日先着 1,200 人　手話通訳あり
問  東京都健康長寿医療センター広報普及係　 TEL 03-3964-3241
HP  http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

◆  看護職再就職相談会「ふれあいナースバンク」を開催します。
日　時　①９月３日（木）　②９月 11日（金）いずれも 13時 30分から 16時まで
会　場　①ナースバンク立川　②東京都ナースプラザ（ナースバンク東京）
内　容　 再就職を希望する看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）と看護職員を募集してい

る都内病院等の採用担当者による再就職相談会（参加費無料）
備　考　求職者は事前申込不要、履歴書不要、子供同伴可
詳細は HP  https://www.np-tokyo.jp
問  東京都ナースプラザ　 TEL 03-3359-3388
　　又は福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL 03-5320-4447

◆  平成27年度第４回都医学研都民講座「iPS細胞等を用いた再生医療の最前線」
　公益財団法人東京都医学総合研究所では、下記のとおり都民講座を開催いたします。
日　時　平成 27年９月３日（木）14時 30分から 16時まで（開場：13時 30分）
場　所　一橋講堂（千代田区一ツ橋２- １- ２　学術総合センター２階）
定　員　 抽選で 500名様　入場無料
申込み　事前申込制・往復はがきにて （１通につき２名様まで）　
　　　　 〒 156-8506 東京都世田谷区上北沢２- １- ６　東京都医学総合研究所 研究推進課 普及広報係宛
　　　　 住所、氏名（ふりがな）: ２名希望の場合は両氏名、電話番号（日中のご連絡先）「９月３

日開催、第４回都民講座参加希望」とご記入ください。
　　　　 ※「要約筆記」ご希望の方には、要約筆記がご覧いただけるお席にご案内させていただきます。

関係上、応募にあたりましては「要約筆記希望」とご記入いただきますよう、お願いいたします。
申込締切　平成 27年８月 27日（消印有効）
問  公益財団法人東京都医学総合研究所普及広報係　 TEL 03-5316-3109　 FAX  03-5316-3150

お知らせ

◆  東京都障害者スポーツセンター
開　催　名 開 催 日 ・ 時 間 対 象 者 申 込

総
　合

チャレンジスポーツ(ボッチャ)　※１ １０月３日(土)１３時～１５時 障害児者 必要
(申込期間：8/22～9/12)

第28回はばたき陸上大会　※２ １０月４日(日) 障害児者 必要
(申込期間：8/4～9/4)

シンクロナイズドスイミング教室　※３ １０月１０日(土)１２時～１２時５０分 障害児者 必要
(申込期間：8/29～9/19)

多
　摩

日曜広場　※４ ８月２３日（日）１３時～１５時
９月２０日（日）１３時～１５時

障害児者・介護者
地域住民

不要納涼祭　※５ ８月２９日（土）１３時～２０時（予定） 障害児者・介護者
地域住民

リズムタイム　※６ ９月５日（土）１２時～１３時 障害児者・介護者
地域住民

※１ クラブ活動に参加し、メンバーと交流しながら一緒に身体を動かしましょう！
※２  初めて大会に出場する方も安心して参加できます！日頃の練習の成果の発表の場として、大会を通じて沢山の仲間と出会う場として新しいステージへ踏み

出してみませんか？
※３ 音楽に合わせて水中で楽しく身体を動かすシンクロをみんなで楽しみましょう。3月まで毎月(全6回)開催します。
 (※１～３　参加には事前の申し込みが必要になりますので、当センター受付またはHPにて掲載しております申込書にご記入の上、　FAX、郵送または直接ご来
館にてお申し込みください。また、詳細は当センター受付またはHPにてご確認ください。)
※４ 月ごとに変わるテーマで楽しみます。8月は「盆踊り」です。
※５ 毎年恒例の夏祭りです。模擬店、盆踊り、イベント‥夏休みの最後にみんなで楽しみましょう！
※６ 音楽に合わせて身体を動かしましょう！あなたは何曲マスターできるかな？

問  東京都障害者総合スポーツセンター
　　   TEL  03-3907-5631   FAX  03-3907-5613   HP  http://www.tokyo-mscd.com/
問  東京都多摩障害者スポーツセンター
　　   TEL  042-573-3811   FAX  042-574-8579   HP  http://www.tamaspo.com/

◆  島しょ町村等医療従事者募集
　東京都の島しょ・山間地域の医療機関で働いてみませんか？
現在医師、看護師、助産師、薬剤師、代診医（登録制）を募集しています。
※町立八丈病院助産師・薬剤師急募！
お問合せは下記まで
問  東京都へき地医療支援機構無料職業紹介事業所（福祉保健局医療政策部救急災害医療課内）
TEL 03-5320-4428
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/tousyo_bosyu/index.html

