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　８月 15日（土）、文京シビックホール大ホールにおいて平成 27年度東京都戦没者追悼式が執り行われ、御遺
族、来賓など約 750人が参列されました。
　舛添要一知事は「私はここに、戦没者の方々の想いを改めて心に刻み、世界の諸都市と手を携え、世界平和の
実現に積極的に取り組むとともに、東京が持つ力と叡智を結集し、災害への備えやテロ対策など危機管理体制
を万全なものとして『世界一安全・安心な都市』をつくり上げてまいります。」と式辞を述べました。
　参列者が正午の時報にあわせて黙とうした後、天皇陛下のおことば（放送）に続いて、都議会議長、東京都遺族
連合会会長、戦没者遺族代表が追悼のことばを述べました。遺族を代表し、ビルマでお兄様が戦死した廣瀬貞夫
さんは、「（兄の遺影は、）昨今では孫よりも若く、大切な青春時代を只々国の為に捧げたその姿に悲しみと淋し
さを感じております。・・・何故あのような熾烈を極めた大戦が起きたのか、その真実をこれからもしっかり
と見つめて恒久平和を心から祈ります。」と述べられました。また、大伯父様を戦争で亡くされた中学三年生、細
野雄一さんは、「悲しい歴史を繰り返さないように、犠牲になった多くの方々が教えてくれたことを道しるべ
に、僕たちも頑張っていくつもりです。」と誓われました。
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内
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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。

東京都戦没者追悼式
～戦後70年　戦没者を追悼し平和を祈念する日～



　東京都では、各地域において認知症の人とその家族を支援する体制を構築するため、島しょを除く全区市町村
に、医療機関相互や、医療と介護の連携の推進役である認知症疾患医療センターの整備を進めています。
　このたび、新たに 29医療機関を認知症疾患医療センターとして指定しました。
　平成24年度に指定した「地域拠点型」認知症疾患医療センター12病院と、今回指定した「地域連携型」認知症疾
患医療センターの、合わせて41医療機関において、認知症の専門医療相談、鑑別診断、身体合併症と行動・心理症状
への対応、地域連携の推進等を実施して、認知症の人とその家族が安心して暮らせる地域づくりを進めていきます。

地域連携型認知症疾患医療センター：29医療機関（19病院、10クリニック）

福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課 03-5320-4304問 TEL

（参考）
　地域拠点型認知症疾患医療センター（平成 24年度指定、12病院）

～地域で認知症の人と家族を支援する体制の構築に向けて～
認知症疾患医療センターを新たに29医療機関指定しました特集

１ 新規指定施設

３ 東京都認知症疾患医療センターの役割

２ 新規指定施設の運営開始日 　　　平成27年９月１日（火）

区部　指定医療機関名（所在地） 多摩地域　指定医療機関名（所在地）
三井記念病院（千代田区） 武蔵野赤十字病院（武蔵野市）
聖路加国際病院（中央区） たかつきクリニック（昭島市）
東京都済生会中央病院（港区） 青木病院（調布市）
東京医科大学病院（新宿区） 鶴川サナトリウム病院（町田市）
公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属
永寿総合病院（台東区） 多摩あおば病院（東村山市）
中村病院（墨田区） 国分寺病院（国分寺市）
荏原中延クリニック（品川区） 新田クリニック（国立市）
国家公務員共済組合連合会三宿病院（目黒区） 福生クリニック（福生市）
あしかりクリニック（中野区） 東京慈恵会医科大学附属第三病院（狛江市）
豊島長崎クリニック（豊島区） 東大和病院（東大和市）
オレンジほっとクリニック（北区） 武蔵村山病院（武蔵村山市）
あべクリニック（荒川区） 桜ヶ丘記念病院（多摩市）
慈雲堂病院（練馬区） 稲城台病院（稲城市）
いずみホームケアクリニック（葛飾区） 菜の花クリニック（瑞穂町）
東京さくら病院（江戸川区）

類型 活動圏域 役割 基本的な機能

地域連携型 所在する区市町村 区市町村における認知症医療・
介護連携の推進役

○認知症の専門知識を有する相談員（精神
保健福祉士等）による医療相談の実施
○認知症の鑑別診断を行い、医療・介護・
生活支援等の必要な支援に結びつける
○身体合併症、行動・心理症状の治療につ
いて自院及び連携医療機関において対応
○区市町村とともに、地域の医療・介護関
係機関とのネットワークづくりを推進
○区市町村の認知症施策への協力　等

地域拠点型 二次保健医療圏
二次保健医療圏の認知症医療
の拠点
（所在する区市町村の地域連携
型の機能を兼ねる）

○二次保健医療圏の関係機関が集まる認知
症疾患医療・介護連携協議会の開催
○身体合併症、行動・心理症状に対応する
ネットワークづくりの推進
○地域の医療従事者（かかりつけ医、看護
師等）等向けの研修会開催
○受診困難者等の訪問支援を行う認知症ア
ウトリーチチームの配置　等

医療機関名（所在地） 担当地域（二次保健医療圏）
順天堂大学医学部附属順天堂医院（文京区） 区中央部（千代田区、中央区、港区、

文京区、台東区）
東京都保健医療公社荏原病院（大田区） 区南部（品川区、大田区）
東京都立松沢病院（世田谷区） 区西南部（目黒区、世田谷区、渋谷区）
浴風会病院（杉並区） 区西部（新宿区、中野区、杉並区）
東京都健康長寿医療センター（板橋区） 区西北部（豊島区、北区、板橋区、練馬区）
大内病院（足立区） 区東北部（荒川区、足立区、葛飾区）
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター（江東区） 区東部（墨田区、江東区、江戸川区）

青梅成木台病院（青梅市）
西多摩（青梅市、福生市、羽村市、
あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、
奥多摩町）

