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　「老人週間」を前にした９月９日（水）、舛添要一知事は、今年度新たに 100 歳を迎えられた松尾倭文子
（まつおしずこ）さんを訪問しました。知事から松尾さんへ、記念品の江戸硝子花瓶をお送りし、長寿をお
祝いしました。

　知事による新たに 100 歳になる方への訪問は、100 歳の方の元気なお姿を都民の皆様にお知ら
せするとともに、多くの高齢者の方々の励みにしていただくために、毎年行っています。

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。



　乳がんになる人は、30 歳代から増え、50 歳代までの働き盛りの世代に多く、この年代の女性のがん死亡原因
のトップとなっています。
　乳がんは、早期発見・早期治療により、90%以上の人が治るといわれています。40 歳になったら 2年に 1度、
定期的に乳がん検診を受けるとともに、毎月 1回の自己触診の習慣をつけましょう。
　乳がん検診は、お住まいの区市町村の住民検診や、職場の検診、人間ドックなどで受けられます。
　乳がん検診や東京都の取組についての詳細は、福祉保健局ポータルサイト「受けよう！がん検診」をご覧くだ
さい。

福祉保健局保健政策部
健康推進課
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03-5388-1427FAX

10月は乳がん月間です。
40歳になったら２年に１度、乳がん検診を受けましょう！

特集

受けよう！がん検診 検索

問  福祉保健局少子社会対策部育成支援課    
TEL  03-5320-4135   FAX  03-5388-1406

　このたび、里親月間を中心に、区市町村と協力し、養育家庭の子育て体験などを聞くことができる、
養育家庭（里親）体験発表会を都内各地で開催しますので、お知らせいたします。

（１）内容（各会場により内容は異なります。）
　①養育家庭制度の説明
　②養育家庭として子供を養育した経験のある方や元里子からの体験発表
（２）参加対象：養育家庭制度に興味をお持ちの方、子育て中の方、福祉に関心のある方など
（３）開催時期と開催場所：里親月間を中心に、都内52会場で開催
（４）参加費は無料です。
　養育家庭として子供を養育した経験を持つ方々に、子育てにまつわるエピソード、子育ての喜
びや苦労を語っていただきます。養育家庭で育った元里子の方に経験をお話しいただくこともあ
ります。

※詳細は、ホームページをご確認ください。
　 http://fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/satooya/seido/
   hotfamily/press/satooyagekkan2015.html

〔養育家庭の普及〕
　様々な事情により親元で暮らせない子供は、都内に約4,000人います。
そのような子供を、自らの家庭に迎え入れ、家庭的な環境で育てているの
が ｢里親｣ です。その「里親」の中でも、東京都では、養子縁組を目的と
せずに子供を育てる「養育家庭」の普及に努めています。

　SIDSは、それまで元気だった赤ちゃんが、眠っている間に突然死亡してしまう病気で、生後２か月
から６か月に多いとされています。原因はまだわかっていませんが、以下のようなことに留意するこ
とで、SIDSの発症リスクの低減が期待されています。大切な赤ちゃんをSIDSから守るために、３つの
事に気を付けましょう。
１．うつぶせ寝は避ける。
２．たばこはやめる。
３．できるだけ母乳で育てる 
　東京都では、SIDS等で赤ちゃんを亡くされた家族のための、電話相談を行っています。
〔SIDS電話相談〕
　毎週金曜日10時から16時まで（休日及び年末年始を除く）
　 TEL  03-5320-4388

「養育家庭」になってみませんか？ 10月と 11月は「里親月間」です
～「養育家庭（里親）体験発表会」を開催します～

11月は乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間

問  福祉保健局少子社会対策部家庭支援課    TEL  03-5320-4372   FAX  03-5388-1406

養育家庭（里親）体験発表会の概要

※「ほっとファミリー」は養育家庭
　の愛称です
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10月は臓器移植普及推進月間・骨髄バンク推進月間です！

１食で１日の野菜350ｇの約１/３量（120ｇ）を食べられるお店に出かけてみませんか？

問  福祉保健局保健政策部健康推進課
TEL  03-5320-4357　
FAX  03-5388-1427

問  〔臓器提供について〕（公社）日本臓器移植ネットワーク　 TEL  0120-78-1069
　　〔骨髄バンクについて〕（公財） 日本骨髄バンク　 TEL  0120-445-445
　　福祉保健局保健政策部疾病対策課　 TEL  03-5320-4506　 FAX  FAX 03-5388-1437

　東京都では、健康推進プラン21（第二次）で目指
している生活習慣の改善に取り組める食環境づくり
を進めています。
　都民の外食利用率の高さや野菜摂取量が目標量
（１日当たり350ｇ以上）に達していない現状から、
外食での野菜摂取量を増やすために、野菜を食べ
られるメニューを提供するお店「野菜メニュー店」
を始めました（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。）。
　外食をする時は、野菜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１品プラスするな
どして野菜をたくさん食べましょう。
　「野菜メニュー店」は、東京都保健所管内（多摩・
島しょ地区）で取り組んでいる事業です。特別区、
八王子市及び町田市では、独自の取組を行っていま
すので、詳細は各区市へお問合せください。