◆  専門点訳奉仕員養成講習会（英語・理数・楽譜）
対　　象　 視覚障害福祉に対する理解と熱意、点訳に関する知識と経験があり、受講後都内で活動

できる方
講習期間　10月上旬から３月まで
講習内容　①英語コース（水）②理数コース（木又は金）③楽譜コース（水）
定　　員　各10人　点訳課題の提出と、来館しての校正試験があります。
申込書の入手方法　 希望コース名を明記した用紙と、92円切手を貼った返信用封筒（住所・氏名記入）を

同封して、９月10日（消印有効）までに日本盲人会連合点字図書館（〒169-8664
新宿区西早稲田２-18-２）へ

申 込 み　所定の申込書で９月17日（消印有効）までに上記申込書で同館へ。
問  日本盲人会連合点字図書館　 TEL  03-3200-6160
　　福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL  03-5320-4147　 FAX  03-5388-1408

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会

申込み　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
問  日本オストミー協会東京都協議会　 TEL  03-5272-3550
　   福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL  03-5320-4147　 FAX  03-5388-1408

①　「泌尿器系ストーマのオストメイト講習会」
日　時　９月6日（日）13時30分から16時30分まで
会　場　国分寺労政会館（国分寺市南町3-22-10）

②　「消化器系ストーマのオストメイト講習会」
日　時　９月20日（日）13時30分から16時30分まで
会　場　江東区亀戸文化センター（江東区亀戸2-19-1）
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２日 食の安全都民講座（第１回）「食品苦情」
４日 成人アレルギー講演会「よりよいコントロールを目指して、大人のぜん息とアトピー性皮膚炎」
６日 第10期東京都福祉のまちづくり推進協議会「第３回専門部会」

救急医療機関認定審査会（第１回）
東京都障害者就労支援協議会（第17回）

７日 食の安全都民講座（第２回）「食中毒」
８日 福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議（第１回）

東京都食品衛生自主管理認証取得支援講習会
薬草教室「徳川吉宗と薬草」

８日～10日  保育の仕事就職支援セミナー
12日 福祉の仕事就職フォーラム

人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会「イレオストミーの講演会」

14日 危険ドラッグ撲滅都民大会
東京都生活習慣病検診管理指導協議会　がん部会

15日 都医学研都民講座「歩行の科学からみた認知症とパーキンソン病」
東京DMAT運営協議会

23日 CKD（慢性腎臓病）重症化予防シンポジウム
24日 医療安全推進協議会
25日 東京都保健師業務説明会
29日 東京都医療費助成制度に関する連絡会（第６回）

東京都食品安全情報評価委員会（第１回）
30日 福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議（第２回）

東京都環境保健対策専門委員会化学物質保健対策分科会
31日 健康安全研究センター夏休み子供セミナー「のぞいてみよう　微生物！」

７
月
の
動
き

　救急医療は、急な病気やけがのとき、あなたを守る大切な「セーフティネット」です。都内におい
ては、平成 26 年中の救急出場件数が 75 万 7,554 件と過去最高を記録した一方で、救急搬送された
患者のうち約半数が、入院を要しない軽症の患者でした。
　限りある医療資源の上手な利用に向けた取組の一環として、東京都では、９月９日「救急の日」に、
救急医療機関の医師や都民代表、行政によるシンポジウムを開催します。あなたを守る救急医療につ
いて、一緒に考えてみませんか。たくさんの方のご参加をお待ちしております。
日　時　　平成 27年９月９日（水）　16時から 18時まで（予定）
会　場　　東京都庁第一本庁舎　５階大会議場　（事前申込み不要・無料）
内　容　　「救急の日」シンポジウム　『あなたを守る、あなたが支える救急医療』

１　救急医療関係功労者等知事感謝状贈呈式
２　「救急の日」シンポジウム
［基調講演］
・東京都における救急医療の歩みと背景
・救急医療の現状と課題　等

有賀　　徹　氏
（昭和大学病院　病院長）

［パネルディスカッション］
　救急医療の現場の実態について、各パネリスト（医療
機関・都民・行政代表）から発表するとともに、都民の
みなさんからの質問・疑問を通じて救急医療について、
一緒に考えていきます。

伊藤　雅史　氏（東京都医師会　理事）
三浦　邦久　氏（江東病院　副院長）
古橋　義弘　氏（港区民生委員・児童委員協議会　会長）
緒方　　毅　氏（東京消防庁　救急部副参事）

「あなたを守る、あなたが支える救急医療」

問  福祉保健局医療政策部救急災害医療課　 TEL 03-5320-4427　 FAX  03-5388-1441

救急の日とは ･･･  救急医療及び救急業務に対する正しい理解と認識とを高めるため、９月９日は
「救急の日」とされています。この日を含む日曜日から土曜日までを「救急医療
週間」として全国で様々な事業が行われます。

『救急の日シンポジウム』を開催します

救急車を呼ぶべきか迷ったら

東京消防庁救急相談センター（毎日 24時間受付）　♯ ７ １ １ ９
つながらない場合は、
TEL 03-3212-2323（23区）　　 TEL 042-521-2323（多摩地区）
※緊急性が高いと思ったら、迷わず 119番にかけ、救急車を呼んでください　　