平川病院（八王子市） 南多摩（八王子市、町田市、日野市、
多摩市、稲城市）

国家公務員共済組合連合会立川病院（立川市） 北多摩西部（立川市、昭島市、国分寺市、
国立市、東大和市、武蔵村山市）

杏林大学医学部付属病院（三鷹市） 北多摩南部（武蔵野市、三鷹市、府中市、
調布市、小金井市、狛江市）

薫風会山田病院（西東京市） 北多摩北部（小平市、東村山市、清瀬市、
東久留米市、西東京市）

問  福祉保健局保健政策部保健政策課    TEL  03-5320-4310   FAX  03-5388-1427

　平成10年以降、都内の年間自殺者数は毎年2,500人以上となっており、
深刻な状況が続いています。特に若年層（40歳未満）の自殺者の割合は
全国よりも高くなっています。
　東京都は、毎年９月と３月の自殺対策強化月間における「自殺防止！
東京キャンペーン」の一環として、受付時間を延長した電話相談、民間
団体と合同で行う街頭キャンペーン、区市町村施設や各私鉄駅構内など
における東京都自殺相談ダイヤル周知用ポスターの掲示など、区市町村
や関係機関と連携して様々な取組を行っています。
　また、様々な問題を抱えている人が一人で悩み、追い込まれてしまう
ことがないよう、東京都をはじめ多数の関係機関が相談窓口を設け、支
援を行っています。
　しかしながら、自殺を減らすためには、行政や関係機関だけが取り組
むのではなく、都民一人一人が、身近で悩んでいる人のサインに気付き、
声をかけ、悩みを受け止め（傾聴）、必要な支援につなげていく「ゲートキーパー」の役割も重要です。
自殺者を一人でも減らすために、ご協力をお願いいたします。

　東京都では、高齢者福祉施策推進のための基礎資料を得るため、調査を行います。住民基本台帳か
ら無作為に抽出した6,000人のご自宅に調査員がお伺いしますので、調査へのご協力をよろしくお願
いいたします。
目的　 東京都内における高齢者の生活実態を明らかにし、高齢者福祉施策推進のための基礎資料を得

るため 
対象　都内に居住する調査基準日現在65歳以上の在宅の高齢者6,000人 
期間　10月14日（水）から11月13日（金）まで 
内容　基本事項、健康、医療、介護サービス、住まい、コミュニケーション、社会参加等

９月は東京都自殺対策強化月間です～自殺防止！東京キャンペーン～

東京都福祉保健基礎調査

問  福祉保健局総務部総務課    TEL  03-5320-4011   FAX  03-5388-1400
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　東京都では、各地域において認知症の人とその家族を支援する体制を構築するため、島しょを除く全区市町村
に、医療機関相互や、医療と介護の連携の推進役である認知症疾患医療センターの整備を進めています。
　このたび、新たに 29医療機関を認知症疾患医療センターとして指定しました。
　平成24年度に指定した「地域拠点型」認知症疾患医療センター12病院と、今回指定した「地域連携型」認知症疾
患医療センターの、合わせて41医療機関において、認知症の専門医療相談、鑑別診断、身体合併症と行動・心理症状
への対応、地域連携の推進等を実施して、認知症の人とその家族が安心して暮らせる地域づくりを進めていきます。

地域連携型認知症疾患医療センター：29医療機関（19病院、10クリニック）

福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課 03-5320-4304問 TEL

（参考）
　地域拠点型認知症疾患医療センター（平成 24年度指定、12病院）

～地域で認知症の人と家族を支援する体制の構築に向けて～
認知症疾患医療センターを新たに29医療機関指定しました特集

１ 新規指定施設

３ 東京都認知症疾患医療センターの役割

２ 新規指定施設の運営開始日 　　　平成27年９月１日（火）

区部　指定医療機関名（所在地） 多摩地域　指定医療機関名（所在地）
三井記念病院（千代田区） 武蔵野赤十字病院（武蔵野市）
聖路加国際病院（中央区） たかつきクリニック（昭島市）
東京都済生会中央病院（港区） 青木病院（調布市）
東京医科大学病院（新宿区） 鶴川サナトリウム病院（町田市）
公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属
永寿総合病院（台東区） 多摩あおば病院（東村山市）
中村病院（墨田区） 国分寺病院（国分寺市）
荏原中延クリニック（品川区） 新田クリニック（国立市）
国家公務員共済組合連合会三宿病院（目黒区） 福生クリニック（福生市）
あしかりクリニック（中野区） 東京慈恵会医科大学附属第三病院（狛江市）
豊島長崎クリニック（豊島区） 東大和病院（東大和市）
オレンジほっとクリニック（北区） 武蔵村山病院（武蔵村山市）
あべクリニック（荒川区） 桜ヶ丘記念病院（多摩市）
慈雲堂病院（練馬区） 稲城台病院（稲城市）
いずみホームケアクリニック（葛飾区） 菜の花クリニック（瑞穂町）
東京さくら病院（江戸川区）

類型 活動圏域 役割 基本的な機能

地域連携型 所在する区市町村 区市町村における認知症医療・
介護連携の推進役

○認知症の専門知識を有する相談員（精神
保健福祉士等）による医療相談の実施
○認知症の鑑別診断を行い、医療・介護・
生活支援等の必要な支援に結びつける
○身体合併症、行動・心理症状の治療につ
いて自院及び連携医療機関において対応
○区市町村とともに、地域の医療・介護関
係機関とのネットワークづくりを推進
○区市町村の認知症施策への協力　等

地域拠点型 二次保健医療圏
二次保健医療圏の認知症医療
の拠点
（所在する区市町村の地域連携
型の機能を兼ねる）

○二次保健医療圏の関係機関が集まる認知
症疾患医療・介護連携協議会の開催
○身体合併症、行動・心理症状に対応する
ネットワークづくりの推進
○地域の医療従事者（かかりつけ医、看護
師等）等向けの研修会開催
○受診困難者等の訪問支援を行う認知症ア
ウトリーチチームの配置　等

医療機関名（所在地） 担当地域（二次保健医療圏）
順天堂大学医学部附属順天堂医院（文京区） 区中央部（千代田区、中央区、港区、

文京区、台東区）
東京都保健医療公社荏原病院（大田区） 区南部（品川区、大田区）
東京都立松沢病院（世田谷区） 区西南部（目黒区、世田谷区、渋谷区）
浴風会病院（杉並区） 区西部（新宿区、中野区、杉並区）
東京都健康長寿医療センター（板橋区） 区西北部（豊島区、北区、板橋区、練馬区）
大内病院（足立区） 区東北部（荒川区、足立区、葛飾区）
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター（江東区） 区東部（墨田区、江東区、江戸川区）