～話そう。大切な人と～
臓器移植法では、
① 親族への優先提供（意思表示カードへの自署が
必要）
② 本人の臓器提供意思が不明な場合（15歳未満を
含む）、家族の書面による承諾での臓器提供等
が可能です。

　臓器提供意思表示カード付リーフレットは、保
健所や区市町村の窓口、運転免許試験場、コンビ
ニエンスストアなどに設置されています。
　インターネットからも臓器提供に関する意思
（提供する／しない）の登録ができます。登録する
と、IDの入った登録カードが発行され自宅に送
られます。
詳細は、（公社）日本臓器移植ネットワーク
HP  http://www.jotnw.or.jpへ

～あなたの善意で助かる命があります～
　骨髄移植や末梢血幹細胞移植は、白血病や再生
不良性貧血などの血液疾患の患者に有効な治療
法です。骨髄移植等を待ち望む一人でも多くの方
が骨髄移植等を受けられるよう、骨髄バンクへの
登録をお願いします。
　骨髄バンクへの登録は、18歳以上54歳以下の健
康な方。都内の献血ルーム等で受け付けています。

臓器提供意思表示
カード付リーフレット

臓器提供意思表示カード拡大図
※カード単体では配布しておりません

骨髄バンクへの登録にご協力ください

「野菜メニュー店」は
このステッカーが目印です！！

★「野菜メニュー店」の詳しい情報はこちらをご覧ください。

★東京都保健所管内の飲食店の皆様へ
「野菜メニュー店」へのお申込みをお待ちして
おります。

検  索

臓器提供意思表示にご協力ください

「提供する」「提供しない」どちらも本人の
大切な意思です。「臓器提供」について、日
頃から家族や大切な人と話しあっておくこと
で、皆さんの意思を生かすことができます。

「YES」でも「NO」でも意思表示を！

　東京都監察医務院は、東京都23区内において死因の明らかでない急性死や事故などで亡くなられた方々の検案、
解剖を行い、その死因を明らかにしています。また、この業務を通じて、正確な死因統計、臨床医学や予防医学、
司法領域に寄与するとともに、医療関係者の教育や社会の安寧秩序の維持に貢献しています。
　日々の業務から得られたデータ等の一端を都民の皆様にお伝えし、疾病予防や事故防止にお役立ていただくた
め、下記のとおり公開講座を開催いたします。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11月14日（土）
 開場　12時　開演　13時
場　所　（公・財）としま未来文化財団　南大塚地域文化創造館・南大塚ホール（豊島区南大塚２-36-１）
 最寄り駅　ＪＲ大塚駅（南口）徒歩５分　東京メトロ丸の内線「新大塚駅」徒歩７分
定　員 250名（先着順）入場無料・申込不要
内　容 １　講　演　13時から15時30分
 　　①スポーツと突然死　　畔柳三省（監察医務院監察医）
 　　② 亡くなった原因をどうしぼり込むか　～監察医の仕事～　高橋識志（監察医務院非常勤監察医）
 ２　パネル展示　（監察医務院の年表・統計・症例紹介等）　12時から16時

日　　時　 平成27年11月22日（日）
　　　　　11時から16時30分まで
会　　場　 東京国際フォーラム　展示ホール２（ＪＲ、地下鉄有楽

町線　有楽町駅　徒歩１分）
対　　象　介護・福祉の仕事に興味・関心がある方（学生など）、
　　　　　 介護問題に興味・関心がある方、在宅で介護をしている方
入場料等　入場無料、事前申込不要
内　　容　●プロのワザを体験できるWonderland！
　　　　　　 「腰を痛めない介護のポイント」「リフレッシュでき

る足浴のポイント」「認知症のリハビリと介護について」ほか
　　　　　●ステージ企画「これからの介護・福祉、その魅力（仮題）」
　　　　　　・トークショー「今！これから！フクシがアツい！！」（ＮＰＯ法人Ubdobe岡勇樹氏）
　　　　　　・ トークショー「東京ホームタウンプロジェクト」（ＮＰＯ法人サービスグラント嵯峨生馬氏）
　　　　　　・ 認知症と家族をテーマとした笑いあり涙ありのドキュメンタリー映画上映ほか
　　　　　●体験型企画「フクシ×○○＝君の未来」
　　　　　　・介護ロボット　デモンストレーション・コミュニケーション体験
　　　　　　・ブラインドサッカー体験　（日本ブラインドサッカー協会）
　　　　　●福祉の仕事や介護の悩み等なんでも相談コーナー
　　　　　　・資格取得・進路・就職、家庭での介護など、テーマごとに相談コーナーを設置
　　　　　●アクティブ福祉in東京’15（第10回高齢者福祉研究大会）賞贈呈式
詳　　細　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/

　東京都は、11月11日の「介護の日」にちなみ、誰もが介護や福祉の仕事に親しみを持っていただけるよう、「介
護のコト体験フェア」を開催します。
　当日は、各コーナーでプロの介護技術を体験できるほか、ブラインドサッカー体験など、中・高校生の方も楽
しめるイベントになっています。

