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　12 月９日（水）、練馬区立練馬文化セン
ター小ホールにおいて「～障害者週間記念
の集い～第 35 回ふれあいフェスティバ
ル」を開催しました。
　このイベントは、12 月３日から 12 月
９日までの「障害者週間」を記念して、障害
のある人もない人も、楽しみながら障害や
障害のある方に対する理解と関心を深め
ることを目的として毎年開催しています。

　イベント当日には、障害者自立生活者・障害者自
立支援功労者への知事賞贈呈の記念式典をはじめ、
ＫＯＮＩＳＨＩＫＩさんによるハワイアンライブ、
練馬区聴覚障害者協会「だいこん連」さんによる阿
波踊り、ナー・マモ・オ・レフア・マカノエさんに
よるフラダンスが行われ、出演者も来場者も一体と
なり楽しむことが出来ました。
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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。

福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課 03-5320-4147問 TEL 03-5388-1408FAX

第35回ふれあいフェスティバルを開催しました



　11 月 15 日（日）、大腸がん検診の受診を広く呼びかけるため、
ウオーキングイベント「Ｔｏｋｙｏ健康ウオーク 2015」を開催し
ました。当日は、約 2,000 名の参加者が新小岩公園を出発し、「東
京の水郷　歴史に彩られた街、江戸川・葛飾エリア」（14ｋｍコー
ス又は６ｋｍコース）を、大腸がんに関するクイズラリーを楽し
みながら歩きました。
　また、斎藤博医師とゲストの金哲彦さん、市橋有里さんによる
トークショーでは、大腸がんに関する知識や検診の有効性等につ
いてのお話があり、大腸がん検診への理解を深めることができま
した。東京都は、今後も大腸がんによる死亡率低下を目指し、検
診受診率向上のための啓発に取り組んでいきます。
　なお、平成 28 年１月 12 日（火）から 18 日（月）まで都庁第
一本庁舎１階中央アートワークにて、大腸がんに関するパネル展
を行いますので、是非ご覧ください。

福祉保健局保健政策部健康推進課問 03-5320-4363TEL 03-5388-1427FAX

●大腸がんの死亡者数は、この 20年で約２倍になりました。
●大腸がんは、早期発見・早期治療により 95％以上が治るといわれています。
●早期のがんでは自覚症状がないため、検診を毎年受診することが大切です。

を開催しました！！特集

大腸がん検診を受けましょう！

　● 問診
　● 便潜血検査（２日法）
＊対象年齢は 40歳以上です＊

検診の内容検診の内容

● お住まいの区市町村での検診
● 職場での検診
　（実施の有無については、職場にご確認ください。）
● 人間ドックなど

検診が受けられる場所検診が受けられる場所

　便潜血検査（便中の微量の血液を調べる検査）は、便を採取するだけなので、非常に簡単で、体への
負担もまったくありません。この検査は、死亡率を減らすことが証明されている検査方法です。

便潜血検査
べんせんけつけん さ

40 歳になったら、1年に 1回、大腸がん検診を！

問  福祉保健局少子社会対策部保育支援課    TEL  03-5320-4130   FAX  03-5388-1406

―きっと見つかる、もっと深まる保育の魅力―
保育のおしごと応援フェスタ2016

介護のコト体験フェア－来て！見て！感じて！！フクシのコト－を開催しました

問  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

　東京都では、安心して子供を産み育てられる環境の実現のため、待機児童の早期解消を目指し、保育サー
ビスの更なる拡充に取り組んでいますが、それを実現させるためには保育の担い手である保育人材の皆さん
一人ひとりの力が必要不可欠です。
　そこで、昨年度に引き続き、今年度も、「保育のおしごと応援フェスタ2016」と題し、現役保育士の方は
もとより、潜在保育士の方や保育士を目指す学生さんなど、保育の仕事に興味・関心をお持ちの全ての皆さ
んを対象とした、保育の仕事を応援するイベントを開催します。
　有名タレントによる保育の現場へのエールや、現役保育士によるパネルディスカッション、現場ですぐに
役立つセミナー・講演会など保育の魅力を発信する各種プログラムに加え、これから保育所等に就労をお考
えの方のために、50社を超える都内保育事業者との就職相談会も併せて実施します。

　11月22日（日）東京国際フォーラムにおいて、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」を開催しました。
　当日は、介護技術を体験できるコーナーを設置し、「認知症のリハビリと介
護予防について」や「リフレッシュできる足浴のポイント」など様々な介護方
法を実際に介護現場で働いているプロが実演しました。
　また、若手職員による福祉の仕事の魅力や本音等を伝えるシンポジウムや、
映画「徘徊　ママリン87歳の夏」の上映会を開催しました。そのほか、ブライ
ンドサッカ―体験や、介護ロボットの展示、福祉の仕事や介護の悩み等に関す
る相談コーナーの設置等もあり、幅広い年齢層の方にお楽しみいただける充実
したイベントとなりました。
　在宅で介護をしている方や、学生の方、福祉の仕事を目指して
いる方など、1,100人の来場があり、多くの方に介護や福祉を身
近に感じていただく機会となりました。