青梅成木台病院（青梅市）
西多摩（青梅市、福生市、羽村市、
あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、
奥多摩町）

平川病院（八王子市） 南多摩（八王子市、町田市、日野市、
多摩市、稲城市）

国家公務員共済組合連合会立川病院（立川市） 北多摩西部（立川市、昭島市、国分寺市、
国立市、東大和市、武蔵村山市）

杏林大学医学部付属病院（三鷹市） 北多摩南部（武蔵野市、三鷹市、府中市、
調布市、小金井市、狛江市）

薫風会山田病院（西東京市） 北多摩北部（小平市、東村山市、清瀬市、
東久留米市、西東京市）

問  福祉保健局保健政策部保健政策課    TEL  03-5320-4310   FAX  03-5388-1427

　平成10年以降、都内の年間自殺者数は毎年2,500人以上となっており、
深刻な状況が続いています。特に若年層（40歳未満）の自殺者の割合は
全国よりも高くなっています。
　東京都は、毎年９月と３月の自殺対策強化月間における「自殺防止！
東京キャンペーン」の一環として、受付時間を延長した電話相談、民間
団体と合同で行う街頭キャンペーン、区市町村施設や各私鉄駅構内など
における東京都自殺相談ダイヤル周知用ポスターの掲示など、区市町村
や関係機関と連携して様々な取組を行っています。
　また、様々な問題を抱えている人が一人で悩み、追い込まれてしまう
ことがないよう、東京都をはじめ多数の関係機関が相談窓口を設け、支
援を行っています。
　しかしながら、自殺を減らすためには、行政や関係機関だけが取り組
むのではなく、都民一人一人が、身近で悩んでいる人のサインに気付き、
声をかけ、悩みを受け止め（傾聴）、必要な支援につなげていく「ゲートキーパー」の役割も重要です。
自殺者を一人でも減らすために、ご協力をお願いいたします。

　東京都では、高齢者福祉施策推進のための基礎資料を得るため、調査を行います。住民基本台帳か
ら無作為に抽出した6,000人のご自宅に調査員がお伺いしますので、調査へのご協力をよろしくお願
いいたします。
目的　 東京都内における高齢者の生活実態を明らかにし、高齢者福祉施策推進のための基礎資料を得

るため 
対象　都内に居住する調査基準日現在65歳以上の在宅の高齢者6,000人 
期間　10月14日（水）から11月13日（金）まで 
内容　基本事項、健康、医療、介護サービス、住まい、コミュニケーション、社会参加等

９月は東京都自殺対策強化月間です～自殺防止！東京キャンペーン～

東京都福祉保健基礎調査

問  福祉保健局総務部総務課    TEL  03-5320-4011   FAX  03-5388-1400
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　東京都では、各地域において認知症の人とその家族を支援する体制を構築するため、島しょを除く全区市町村
に、医療機関相互や、医療と介護の連携の推進役である認知症疾患医療センターの整備を進めています。
　このたび、新たに 29医療機関を認知症疾患医療センターとして指定しました。
　平成24年度に指定した「地域拠点型」認知症疾患医療センター12病院と、今回指定した「地域連携型」認知症疾
患医療センターの、合わせて41医療機関において、認知症の専門医療相談、鑑別診断、身体合併症と行動・心理症状
への対応、地域連携の推進等を実施して、認知症の人とその家族が安心して暮らせる地域づくりを進めていきます。

地域連携型認知症疾患医療センター：29医療機関（19病院、10クリニック）

福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課 03-5320-4304問 TEL

（参考）
　地域拠点型認知症疾患医療センター（平成 24年度指定、12病院）

～地域で認知症の人と家族を支援する体制の構築に向けて～
認知症疾患医療センターを新たに29医療機関指定しました特集

１ 新規指定施設

３ 東京都認知症疾患医療センターの役割

２ 新規指定施設の運営開始日 　　　平成27年９月１日（火）

区部　指定医療機関名（所在地） 多摩地域　指定医療機関名（所在地）
三井記念病院（千代田区） 武蔵野赤十字病院（武蔵野市）
聖路加国際病院（中央区） たかつきクリニック（昭島市）
東京都済生会中央病院（港区） 青木病院（調布市）
東京医科大学病院（新宿区） 鶴川サナトリウム病院（町田市）
公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属
永寿総合病院（台東区） 多摩あおば病院（東村山市）
中村病院（墨田区） 国分寺病院（国分寺市）
荏原中延クリニック（品川区） 新田クリニック（国立市）
国家公務員共済組合連合会三宿病院（目黒区） 福生クリニック（福生市）
あしかりクリニック（中野区） 東京慈恵会医科大学附属第三病院（狛江市）
豊島長崎クリニック（豊島区） 東大和病院（東大和市）
オレンジほっとクリニック（北区） 武蔵村山病院（武蔵村山市）
あべクリニック（荒川区） 桜ヶ丘記念病院（多摩市）
慈雲堂病院（練馬区） 稲城台病院（稲城市）
いずみホームケアクリニック（葛飾区） 菜の花クリニック（瑞穂町）
東京さくら病院（江戸川区）

類型 活動圏域 役割 基本的な機能

地域連携型 所在する区市町村 区市町村における認知症医療・
介護連携の推進役

○認知症の専門知識を有する相談員（精神
保健福祉士等）による医療相談の実施
○認知症の鑑別診断を行い、医療・介護・
生活支援等の必要な支援に結びつける
○身体合併症、行動・心理症状の治療につ
いて自院及び連携医療機関において対応
○区市町村とともに、地域の医療・介護関
係機関とのネットワークづくりを推進
○区市町村の認知症施策への協力　等

地域拠点型 二次保健医療圏
二次保健医療圏の認知症医療
の拠点
（所在する区市町村の地域連携
型の機能を兼ねる）

○二次保健医療圏の関係機関が集まる認知
症疾患医療・介護連携協議会の開催
○身体合併症、行動・心理症状に対応する
ネットワークづくりの推進
○地域の医療従事者（かかりつけ医、看護
師等）等向けの研修会開催
○受診困難者等の訪問支援を行う認知症ア
ウトリーチチームの配置　等