第24回東京都監察医務院公開講座のお知らせ

介護のコト体験フェア～来て！見て！感じて！！フクシのコト～

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

問  東京都監察医務院事務室庶務係　〒112-0012　文京区大塚４-21-18
　　TEL  03-3944-1481　 FAX  03-3944-7585
　　 HP   http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kansatsu/index.html
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10月は臓器移植普及推進月間・骨髄バンク推進月間です！

１食で１日の野菜350ｇの約１/３量（120ｇ）を食べられるお店に出かけてみませんか？

問  福祉保健局保健政策部健康推進課
TEL  03-5320-4357　
FAX  03-5388-1427

問  〔臓器提供について〕（公社）日本臓器移植ネットワーク　 TEL  0120-78-1069
　　〔骨髄バンクについて〕（公財） 日本骨髄バンク　 TEL  0120-445-445
　　福祉保健局保健政策部疾病対策課　 TEL  03-5320-4506　 FAX  FAX 03-5388-1437

　東京都では、健康推進プラン21（第二次）で目指
している生活習慣の改善に取り組める食環境づくり
を進めています。
　都民の外食利用率の高さや野菜摂取量が目標量
（１日当たり350ｇ以上）に達していない現状から、
外食での野菜摂取量を増やすために、野菜を食べ
られるメニューを提供するお店「野菜メニュー店」
を始めました（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。）。
　外食をする時は、野菜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１品プラスするな
どして野菜をたくさん食べましょう。
　「野菜メニュー店」は、東京都保健所管内（多摩・
島しょ地区）で取り組んでいる事業です。特別区、
八王子市及び町田市では、独自の取組を行っていま
すので、詳細は各区市へお問合せください。

～話そう。大切な人と～
臓器移植法では、
① 親族への優先提供（意思表示カードへの自署が
必要）
② 本人の臓器提供意思が不明な場合（15歳未満を
含む）、家族の書面による承諾での臓器提供等
が可能です。

　臓器提供意思表示カード付リーフレットは、保
健所や区市町村の窓口、運転免許試験場、コンビ
ニエンスストアなどに設置されています。
　インターネットからも臓器提供に関する意思
（提供する／しない）の登録ができます。登録する
と、IDの入った登録カードが発行され自宅に送
られます。
詳細は、（公社）日本臓器移植ネットワーク
HP  http://www.jotnw.or.jpへ

～あなたの善意で助かる命があります～
　骨髄移植や末梢血幹細胞移植は、白血病や再生
不良性貧血などの血液疾患の患者に有効な治療
法です。骨髄移植等を待ち望む一人でも多くの方
が骨髄移植等を受けられるよう、骨髄バンクへの
登録をお願いします。
　骨髄バンクへの登録は、18歳以上54歳以下の健
康な方。都内の献血ルーム等で受け付けています。

臓器提供意思表示
カード付リーフレット

臓器提供意思表示カード拡大図
※カード単体では配布しておりません

骨髄バンクへの登録にご協力ください

「野菜メニュー店」は
このステッカーが目印です！！

★「野菜メニュー店」の詳しい情報はこちらをご覧ください。

★東京都保健所管内の飲食店の皆様へ
「野菜メニュー店」へのお申込みをお待ちして
おります。

検  索

臓器提供意思表示にご協力ください

「提供する」「提供しない」どちらも本人の
大切な意思です。「臓器提供」について、日
頃から家族や大切な人と話しあっておくこと
で、皆さんの意思を生かすことができます。

「YES」でも「NO」でも意思表示を！

　東京都監察医務院は、東京都23区内において死因の明らかでない急性死や事故などで亡くなられた方々の検案、
解剖を行い、その死因を明らかにしています。また、この業務を通じて、正確な死因統計、臨床医学や予防医学、
司法領域に寄与するとともに、医療関係者の教育や社会の安寧秩序の維持に貢献しています。
　日々の業務から得られたデータ等の一端を都民の皆様にお伝えし、疾病予防や事故防止にお役立ていただくた
め、下記のとおり公開講座を開催いたします。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11月14日（土）
 開場　12時　開演　13時
場　所　（公・財）としま未来文化財団　南大塚地域文化創造館・南大塚ホール（豊島区南大塚２-36-１）
 最寄り駅　ＪＲ大塚駅（南口）徒歩５分　東京メトロ丸の内線「新大塚駅」徒歩７分
定　員 250名（先着順）入場無料・申込不要
内　容 １　講　演　13時から15時30分
 　　①スポーツと突然死　　畔柳三省（監察医務院監察医）
 　　② 亡くなった原因をどうしぼり込むか　～監察医の仕事～　高橋識志（監察医務院非常勤監察医）
 ２　パネル展示　（監察医務院の年表・統計・症例紹介等）　12時から16時

日　　時　 平成27年11月22日（日）
　　　　　11時から16時30分まで
会　　場　 東京国際フォーラム　展示ホール２（ＪＲ、地下鉄有楽

町線　有楽町駅　徒歩１分）
対　　象　介護・福祉の仕事に興味・関心がある方（学生など）、
　　　　　 介護問題に興味・関心がある方、在宅で介護をしている方
入場料等　入場無料、事前申込不要
内　　容　●プロのワザを体験できるWonderland！
　　　　　　 「腰を痛めない介護のポイント」「リフレッシュでき