１．開催日時　　平成28年２月14日（日）　10時から17時まで
２．会　　場　　渋谷ヒカリエ９階　ヒカリエホール　
３．対　　象　　保育士資格をお持ちの方、保育士を目指す学生、保育の仕事に関心のある方
４．開催内容　　～ステージプログラム（予定）～
　　◆トークセッション：ゲスト　つるの剛士さん
　　◆パネルディスカッション：ゲスト　てぃ先生
　　◆セミナー：ゲスト　菊地　政隆先生（通称：まあせんせい）
５．申　　込　　平成27年12月１日（火）より受付開始予定
６．申込方法　　イベント専用ホームページ、事務局の電話又は
　　　　　　　　ＦＡＸにより受付
７．事 務 局　　「保育のおしごと応援フェスタ2016」事務局
　　　　　　　　電　話：03－6861－2950
　　　　　　　　（平日10時から17時まで）
　　　　　　　　ＦＡＸ：03－6892－0540
８．専用ホームページ　　　 URL   http://hoiku-festa2016.jp/

東京都保育人材・保育所支援センター
キャラクター　ホイクマ

たくさんのみなさんの
ご参加を

お待ちしています♪
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東京都保育人材・保育所支援センター
キャラクター　ホイクマ

たくさんのみなさんの
ご参加を

お待ちしています♪

福祉保健 12 月号 3



　東京都では、がん検診の認知度が特に低い20代から30代までの若年層を
主な対象とし、がん検診について知ってもらうきっかけとするためのキャラク
ターを作成しました。９月から実施した名称投票では、1,152票と多くの投票
をいただき、この度、「モシカモくん」に決まりました。たくさんのご投票あ
りがとうございました。
　がん検診の認知度や受診率を向上させるため、「モシカモくん」を積極的に
活用し、様々な啓発に取り組んでいきます。

　都民や福祉実務者などの身近なハンドブックとしてご活用いただいている冊子「社会福祉の手引」の音
声版（ＤＡＩＳＹ版）を発行しました。東京都の社会福祉の各制度及び保健・医療分野の事業、福祉サービ
ス等の利用手続、相談機関等の最新情報を収録しています。

＜音声版（ＤＡＩＳＹ版）＞御利用につきましては、各区市町村立図書館等にお問い合わせください。

＜冊子版＞都民情報ルーム（都庁第一本庁舎３階北側　平日９時～18時15分）にて、
一部290円で販売しています。郵送販売、その他取扱書店については、都民情報
ルーム（ TEL  03-5388-2276）へお問い合わせください。

　がんは、都民の死因の第１位であり、２人に１人が一生のうちに何らかのがんになるといわれてい
ます。がんによる死亡を減らすためには、健康的な生活習慣を心掛けるとともに、定期的な検診の受
診等により、早期にがんを発見し、早期に治療に繋げることが重要です。

モシカモくんのLINEスタンプを無料配信します！
LINEスタンプは全部で8種類！無料でダウンロードできます。

がん検診認知度向上キャラクターが誕生しました！

「2015社会福祉の手引」の音声版（ＤＡＩＳＹ版）を発行しました！

～ 12/24 から LINEスタンプを無料配信します！～

スタンプのダウンロード期間：平成 27 年 12 月 24 日（木）～平成 28 年 3 月 16 日（水）
スタンプの利用期間：ダウンロード日より 180 日間

スタンプのダウンロードはこちらから
《がん検診認知度向上事業特設サイト》
http://www.gankenshin.com

問  福祉保健局保健政策部健康推進課    TEL  03-5320-4363   FAX  03-5388-1427

問  福祉保健局総務部総務課    TEL  03-5320-4032   FAX  03-5388-1400

がん検診を受けましょう！

検  索

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づくがん検診（厚生労働省）
がん 対象者 実施回数
胃がん検診 40 歳以上 年 1 回
肺がん検診 40 歳以上 年 1 回
大腸がん検診 40 歳以上 年 1 回
子宮頸がん検診 20 歳以上の女性 2 年に 1 回
乳がん検診 40 歳以上の女性 2 年に 1 回

　検診は、お住まいの区市町村が実施する住民検診、職場の検診、人間ドック等で受けられます。

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受け、地域の
社会福祉の向上のために活動する無報酬の公務員（都道府県の非常
勤・特別職）で、都内で約１万人が活動しています。高齢者や生活
に困っている方など地域の住民の立場に立って相
談に乗り、行政等の関係機関への橋渡しをしてい
ます。

　11月18日（水）、文京シビック大ホールにおいて、第69回東京都民生委
員・児童委員大会を開催しました。当日は、都内の民生委員・児童委員約
1,800名が出席しました。
　この大会は、多年にわたり顕著な功績があった民生委員・児童委員の表
彰を行うとともに、民生委員・児童委員活動の一層の振興を図ることを目
的として毎年度開催しているものです。
　挨拶に立った安藤副知事は、「民生委員・児童委員の皆様には、常日頃
から、地域に根ざした相談支援活動に昼夜を分かたず熱心に取り組んでい