医療機関名（所在地） 担当地域（二次保健医療圏）
順天堂大学医学部附属順天堂医院（文京区） 区中央部（千代田区、中央区、港区、

文京区、台東区）
東京都保健医療公社荏原病院（大田区） 区南部（品川区、大田区）
東京都立松沢病院（世田谷区） 区西南部（目黒区、世田谷区、渋谷区）
浴風会病院（杉並区） 区西部（新宿区、中野区、杉並区）
東京都健康長寿医療センター（板橋区） 区西北部（豊島区、北区、板橋区、練馬区）
大内病院（足立区） 区東北部（荒川区、足立区、葛飾区）
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター（江東区） 区東部（墨田区、江東区、江戸川区）

青梅成木台病院（青梅市）
西多摩（青梅市、福生市、羽村市、
あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、
奥多摩町）

平川病院（八王子市） 南多摩（八王子市、町田市、日野市、
多摩市、稲城市）

国家公務員共済組合連合会立川病院（立川市） 北多摩西部（立川市、昭島市、国分寺市、
国立市、東大和市、武蔵村山市）

杏林大学医学部付属病院（三鷹市） 北多摩南部（武蔵野市、三鷹市、府中市、
調布市、小金井市、狛江市）

薫風会山田病院（西東京市） 北多摩北部（小平市、東村山市、清瀬市、
東久留米市、西東京市）

問  福祉保健局保健政策部保健政策課    TEL  03-5320-4310   FAX  03-5388-1427

　平成10年以降、都内の年間自殺者数は毎年2,500人以上となっており、
深刻な状況が続いています。特に若年層（40歳未満）の自殺者の割合は
全国よりも高くなっています。
　東京都は、毎年９月と３月の自殺対策強化月間における「自殺防止！
東京キャンペーン」の一環として、受付時間を延長した電話相談、民間
団体と合同で行う街頭キャンペーン、区市町村施設や各私鉄駅構内など
における東京都自殺相談ダイヤル周知用ポスターの掲示など、区市町村
や関係機関と連携して様々な取組を行っています。
　また、様々な問題を抱えている人が一人で悩み、追い込まれてしまう
ことがないよう、東京都をはじめ多数の関係機関が相談窓口を設け、支
援を行っています。
　しかしながら、自殺を減らすためには、行政や関係機関だけが取り組
むのではなく、都民一人一人が、身近で悩んでいる人のサインに気付き、
声をかけ、悩みを受け止め（傾聴）、必要な支援につなげていく「ゲートキーパー」の役割も重要です。
自殺者を一人でも減らすために、ご協力をお願いいたします。

　東京都では、高齢者福祉施策推進のための基礎資料を得るため、調査を行います。住民基本台帳か
ら無作為に抽出した6,000人のご自宅に調査員がお伺いしますので、調査へのご協力をよろしくお願
いいたします。
目的　 東京都内における高齢者の生活実態を明らかにし、高齢者福祉施策推進のための基礎資料を得

るため 
対象　都内に居住する調査基準日現在65歳以上の在宅の高齢者6,000人 
期間　10月14日（水）から11月13日（金）まで 
内容　基本事項、健康、医療、介護サービス、住まい、コミュニケーション、社会参加等

９月は東京都自殺対策強化月間です～自殺防止！東京キャンペーン～

東京都福祉保健基礎調査

問  福祉保健局総務部総務課    TEL  03-5320-4011   FAX  03-5388-1400
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～下町を歩いて楽しく知ろう　大腸がん検診の大切さ～
東京の水郷　歴史に彩られた街　江戸川、葛飾を歩いて下町情緒を満喫しよう！参加者募集！

ご存知ですか？　いま、大腸がんの死亡者数が増え続けています。

だからこそ、年に１度の大腸がん検診を受けましょう。

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4367

ウオーキングなどの
定期的な運動の継続が、
大腸がんの予防に効果が
あるといわれています。

■開催日時：11月15日（日）10時と11時の２回にわけてスタートします。
■会　　場：スタート会場：新小岩公園　
　　　　　　ゴール会場：新小岩学園
■ゲ ス ト：金哲彦さん（プロランニングコーチ）、
　　　　　　市橋有里さん（ランニングアドバイザー）
■コ ー ス： 14ｋｍ（新小岩公園→柴又帝釈天他→新小岩

学園）
　　　　　　 ６ｋｍ（新小岩公園→小松川境川親水公園他

→新小岩学園）
■参 加 費：500円（小学生以下は無料）
■募　　集：2000人（先着）※９月１日～募集開始
■そ の 他： ①医師とゲストによるトークショーなど ②無料大腸がん検診（ウオーキング参加者で希望す

る40歳以上の方）③素敵な参加特典をプレゼント ④プレイベントを実施（詳細はWebへ）
■申込み先：Ｔｏｋｙｏ健康ウオーク2015エントリー事務局
　　　　　　①申込専用　 TEL  0570-550-846（平日10:00～17:30）（スポーツエントリー内）
　　　　　　②Ｗｅｂ　 HP  http://www.tokyo-kenkowalk.info（公式ホームページ）
■イベント総合問い合わせ先：Ｔｏｋｙｏ健康ウオーク2015事務局
　　　　　　 TEL  03-6777-0775（平日10:00～17:30）（株式会社RIGHTS.内）

この 20年で、
死亡者数は

約２倍

女性のがん
死亡原因

第１位

　大腸がん検診は40歳以上が対象です。

　早期のがんでは自覚症状がないため、40歳に

なったらがん検診を毎年受けることが大切です。

また、便を採取するだけの便潜血検査（便中の微

量の血液を調べる検査）なので、大変簡単で、体

への負担もありません。

大腸がんは、
男性のがん死亡原因第３位、
女性のがん死亡原因第１位です。

自覚症状が
なくても

40 歳を過ぎたら
年に１度の検診を！

早期発見・
早期治療すれば

95％以上
が完治します。

金 哲彦さん 市橋 有里さん

　東京都福祉人材センターは、７月12日（日）に、
東京ビッグサイトにおいて、福祉現場への就職を
サポートするための合同就職説明会「福祉の仕事 
就職フォーラム」を開催しました。このフォーラ
ムは、職員採用の予定がある法人・施設が、福祉
の仕事を希望する方に対し、事業や仕事の内容、
職員採用に関する説明を行い、様々な相談に応じ
るイベントです。
　当日は、過去最多の188法人が出展するなか、
開場前からたくさんの参加者が列を作り、会場内