る足浴のポイント」「認知症のリハビリと介護について」ほか
　　　　　●ステージ企画「これからの介護・福祉、その魅力（仮題）」
　　　　　　・トークショー「今！これから！フクシがアツい！！」（ＮＰＯ法人Ubdobe岡勇樹氏）
　　　　　　・ トークショー「東京ホームタウンプロジェクト」（ＮＰＯ法人サービスグラント嵯峨生馬氏）
　　　　　　・ 認知症と家族をテーマとした笑いあり涙ありのドキュメンタリー映画上映ほか
　　　　　●体験型企画「フクシ×○○＝君の未来」
　　　　　　・介護ロボット　デモンストレーション・コミュニケーション体験
　　　　　　・ブラインドサッカー体験　（日本ブラインドサッカー協会）
　　　　　●福祉の仕事や介護の悩み等なんでも相談コーナー
　　　　　　・資格取得・進路・就職、家庭での介護など、テーマごとに相談コーナーを設置
　　　　　●アクティブ福祉in東京’15（第10回高齢者福祉研究大会）賞贈呈式
詳　　細　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/
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しめるイベントになっています。
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◆  老年学・老年医学公開講座
題　名　「医療と介護の今を支える最先端テクノロジー」
日　時　11月２日（月）13時 15分から 16時 30分まで
会　場　北とぴあ　さくらホール（北区王子 1-11-1）
講　師　 大渕修一（東京都健康長寿医療センター研究所研究副部長）、中澤達（東京都健康長寿医療センター

血管外科部長）、小林宏（東京理科大学工学部第一部機械工学科教授）
申込み　当日先着 1,300 人。事前申込は不要。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（内線 1240）
HP  http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

◆  「2015 介護就職デイ　ふくしワーク就職フェア」開催
　東京都は、東京労働局等と共に、11月 11日の介護の日に伴い「2015介護就職デイ ふくしワーク就職フェ
ア」を新宿及び立川で開催します。本イベントは、都内の福祉関連の事業所が参加する就職面接会で、実際
の採用担当者が窓口で面談します。
　参加費無料、予約不要ですので、履歴書を複数枚持参の上、ご参加ください。
【新宿会場】～就職面接会 50社参加予定～
開催日時　11月 11日（水）10時 30分から 16時 15分まで
場　　所　新宿エルタワービル 30階　サンスカイルーム　新宿区西新宿 1-6-1
◆福祉業界セミナー　10時 30分から正午まで（受付は 10時から 10時 30分まで）
　○タイトル「介護福祉の仕事　ホンネの話」
　○講演者　株式会社ケアワーク弥生　小規模多機能型居宅介護ユアハウス弥生　主任　金山　峰之氏
　○定　員　約 150席（先着順となりますのでご了承ください。）
◆福祉の仕事就職面接会　13時 15分から 16時 15分まで　（受付は 12時 45分から 15時 45分まで）
◆福祉全般の相談コーナー
【立川会場】～就職面接会 26社参加予定～
開催日時　11月 26日（木）13時から 16時まで
場　　所　 ハローワーク立川　共用会議室 1,2　立川市緑町 4-2　立川地方合同庁舎 3階
◆福祉の仕事就職面接会　13時から 16時まで　（受付は 12時 30分から 15時 30分まで）
◆福祉全般の相談コーナー
【共通】
対　　象　福祉分野での就職を希望される方　
共　　催　 東京労働局、都内ハローワーク、（社福）東京都社会福祉協議会 東京都福祉人材センター、（公

財）介護労働安定センター東京支部、（公社）東京都看護協会 東京都ナースプラザ
詳　　細　参加求人の概要等の詳細は、10月中旬から下旬に東京労働局ホームページ
　　　　　（http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）で公開します。
問  （事業全般について）東京労働局職業安定部職業安定課　 TEL 03-3512-1656
　　（東京都福祉人材センターについて）福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL 03-5320-4049

◆  あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師資格養成のための支援
対　象　都内に１年以上在住の視覚障害者で、ヘレン・ケラー学院の入学試験合格者
人　数　若干名
授業料　委託生は、授業料を負担する必要はありません。
申込み　平成 28年１月７日（木）までに、学院の受験票の写し等を福祉事務所へ提出
試験日　平成 28年１月 16日（土）
　　　　対象、養成課程の内容・期間等の詳細については下記にお問い合わせ下さい。
問  ヘレン・ケラー学院　 TEL 03-3200-0525
　　福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL 03-5320-4146　 FAX  03-5388-1408

お知らせ

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
題　名　「泌尿器系ストーマのオストメイト講習会」
日　時　11月 22日（日）13時 30分から 16時 30分まで
会　場　東京都障害者福祉会館（港区芝５-18- ２）
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

◆  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

みんなでテニス　※１ １１月１日(日)１３時～１７時(雨天中止) 障害児者・家族等・地域住民 不要

わくわくスポーツ記録会　※２ １１月１４日(土)１５時～１７時 知的障害児者 必要
(申込期間：10/3～10/24)

第6回はばたきジュニアスポーツ
交流大会　※３ １２月２３日(水・祝) 障害児者(18歳以下) 必要

(申込期間：10/23～11/23)

多
　摩

日曜広場　※４ １０月１８日（日）13時～15時
１１月１５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のひろば　※５ １０月１９日（月）１３時～１５時

（受付は１２時２０分から行います。）
みんなで☆バドミントン　※６ １０月２９日（木）１８時３０分～２０時３０分

※１ ゲームを通じて、みんなで交流しながらスキルアップを目指します。12月、１月、２月にも開催します。（12月は新河岸東公園にて実施します）
※２ ミニ運動会！みんなで楽しく、日頃の成果を発揮しよう。
※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。10月は「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！谷保第３公園（雨天時は体育館）で行います。
※６ 皆さまの要望とレベルに応じたバドミントン指導を行います。　協力：多摩バドミントンクラブ

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/

◆  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　①11月５日（木）　②11月13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。
問  東京都ナースプラザ　 TEL 03-3359-3388　 HP  https://www.np-tokyo.jp
　  福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL 03-5320-4447

◆  都民のための「おくすり講座」を開催します！
　健康安全研究センターでは、「薬の正しい知識　～薬との付き合い方を考える～」をテーマに、「おくす
り講座」を開催します。
　本講座では、薬の飲み方・使い方に関する注意点や副作用などの基本的なことから、最近話題になってい
るジェネリック医薬品や飲み忘れ等により自宅で保管されている薬の取り扱い方法について解説します。多
くの方のご参加をお待ちしています。
講座題目　薬の正しい知識　～薬との付き合い方を考える～
日　　時　10月21日（水）14時から16時まで（開場：13時45分）
場　　所　都民ホール（東京都庁　都議会議事堂１階）
講　　師　公益社団法人東京都薬剤師会　常務理事　小野　稔　氏
定　　員　200名（当日先着順、参加無料）※申込は不要です。当日会場にお越しください。
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課食品医薬品情報係　 TEL 03-3363-3472
HP  http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_shoku/qqbox/

◆  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！
　都内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。
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 11月 ７日（土）13時開始　千住介護福祉専門学校　（足立区千住仲町 14- ４）
 ② 11月 14日（土）10時開始　世田谷福祉専門学校（世田谷区船橋７-19-17）
 ③ 11月 20日（金）13時開始　東京国際福祉専門学校（新宿区新宿１-11- ７）
 ④ 11月 21日（土）10時開始　読売理工医療福祉専門学校（港区芝５-26-16）
 ※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 40人）。
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/20150903hakken1.html
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
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◆  老年学・老年医学公開講座
題　名　「医療と介護の今を支える最先端テクノロジー」
日　時　11月２日（月）13時 15分から 16時 30分まで
会　場　北とぴあ　さくらホール（北区王子 1-11-1）
講　師　 大渕修一（東京都健康長寿医療センター研究所研究副部長）、中澤達（東京都健康長寿医療センター

血管外科部長）、小林宏（東京理科大学工学部第一部機械工学科教授）
申込み　当日先着 1,300 人。事前申込は不要。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（内線 1240）
HP  http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

◆  「2015 介護就職デイ　ふくしワーク就職フェア」開催
　東京都は、東京労働局等と共に、11月 11日の介護の日に伴い「2015介護就職デイ ふくしワーク就職フェ
ア」を新宿及び立川で開催します。本イベントは、都内の福祉関連の事業所が参加する就職面接会で、実際
の採用担当者が窓口で面談します。
　参加費無料、予約不要ですので、履歴書を複数枚持参の上、ご参加ください。
【新宿会場】～就職面接会 50社参加予定～
開催日時　11月 11日（水）10時 30分から 16時 15分まで
場　　所　新宿エルタワービル 30階　サンスカイルーム　新宿区西新宿 1-6-1
◆福祉業界セミナー　10時 30分から正午まで（受付は 10時から 10時 30分まで）
　○タイトル「介護福祉の仕事　ホンネの話」
　○講演者　株式会社ケアワーク弥生　小規模多機能型居宅介護ユアハウス弥生　主任　金山　峰之氏
　○定　員　約 150席（先着順となりますのでご了承ください。）
◆福祉の仕事就職面接会　13時 15分から 16時 15分まで　（受付は 12時 45分から 15時 45分まで）
◆福祉全般の相談コーナー
【立川会場】～就職面接会 26社参加予定～
開催日時　11月 26日（木）13時から 16時まで
場　　所　 ハローワーク立川　共用会議室 1,2　立川市緑町 4-2　立川地方合同庁舎 3階
◆福祉の仕事就職面接会　13時から 16時まで　（受付は 12時 30分から 15時 30分まで）
◆福祉全般の相談コーナー
【共通】
対　　象　福祉分野での就職を希望される方　
共　　催　 東京労働局、都内ハローワーク、（社福）東京都社会福祉協議会 東京都福祉人材センター、（公