の通路が大混雑するほどの盛況ぶりでした。
　来場者は、目当ての事業所のブースをいくつも
訪問し、仕事のやりがいやキャリアの築き方等に
ついて熱心に質問していました。また、法人側も
意欲ある求職者を確保しようと積極的に呼び込み
を行っており、会場は熱気に溢れていました。来
場者は770人を超え、大盛況のうちに終えること
ができました。
HP  http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/

　共同募金は、地域に根ざした在宅福祉サービス
の充実やボランティア活動支援など、地域の様々
な福祉活動のほかに、災害支援にも役立てられて
います。
　今年も皆様の御協力をお願いします。

「福祉の仕事 就職フォーラム」を開催しました

10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が始まります

問  社会福祉法人東京都共同募金会
　　 TEL  03-5292-3181
　　福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課
　　 TEL  03-5320-4045 FAX  03-5388-1403

問  東京都福祉人材センター　 TEL  03-5211-2860
　　福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL  03-5320-4049 FAX  03-5388-1403
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～下町を歩いて楽しく知ろう　大腸がん検診の大切さ～
東京の水郷　歴史に彩られた街　江戸川、葛飾を歩いて下町情緒を満喫しよう！参加者募集！

ご存知ですか？　いま、大腸がんの死亡者数が増え続けています。

だからこそ、年に１度の大腸がん検診を受けましょう。

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4367

ウオーキングなどの
定期的な運動の継続が、
大腸がんの予防に効果が
あるといわれています。

■開催日時：11月15日（日）10時と11時の２回にわけてスタートします。
■会　　場：スタート会場：新小岩公園　
　　　　　　ゴール会場：新小岩学園
■ゲ ス ト：金哲彦さん（プロランニングコーチ）、
　　　　　　市橋有里さん（ランニングアドバイザー）
■コ ー ス： 14ｋｍ（新小岩公園→柴又帝釈天他→新小岩

学園）
　　　　　　 ６ｋｍ（新小岩公園→小松川境川親水公園他

→新小岩学園）
■参 加 費：500円（小学生以下は無料）
■募　　集：2000人（先着）※９月１日～募集開始
■そ の 他： ①医師とゲストによるトークショーなど ②無料大腸がん検診（ウオーキング参加者で希望す

る40歳以上の方）③素敵な参加特典をプレゼント ④プレイベントを実施（詳細はWebへ）
■申込み先：Ｔｏｋｙｏ健康ウオーク2015エントリー事務局
　　　　　　①申込専用　 TEL  0570-550-846（平日10:00～17:30）（スポーツエントリー内）
　　　　　　②Ｗｅｂ　 HP  http://www.tokyo-kenkowalk.info（公式ホームページ）
■イベント総合問い合わせ先：Ｔｏｋｙｏ健康ウオーク2015事務局
　　　　　　 TEL  03-6777-0775（平日10:00～17:30）（株式会社RIGHTS.内）

この 20年で、
死亡者数は

約２倍

女性のがん
死亡原因

第１位

　大腸がん検診は40歳以上が対象です。

　早期のがんでは自覚症状がないため、40歳に

なったらがん検診を毎年受けることが大切です。

また、便を採取するだけの便潜血検査（便中の微

量の血液を調べる検査）なので、大変簡単で、体

への負担もありません。

大腸がんは、
男性のがん死亡原因第３位、
女性のがん死亡原因第１位です。

自覚症状が
なくても

40 歳を過ぎたら
年に１度の検診を！

早期発見・
早期治療すれば

95％以上
が完治します。

金 哲彦さん 市橋 有里さん

　東京都福祉人材センターは、７月12日（日）に、
東京ビッグサイトにおいて、福祉現場への就職を
サポートするための合同就職説明会「福祉の仕事 
就職フォーラム」を開催しました。このフォーラ
ムは、職員採用の予定がある法人・施設が、福祉
の仕事を希望する方に対し、事業や仕事の内容、
職員採用に関する説明を行い、様々な相談に応じ
るイベントです。
　当日は、過去最多の188法人が出展するなか、
開場前からたくさんの参加者が列を作り、会場内

の通路が大混雑するほどの盛況ぶりでした。
　来場者は、目当ての事業所のブースをいくつも
訪問し、仕事のやりがいやキャリアの築き方等に
ついて熱心に質問していました。また、法人側も
意欲ある求職者を確保しようと積極的に呼び込み
を行っており、会場は熱気に溢れていました。来
場者は770人を超え、大盛況のうちに終えること
ができました。
HP  http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/

　共同募金は、地域に根ざした在宅福祉サービス
の充実やボランティア活動支援など、地域の様々
な福祉活動のほかに、災害支援にも役立てられて
います。
　今年も皆様の御協力をお願いします。

「福祉の仕事 就職フォーラム」を開催しました

10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が始まります

問  社会福祉法人東京都共同募金会
　　 TEL  03-5292-3181
　　福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課
　　 TEL  03-5320-4045 FAX  03-5388-1403

問  東京都福祉人材センター　 TEL  03-5211-2860
　　福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL  03-5320-4049 FAX  03-5388-1403
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～下町を歩いて楽しく知ろう　大腸がん検診の大切さ～
東京の水郷　歴史に彩られた街　江戸川、葛飾を歩いて下町情緒を満喫しよう！参加者募集！

ご存知ですか？　いま、大腸がんの死亡者数が増え続けています。

だからこそ、年に１度の大腸がん検診を受けましょう。

問  福祉保健局保健政策部健康推進課　 TEL  03-5320-4367

ウオーキングなどの
定期的な運動の継続が、
大腸がんの予防に効果が
あるといわれています。

■開催日時：11月15日（日）10時と11時の２回にわけてスタートします。
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　　　　　　市橋有里さん（ランニングアドバイザー）
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学園）
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死亡者数は

約２倍
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自覚症状が
なくても

40 歳を過ぎたら
年に１度の検診を！

早期発見・
早期治療すれば

95％以上
が完治します。

金 哲彦さん 市橋 有里さん

　東京都福祉人材センターは、７月12日（日）に、
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ムは、職員採用の予定がある法人・施設が、福祉
の仕事を希望する方に対し、事業や仕事の内容、
職員採用に関する説明を行い、様々な相談に応じ
るイベントです。
　当日は、過去最多の188法人が出展するなか、
開場前からたくさんの参加者が列を作り、会場内
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意欲ある求職者を確保しようと積極的に呼び込み
を行っており、会場は熱気に溢れていました。来
場者は770人を超え、大盛況のうちに終えること
ができました。
HP  http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/

　共同募金は、地域に根ざした在宅福祉サービス
の充実やボランティア活動支援など、地域の様々
な福祉活動のほかに、災害支援にも役立てられて
います。
　今年も皆様の御協力をお願いします。

「福祉の仕事 就職フォーラム」を開催しました

10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が始まります

問  社会福祉法人東京都共同募金会
　　 TEL  03-5292-3181
　　福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課
　　 TEL  03-5320-4045 FAX  03-5388-1403
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　　福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL  03-5320-4049 FAX  03-5388-1403
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◆  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、臨床検査技師、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！
お問い合わせは下記まで
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
詳細はホームページでもご覧いただけます。
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/tousyo_bosyu/index.html

◆  東京都一般任期付職員の募集
職　種　①児童福祉司　②児童自立支援専門員
資　格　①児童福祉法第 13条又は同法施行規則第６条に該当
　　　　②東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第 90条に該当
人　員　①４名　②８名
勤務先　①児童相談所　②児童自立支援施設
任　期　平成 28年４月１日から平成 31年３月 31日まで
選　考　１次：書類選考　２次：11月５日（木）面接　
申込み　10月 21日（水）まで（郵送は 10月 19日（月）消印有効）
問  福祉保健局総務部職員課　 TEL 03-5320-4023
HP  東京都福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒職員募集⇒福祉保健局採用職種一覧
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html

◆  第５回都医学研都民講座「目を老化から守るために」
　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　11月６日（金）14時 30分から 16時まで
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）
講　師　 原田 高幸（東京都医学総合研究所 研究員）、大野 京子（東京医科歯科大学医歯学総合研

究科 眼科学分野教授）、野呂 隆彦（東京慈恵会医科大学眼科学講座　助教）
定　員　抽選で 500名様　入場無料
申込み　 10 月 19日（消印有効）までに往復はがきに講座名・人数（２人まで）・

住所・氏名（ふりがな）・電話番号を書き、〒 156-8506　東京都世田
谷区上北沢２- １- ６（公財）東京都医学総合研究所普及広報係へ

問  公益財団法人東京都医学総合研究所　 TEL 03-5316-3109

◆  都立看護専門学校専任教員の募集
資　格　 採用予定日現在満 60歳未満で看護師の免許を持ち、看護師養成所の専任教員として必要

な研修を修了した等、専任教員の資格を有する方または 28年３月に取得見込みの方
人　員　16人
勤務先　福祉保健局所管の都立看護専門学校
採用予定日　平成 28年４月１日
試験日　10月 25日（日）
申込み　10月 16日（金）まで（郵送は 10月 14日（水）消印有効）
問  福祉保健局総務部職員課　 TEL 03-5320-4023
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html

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

にこにこ水中運動　※１ 　９月２１日(月)、２８日（月）
１０時１５分～１０時５０分 障害児者・介護者 不要

水泳入門（日曜版）　※２ １０月１８日(日)１２時～１３時 障害児者 必要
（申込期間：９/６～９/２７）

第26回はばたきバドミントン大会
（初心者・初級者）　※３ １１月８日（日） 障害児者 必要

（申込期間：９/８～１０/８）

多
　摩

日曜広場　※４ 　９月２０日（日）13時～15時
１０月１８日（日）13時～15時

障害児者・介護者
地域住民 不要グラウンドゴルフ　※５ １０月５・１９日（月）１３時～１５時

（受付は１２時２０分から行います。）

レッツ！車いすバスケ　※６ １０月１７日（土）９時～１２時

※１  水の力を利用した運動を行います。1月11日（月）を除き、毎週第1～第4月曜日に開催しています。第1・2週はアクアビクス、第3週はヌードルビクス、
第4週はウォーキングを行います。

※２ 水泳の基礎をしっかり学んで、上達を目指します。10月18日（日）から2月まで全5回開催します。
※３  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？
（※２、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。９月は「ティーボール」、「秋の大運動会」です。
※５ 広いグラウンドで思いきりグラウンドゴルフを楽しみましょう！
※６ 障害の有無に関わらず、どなたでもご参加いただけます。みんなで車いすバスケに挑戦してみましょう！
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/

◆  目の愛護デー「Tokyo Eye Festival」
日　時　10月３日（土）12時から 18時まで
　　　　10月４日（日）10時から 16時まで
場　所　新宿駅西口広場イベントコーナー
内　容　目の障害に関するイベント（事前申込不要、入場無料）

＜主なコーナー＞
●視野障害体験コーナー： 緑内障、網膜色素変性症、加齢黄斑変性、網膜剥離などの視野

障害を映像で体感
●眼科Ｑ＆Ａコーナー：眼科に関する質問を眼科医師が受ける。
●白内障コーナー：白内障を患ったらどうなるか、手術後の視力回復の模様を体感
※ その他、眼の病気や眼鏡、コンタクトレンズに関するミニ講演、視能訓練士コーナーな
どがあります。

問  公益社団法人東京都眼科医会　 TEL 03-3353-8383
　  福祉保健局保健政策部疾病対策課　 TEL 03-5320-4506

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
日　時　10月４日（日）13時 30分から 16時 30分まで
会　場　八王子労政会館（八王子市明神町３- ５- １）
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
　   又は福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL  03-5320-4147

◆  統計調査

問  東京都総務局統計部社会統計課　 TEL  03-5388-2551
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◆  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、臨床検査技師、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！
お問い合わせは下記まで
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
詳細はホームページでもご覧いただけます。
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/tousyo_bosyu/index.html

◆  東京都一般任期付職員の募集
職　種　①児童福祉司　②児童自立支援専門員
資　格　①児童福祉法第 13条又は同法施行規則第６条に該当
　　　　②東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第 90条に該当
人　員　①４名　②８名
勤務先　①児童相談所　②児童自立支援施設
任　期　平成 28年４月１日から平成 31年３月 31日まで
選　考　１次：書類選考　２次：11月５日（木）面接　
申込み　10月 21日（水）まで（郵送は 10月 19日（月）消印有効）
問  福祉保健局総務部職員課　 TEL 03-5320-4023
HP  東京都福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒職員募集⇒福祉保健局採用職種一覧
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html