財）介護労働安定センター東京支部、（公社）東京都看護協会 東京都ナースプラザ
詳　　細　参加求人の概要等の詳細は、10月中旬から下旬に東京労働局ホームページ
　　　　　（http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）で公開します。
問  （事業全般について）東京労働局職業安定部職業安定課　 TEL 03-3512-1656
　　（東京都福祉人材センターについて）福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL 03-5320-4049

◆  あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師資格養成のための支援
対　象　都内に１年以上在住の視覚障害者で、ヘレン・ケラー学院の入学試験合格者
人　数　若干名
授業料　委託生は、授業料を負担する必要はありません。
申込み　平成 28年１月７日（木）までに、学院の受験票の写し等を福祉事務所へ提出
試験日　平成 28年１月 16日（土）
　　　　対象、養成課程の内容・期間等の詳細については下記にお問い合わせ下さい。
問  ヘレン・ケラー学院　 TEL 03-3200-0525
　　福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL 03-5320-4146　 FAX  03-5388-1408

お知らせ

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
題　名　「泌尿器系ストーマのオストメイト講習会」
日　時　11月 22日（日）13時 30分から 16時 30分まで
会　場　東京都障害者福祉会館（港区芝５-18- ２）
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

◆  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

みんなでテニス　※１ １１月１日(日)１３時～１７時(雨天中止) 障害児者・家族等・地域住民 不要

わくわくスポーツ記録会　※２ １１月１４日(土)１５時～１７時 知的障害児者 必要
(申込期間：10/3～10/24)

第6回はばたきジュニアスポーツ
交流大会　※３ １２月２３日(水・祝) 障害児者(18歳以下) 必要

(申込期間：10/23～11/23)

多
　摩

日曜広場　※４ １０月１８日（日）13時～15時
１１月１５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のひろば　※５ １０月１９日（月）１３時～１５時

（受付は１２時２０分から行います。）
みんなで☆バドミントン　※６ １０月２９日（木）１８時３０分～２０時３０分

※１ ゲームを通じて、みんなで交流しながらスキルアップを目指します。12月、１月、２月にも開催します。（12月は新河岸東公園にて実施します）
※２ ミニ運動会！みんなで楽しく、日頃の成果を発揮しよう。
※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。10月は「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！谷保第３公園（雨天時は体育館）で行います。
※６ 皆さまの要望とレベルに応じたバドミントン指導を行います。　協力：多摩バドミントンクラブ

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/

◆  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　①11月５日（木）　②11月13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。
問  東京都ナースプラザ　 TEL 03-3359-3388　 HP  https://www.np-tokyo.jp
　  福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL 03-5320-4447

◆  都民のための「おくすり講座」を開催します！
　健康安全研究センターでは、「薬の正しい知識　～薬との付き合い方を考える～」をテーマに、「おくす
り講座」を開催します。
　本講座では、薬の飲み方・使い方に関する注意点や副作用などの基本的なことから、最近話題になってい
るジェネリック医薬品や飲み忘れ等により自宅で保管されている薬の取り扱い方法について解説します。多
くの方のご参加をお待ちしています。
講座題目　薬の正しい知識　～薬との付き合い方を考える～
日　　時　10月21日（水）14時から16時まで（開場：13時45分）
場　　所　都民ホール（東京都庁　都議会議事堂１階）
講　　師　公益社団法人東京都薬剤師会　常務理事　小野　稔　氏
定　　員　200名（当日先着順、参加無料）※申込は不要です。当日会場にお越しください。
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課食品医薬品情報係　 TEL 03-3363-3472
HP  http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_shoku/qqbox/

◆  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！
　都内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。
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 11月 ７日（土）13時開始　千住介護福祉専門学校　（足立区千住仲町 14- ４）
 ② 11月 14日（土）10時開始　世田谷福祉専門学校（世田谷区船橋７-19-17）
 ③ 11月 20日（金）13時開始　東京国際福祉専門学校（新宿区新宿１-11- ７）
 ④ 11月 21日（土）10時開始　読売理工医療福祉専門学校（港区芝５-26-16）
 ※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 40人）。
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/20150903hakken1.html
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
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◆  老年学・老年医学公開講座
題　名　「医療と介護の今を支える最先端テクノロジー」
日　時　11月２日（月）13時 15分から 16時 30分まで
会　場　北とぴあ　さくらホール（北区王子 1-11-1）
講　師　 大渕修一（東京都健康長寿医療センター研究所研究副部長）、中澤達（東京都健康長寿医療センター

血管外科部長）、小林宏（東京理科大学工学部第一部機械工学科教授）
申込み　当日先着 1,300 人。事前申込は不要。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（内線 1240）
HP  http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