◆  第５回都医学研都民講座「目を老化から守るために」
　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　11月６日（金）14時 30分から 16時まで
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）
講　師　 原田 高幸（東京都医学総合研究所 研究員）、大野 京子（東京医科歯科大学医歯学総合研

究科 眼科学分野教授）、野呂 隆彦（東京慈恵会医科大学眼科学講座　助教）
定　員　抽選で 500名様　入場無料
申込み　 10 月 19日（消印有効）までに往復はがきに講座名・人数（２人まで）・

住所・氏名（ふりがな）・電話番号を書き、〒 156-8506　東京都世田
谷区上北沢２- １- ６（公財）東京都医学総合研究所普及広報係へ

問  公益財団法人東京都医学総合研究所　 TEL 03-5316-3109

◆  都立看護専門学校専任教員の募集
資　格　 採用予定日現在満 60歳未満で看護師の免許を持ち、看護師養成所の専任教員として必要

な研修を修了した等、専任教員の資格を有する方または 28年３月に取得見込みの方
人　員　16人
勤務先　福祉保健局所管の都立看護専門学校
採用予定日　平成 28年４月１日
試験日　10月 25日（日）
申込み　10月 16日（金）まで（郵送は 10月 14日（水）消印有効）
問  福祉保健局総務部職員課　 TEL 03-5320-4023
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html
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にこにこ水中運動　※１ 　９月２１日(月)、２８日（月）
１０時１５分～１０時５０分 障害児者・介護者 不要

水泳入門（日曜版）　※２ １０月１８日(日)１２時～１３時 障害児者 必要
（申込期間：９/６～９/２７）
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（初心者・初級者）　※３ １１月８日（日） 障害児者 必要

（申込期間：９/８～１０/８）
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１０月１８日（日）13時～15時

障害児者・介護者
地域住民 不要グラウンドゴルフ　※５ １０月５・１９日（月）１３時～１５時

（受付は１２時２０分から行います。）

レッツ！車いすバスケ　※６ １０月１７日（土）９時～１２時

※１  水の力を利用した運動を行います。1月11日（月）を除き、毎週第1～第4月曜日に開催しています。第1・2週はアクアビクス、第3週はヌードルビクス、
第4週はウォーキングを行います。

※２ 水泳の基礎をしっかり学んで、上達を目指します。10月18日（日）から2月まで全5回開催します。
※３  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？
（※２、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。９月は「ティーボール」、「秋の大運動会」です。
※５ 広いグラウンドで思いきりグラウンドゴルフを楽しみましょう！
※６ 障害の有無に関わらず、どなたでもご参加いただけます。みんなで車いすバスケに挑戦してみましょう！
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/

◆  目の愛護デー「Tokyo Eye Festival」
日　時　10月３日（土）12時から 18時まで
　　　　10月４日（日）10時から 16時まで
場　所　新宿駅西口広場イベントコーナー
内　容　目の障害に関するイベント（事前申込不要、入場無料）

＜主なコーナー＞
●視野障害体験コーナー： 緑内障、網膜色素変性症、加齢黄斑変性、網膜剥離などの視野

障害を映像で体感
●眼科Ｑ＆Ａコーナー：眼科に関する質問を眼科医師が受ける。
●白内障コーナー：白内障を患ったらどうなるか、手術後の視力回復の模様を体感
※ その他、眼の病気や眼鏡、コンタクトレンズに関するミニ講演、視能訓練士コーナーな
どがあります。

問  公益社団法人東京都眼科医会　 TEL 03-3353-8383
　  福祉保健局保健政策部疾病対策課　 TEL 03-5320-4506

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
日　時　10月４日（日）13時 30分から 16時 30分まで
会　場　八王子労政会館（八王子市明神町３- ５- １）
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
　   又は福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL  03-5320-4147

◆  統計調査

問  東京都総務局統計部社会統計課　 TEL  03-5388-2551
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◆  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、臨床検査技師、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！
お問い合わせは下記まで
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
詳細はホームページでもご覧いただけます。
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/tousyo_bosyu/index.html

◆  東京都一般任期付職員の募集
職　種　①児童福祉司　②児童自立支援専門員
資　格　①児童福祉法第 13条又は同法施行規則第６条に該当
　　　　②東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第 90条に該当
人　員　①４名　②８名
勤務先　①児童相談所　②児童自立支援施設
任　期　平成 28年４月１日から平成 31年３月 31日まで
選　考　１次：書類選考　２次：11月５日（木）面接　
申込み　10月 21日（水）まで（郵送は 10月 19日（月）消印有効）
問  福祉保健局総務部職員課　 TEL 03-5320-4023
HP  東京都福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒職員募集⇒福祉保健局採用職種一覧
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html

◆  第５回都医学研都民講座「目を老化から守るために」
　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　11月６日（金）14時 30分から 16時まで
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）
講　師　 原田 高幸（東京都医学総合研究所 研究員）、大野 京子（東京医科歯科大学医歯学総合研

究科 眼科学分野教授）、野呂 隆彦（東京慈恵会医科大学眼科学講座　助教）
定　員　抽選で 500名様　入場無料
申込み　 10 月 19日（消印有効）までに往復はがきに講座名・人数（２人まで）・

住所・氏名（ふりがな）・電話番号を書き、〒 156-8506　東京都世田
谷区上北沢２- １- ６（公財）東京都医学総合研究所普及広報係へ

問  公益財団法人東京都医学総合研究所　 TEL 03-5316-3109

◆  都立看護専門学校専任教員の募集
資　格　 採用予定日現在満 60歳未満で看護師の免許を持ち、看護師養成所の専任教員として必要

な研修を修了した等、専任教員の資格を有する方または 28年３月に取得見込みの方
人　員　16人
勤務先　福祉保健局所管の都立看護専門学校
採用予定日　平成 28年４月１日
試験日　10月 25日（日）
申込み　10月 16日（金）まで（郵送は 10月 14日（水）消印有効）
問  福祉保健局総務部職員課　 TEL 03-5320-4023
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html