◆  「2015 介護就職デイ　ふくしワーク就職フェア」開催
　東京都は、東京労働局等と共に、11月 11日の介護の日に伴い「2015介護就職デイ ふくしワーク就職フェ
ア」を新宿及び立川で開催します。本イベントは、都内の福祉関連の事業所が参加する就職面接会で、実際
の採用担当者が窓口で面談します。
　参加費無料、予約不要ですので、履歴書を複数枚持参の上、ご参加ください。
【新宿会場】～就職面接会 50社参加予定～
開催日時　11月 11日（水）10時 30分から 16時 15分まで
場　　所　新宿エルタワービル 30階　サンスカイルーム　新宿区西新宿 1-6-1
◆福祉業界セミナー　10時 30分から正午まで（受付は 10時から 10時 30分まで）
　○タイトル「介護福祉の仕事　ホンネの話」
　○講演者　株式会社ケアワーク弥生　小規模多機能型居宅介護ユアハウス弥生　主任　金山　峰之氏
　○定　員　約 150席（先着順となりますのでご了承ください。）
◆福祉の仕事就職面接会　13時 15分から 16時 15分まで　（受付は 12時 45分から 15時 45分まで）
◆福祉全般の相談コーナー
【立川会場】～就職面接会 26社参加予定～
開催日時　11月 26日（木）13時から 16時まで
場　　所　 ハローワーク立川　共用会議室 1,2　立川市緑町 4-2　立川地方合同庁舎 3階
◆福祉の仕事就職面接会　13時から 16時まで　（受付は 12時 30分から 15時 30分まで）
◆福祉全般の相談コーナー
【共通】
対　　象　福祉分野での就職を希望される方　
共　　催　 東京労働局、都内ハローワーク、（社福）東京都社会福祉協議会 東京都福祉人材センター、（公

財）介護労働安定センター東京支部、（公社）東京都看護協会 東京都ナースプラザ
詳　　細　参加求人の概要等の詳細は、10月中旬から下旬に東京労働局ホームページ
　　　　　（http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）で公開します。
問  （事業全般について）東京労働局職業安定部職業安定課　 TEL 03-3512-1656
　　（東京都福祉人材センターについて）福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL 03-5320-4049

◆  あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師資格養成のための支援
対　象　都内に１年以上在住の視覚障害者で、ヘレン・ケラー学院の入学試験合格者
人　数　若干名
授業料　委託生は、授業料を負担する必要はありません。
申込み　平成 28年１月７日（木）までに、学院の受験票の写し等を福祉事務所へ提出
試験日　平成 28年１月 16日（土）
　　　　対象、養成課程の内容・期間等の詳細については下記にお問い合わせ下さい。
問  ヘレン・ケラー学院　 TEL 03-3200-0525
　　福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課　 TEL 03-5320-4146　 FAX  03-5388-1408

お知らせ

◆  人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
題　名　「泌尿器系ストーマのオストメイト講習会」
日　時　11月 22日（日）13時 30分から 16時 30分まで
会　場　東京都障害者福祉会館（港区芝５-18- ２）
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

◆  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

みんなでテニス　※１ １１月１日(日)１３時～１７時(雨天中止) 障害児者・家族等・地域住民 不要

わくわくスポーツ記録会　※２ １１月１４日(土)１５時～１７時 知的障害児者 必要
(申込期間：10/3～10/24)

第6回はばたきジュニアスポーツ
交流大会　※３ １２月２３日(水・祝) 障害児者(18歳以下) 必要

(申込期間：10/23～11/23)

多
　摩

日曜広場　※４ １０月１８日（日）13時～15時
１１月１５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のひろば　※５ １０月１９日（月）１３時～１５時

（受付は１２時２０分から行います。）
みんなで☆バドミントン　※６ １０月２９日（木）１８時３０分～２０時３０分

※１ ゲームを通じて、みんなで交流しながらスキルアップを目指します。12月、１月、２月にも開催します。（12月は新河岸東公園にて実施します）
※２ ミニ運動会！みんなで楽しく、日頃の成果を発揮しよう。
※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。10月は「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！谷保第３公園（雨天時は体育館）で行います。
※６ 皆さまの要望とレベルに応じたバドミントン指導を行います。　協力：多摩バドミントンクラブ

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/

◆  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　①11月５日（木）　②11月13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。
問  東京都ナースプラザ　 TEL 03-3359-3388　 HP  https://www.np-tokyo.jp
　  福祉保健局医療政策部医療人材課　 TEL 03-5320-4447

◆  都民のための「おくすり講座」を開催します！
　健康安全研究センターでは、「薬の正しい知識　～薬との付き合い方を考える～」をテーマに、「おくす
り講座」を開催します。
　本講座では、薬の飲み方・使い方に関する注意点や副作用などの基本的なことから、最近話題になってい
るジェネリック医薬品や飲み忘れ等により自宅で保管されている薬の取り扱い方法について解説します。多
くの方のご参加をお待ちしています。
講座題目　薬の正しい知識　～薬との付き合い方を考える～
日　　時　10月21日（水）14時から16時まで（開場：13時45分）
場　　所　都民ホール（東京都庁　都議会議事堂１階）
講　　師　公益社団法人東京都薬剤師会　常務理事　小野　稔　氏
定　　員　200名（当日先着順、参加無料）※申込は不要です。当日会場にお越しください。
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課食品医薬品情報係　 TEL 03-3363-3472
HP  http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_shoku/qqbox/

◆  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！
　都内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。
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 11月 ７日（土）13時開始　千住介護福祉専門学校　（足立区千住仲町 14- ４）
 ② 11月 14日（土）10時開始　世田谷福祉専門学校（世田谷区船橋７-19-17）
 ③ 11月 20日（金）13時開始　東京国際福祉専門学校（新宿区新宿１-11- ７）
 ④ 11月 21日（土）10時開始　読売理工医療福祉専門学校（港区芝５-26-16）
 ※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 40人）。
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/20150903hakken1.html
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
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１日 東京都・立川市合同総合防災訓練
自殺防止！東京キャンペーン　街頭キャンペーン

２日 食の安全都民フォーラム「第８期　食の安全調査隊」第２回活動
３日 ふれあいナースバンク再就職相談会

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」
第10期東京都福祉のまちづくり推進協議会第４回専門部会

４日 第１回東京都小児医療協議会
５日 福祉保健局業務説明会
６日 動物愛護ふれあいフェスティバル

人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会「泌尿器系ストーマのオストメイト講習会」
８日 食の安全都民フォーラム「第８期　食の安全調査隊」第３回活動

東京都児童福祉審議会第２回専門部会
第22回東京都認知症対策推進会議

９日 知事の百歳訪問
「救急の日」シンポジウム

10日 自殺防止！東京キャンペーン講演会「自分を傷つけずにはいられない！～生きづらさを抱える若者の自殺防止のために～」
11日 保育士就職支援セミナー（～13日）

食の安全都民フォーラム「第８期　食の安全調査隊」第４回活動
ふれあいナースバンク再就職相談会
第139回老年学・老年医学講座「紹介します！高齢者にやさしい最新医療」

12日 動物愛護ふれあいフェスティバル
13日 スマートエネルギー教室＆パラスポーツ体験

保育士就職支援研修・就職相談会
15日 第４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
17日 ふれあいナースバンク再就職相談会

東京都花粉対策検討委員会（第１回）
19日 自死者防止講演会「『自殺する私の声を聞いて』絆の輪を広げよう」
20日 人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会「消化器系ストーマのオストメイト講習会」

フクシの魅力☆発見セミナー
25日 食の安全都民フォーラム「食品添加物を考える～上手につきあうには～」
26日 リレー・フォー・ライフジャパン2015東京上野
27日 認知症シンポジウム「認知症の人にやさしいまち　東京を目指して～認知症サポーターになろう～」
28日 保育士就職支援セミナー（～30日）

９
月
の
動
き

　都民の皆様が、福祉サービスを利用する際に必要とされる様々な情報を
提供している「とうきょう福祉ナビゲーション」（福ナビ）のトップペー
ジを10月１日にリニューアルしました。
　今回は、「福ナビ」をご覧になる方が、情報を探しやすく分かりやすい
ページを目指し、デザインや構成を全面的に刷新しました。

　これらによって、パソコンなどに不慣れな方や高齢者にも使いやすくなりました。一新した福ナビを是非ご活用ください。
URL はこちらです。http://www.fukunavi.or.jp/

問  福祉保健局少子社会対策部計画課　 TEL 03-5320-4115

問  公益財団法人東京都福祉保健財団福祉情報部　 TEL 03-3344-8631

 新しいトップページの改善ポイント
①コンテンツを整理して必要な情報へたどり着きやすくしました。
② 大きなブロックアイコンを用いることにより、視覚的な分かりやすさを改善しました。
③ 項目数と文字数を整理することによって画面スクロールを旧ページの半分程度に抑
え、従来よりもスマートフォンなどの携帯端末でも使いやすくなりました。

「福ナビ」トップページを10月１日にリニューアルしました

全面リニューアル

　都では、社会全体で子育てを支援する気運を醸成するため、幅広い団体等により構成される子育て応援と
うきょう会議を設置し、取組を進めています。
　この度、子育て応援とうきょう会議では、東京の子育てを応援するために運営しているウェブサイト「と
うきょう子育てスイッチ」の全面リニューアルを以下のとおり実施しました。様々な機能の強化・コンテン
ツの追加を行いましたので是非ご活用下さい。
日　時　10月１日（木）
リニューアルの特徴
　○　主な機能
　　・子育て関連ニュース・最新情報について、Twitter 等で迅速に発信します。
　　・都内各自治体が提供する子育て支援サービスを検索することができます。
　　・ スマートフォン利用時に、「とうきょう子育てスイッチ」で紹介する施設や設備の所在地を容易に地

図で確認できます。
　○　主なコンテンツ
　　・ 新たに「子育てマガジン」を追加し、子育てで活躍する方々へのインタビューなどを動画形式でも配

信します。また、子育てに関するタイムリーな用語を「子育て百科」としてわかりやすく解説します。
　　・ 協働会員（※）専用のFacebookを設け、情報交換や、協働して子育て支援の取組を実施する際の話

し合いの場として、ご利用いただけます。
　　  ※協働会員… 子育て応援とうきょう会議の目的に賛同して登録いただいた企業や団体です。とうきょ

う会議とともに、社会全体で子育てを応援する取組を推進しています。
新しいＵＲＬ　http://kosodateswitch.jp/ 
　　  ※ 従来のＵＲＬ（http://tokyo.kosodateswitch.jp/）にアクセス頂いた場合は、上記ＵＲＬへ自動

的にジャンプします。

～東京の子育て応援サイトが、10月から新しくなりました。～