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

にこにこ水中運動　※１ 　９月２１日(月)、２８日（月）
１０時１５分～１０時５０分 障害児者・介護者 不要

水泳入門（日曜版）　※２ １０月１８日(日)１２時～１３時 障害児者 必要
（申込期間：９/６～９/２７）

第26回はばたきバドミントン大会
（初心者・初級者）　※３ １１月８日（日） 障害児者 必要

（申込期間：９/８～１０/８）

多
　摩

日曜広場　※４ 　９月２０日（日）13時～15時
１０月１８日（日）13時～15時

障害児者・介護者
地域住民 不要グラウンドゴルフ　※５ １０月５・１９日（月）１３時～１５時

（受付は１２時２０分から行います。）

レッツ！車いすバスケ　※６ １０月１７日（土）９時～１２時

※１  水の力を利用した運動を行います。1月11日（月）を除き、毎週第1～第4月曜日に開催しています。第1・2週はアクアビクス、第3週はヌードルビクス、
第4週はウォーキングを行います。

※２ 水泳の基礎をしっかり学んで、上達を目指します。10月18日（日）から2月まで全5回開催します。
※３  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？
（※２、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。９月は「ティーボール」、「秋の大運動会」です。
※５ 広いグラウンドで思いきりグラウンドゴルフを楽しみましょう！
※６ 障害の有無に関わらず、どなたでもご参加いただけます。みんなで車いすバスケに挑戦してみましょう！
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/

◆  目の愛護デー「Tokyo Eye Festival」
日　時　10月３日（土）12時から 18時まで
　　　　10月４日（日）10時から 16時まで
場　所　新宿駅西口広場イベントコーナー
内　容　目の障害に関するイベント（事前申込不要、入場無料）

＜主なコーナー＞
●視野障害体験コーナー： 緑内障、網膜色素変性症、加齢黄斑変性、網膜剥離などの視野

障害を映像で体感
●眼科Ｑ＆Ａコーナー：眼科に関する質問を眼科医師が受ける。
●白内障コーナー：白内障を患ったらどうなるか、手術後の視力回復の模様を体感
※ その他、眼の病気や眼鏡、コンタクトレンズに関するミニ講演、視能訓練士コーナーな
どがあります。

問  公益社団法人東京都眼科医会　 TEL 03-3353-8383
　  福祉保健局保健政策部疾病対策課　 TEL 03-5320-4506

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
日　時　10月４日（日）13時 30分から 16時 30分まで
会　場　八王子労政会館（八王子市明神町３- ５- １）
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
　   又は福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL  03-5320-4147

◆  統計調査

問  東京都総務局統計部社会統計課　 TEL  03-5388-2551
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２日 人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会「若いオストメイトの会」
３日 東京都児童福祉審議会

自立支援センター「新宿寮」開設
４日 第１回福祉業界合同採用試験
５日 第１回東京都食品安全審議会
６日 第30回東京都障害者総合美術展（～10日）

食の安全都民フォーラム「第８期　食の安全調査隊」　第１回活動
15日 東京都戦没者追悼式

18日 夏休みの動物愛護イベント・サマースクール①親子動物教室「犬と友達になろう」②親子犬のしつけ方教室
第３回福祉先進都市・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

19日 第１回東京都脳卒中医療連携協議会
23日 夏休みの動物愛護イベント・サマースクール①親子動物教室「犬と友達になろう」②親子犬のしつけ方教室
25日 第１回東京都健康安全研究センター環境保健衛生講習会「放射線測定値の見方、考え方」
27日 東京都児童福祉審議会第１回専門部会（家庭的養護の推進）

第１回東京都リハビリテーション協議会

妊婦さんへの面接の様子

豊島区の育児パッケージの例

８
月
の
動
き

内　　容　①福祉に関する講演会
　　　　　②福祉・介護体験等－車椅子体験や介護職体験等
　　　　　③説明会・相談会－今からできる福祉の仕事の紹介や資格取得方法等
日時・会場　①平成 27年 10月 17日（土）13時開始
　　　　　　日商簿記三鷹福祉専門学校（三鷹市下連雀４-19-11）
　　　　　②平成 27年 10月 18日（日）13時開始
　　　　　　東京未来大学福祉保育専門学校（足立区綾瀬２-30- ６）
　　　　　③平成 27年 10月 25日（日）10時開始
　　　　　　大原医療秘書福祉保育専門学校（千代田区西神田２- ４-11）
　　　　　※上記以降も実施予定有
対　　象　福祉の仕事や、社会・地域貢献活動等に興味・関心を持つ方
　　　　　なお、中高生向けは別途開催します。
参加方法　参加無料。参加希望の方は直接会場へお越しください（当日先着順）。
詳　　細　詳細については、東京都福祉人材センターホームページをご覧ください。
HP  http://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/

問  福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　 TEL 03-5320-4372　

 　妊娠期から子育て期にわたる妊産婦等への切れ目な
い支援を行う区市町村に対して、専門職の配置や育児
パッケージの配布にかかる経費を補助することによ
り、取組の一層の充実を促すことを目的としています。
　この事業は、東京版の「ネウボラ」（フィンランド
語で助言の場、妊娠・出産・子育てに関する様々な相
談に応じる支援の拠点）ともいうべき仕組みづくりを
目指しています。

学んで、感じて、好きになる！
「フクシの魅力☆発見セミナー」を開催します！

平成27年度　出産・子育て応援事業（ゆりかご・とうきょう事業）
　東京都では、平成 27年度から、妊娠期からの切れ目ない支援体制を構築するため、出産・子育て応
援事業（ゆりかご・とうきょう事業）を開始しています。
　今年度中に事業を開始する区市町村については、東京都と連携して、実施に向けた準備を進めてい
るところですが、その中で豊島区がトップバッターとして 7月 15日から本事業への取組を始め、大
変順調な滑り出しとなっておりますので、お知らせします。

　都内 25 か所の介護福祉士等養成施設で、福祉の仕事の魅力等を伝えるセミナーを開催します。

問  東京都福祉人材センター　 TEL  03-5211-2860
　　福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL  03-5320-4049 FAX  03-5388-1403

出産子育て応援事業（ゆりかご・とうきょう事業）