ただいておりますことに、深く感謝申し上げます。」と述べ、知事表彰として、被表彰者1,250名の代表者３名に
表彰状を授与しました。続いて、今後一年間の民生委員・児童委員の活動指針となる大会宣言が採択されました。
　また、第２部では、「見えないから見えたもの―体験を通じて気付いた命の大切さと地域に求めること―」と題
して、岡山県立岡山盲学校講師の竹内昌彦氏による記念講演を行いました。

　11月29日（日）、東京都議会議事堂　都民ホール（新宿区）において、
平成27年度「麻薬・覚醒剤乱用防止運動都民大会」を開催しました。
　同大会は、全国で一斉に展開される麻薬・覚醒剤乱用防止運動（10月
１日から11月30日まで）の一環として、薬物乱用の根絶を目指して行わ
れたものです。
　当日は、「麻薬・覚醒剤乱用防止功労者」、「薬物乱用防止ポスター・

標語選考入賞者」の表彰を行いました。
　また、「危険ドラッグと闘おう！」をテー
マに、薬物乱用防止高校生会議に参加した都立東久留米総合高等学校及び都立清瀬
高等学校の活動成果発表を行うとともに、栗原類さんによる薬物乱用防止をテーマ
としたトークライブなどを実施し、青少年やその保護者世代に薬物乱用防止を強く
訴えました。
　薬物は、乱用者自身の将来を奪うだけでなく、家族や友人にも被害を及ぼしてし
まいます。勇気を持って断ることが何より大切です。東京都は、今後も薬物乱用の

根絶を目指し、普及啓発などの活動を一層推進して
いきます。

「麻薬・覚醒剤乱用防止運動都民大会」を開催しました

第69回東京都民生委員・児童委員大会を開催しました

問  福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL  03-5320-4031　 FAX  03-5388-1403

問  福祉保健局健康安全部薬務課　 TEL  03-5320-4505　 FAX  03-5388-1434

●ポスターの部 最優秀賞

●標語の部 最優秀賞

薬物で　逃げるな今の　自分から！

東大和市立第二中学校
２年　上岡　幸治さん

板橋区立中台中学校
２年　岡本　明里咲さん

民生委員制度は、

平成29年に、100周年を迎えます！

福祉保健 12 月号4
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　この大会は、多年にわたり顕著な功績があった民生委員・児童委員の表
彰を行うとともに、民生委員・児童委員活動の一層の振興を図ることを目
的として毎年度開催しているものです。
　挨拶に立った安藤副知事は、「民生委員・児童委員の皆様には、常日頃
から、地域に根ざした相談支援活動に昼夜を分かたず熱心に取り組んでい

ただいておりますことに、深く感謝申し上げます。」と述べ、知事表彰として、被表彰者1,250名の代表者３名に
表彰状を授与しました。続いて、今後一年間の民生委員・児童委員の活動指針となる大会宣言が採択されました。
　また、第２部では、「見えないから見えたもの―体験を通じて気付いた命の大切さと地域に求めること―」と題
して、岡山県立岡山盲学校講師の竹内昌彦氏による記念講演を行いました。

　11月29日（日）、東京都議会議事堂　都民ホール（新宿区）において、
平成27年度「麻薬・覚醒剤乱用防止運動都民大会」を開催しました。
　同大会は、全国で一斉に展開される麻薬・覚醒剤乱用防止運動（10月
１日から11月30日まで）の一環として、薬物乱用の根絶を目指して行わ
れたものです。
　当日は、「麻薬・覚醒剤乱用防止功労者」、「薬物乱用防止ポスター・

標語選考入賞者」の表彰を行いました。
　また、「危険ドラッグと闘おう！」をテー
マに、薬物乱用防止高校生会議に参加した都立東久留米総合高等学校及び都立清瀬
高等学校の活動成果発表を行うとともに、栗原類さんによる薬物乱用防止をテーマ
としたトークライブなどを実施し、青少年やその保護者世代に薬物乱用防止を強く
訴えました。
　薬物は、乱用者自身の将来を奪うだけでなく、家族や友人にも被害を及ぼしてし
まいます。勇気を持って断ることが何より大切です。東京都は、今後も薬物乱用の

根絶を目指し、普及啓発などの活動を一層推進して
いきます。

「麻薬・覚醒剤乱用防止運動都民大会」を開催しました

第69回東京都民生委員・児童委員大会を開催しました

問  福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課　 TEL  03-5320-4031　 FAX  03-5388-1403

問  福祉保健局健康安全部薬務課　 TEL  03-5320-4505　 FAX  03-5388-1434

●ポスターの部 最優秀賞

●標語の部 最優秀賞

薬物で　逃げるな今の　自分から！

東大和市立第二中学校
２年　上岡　幸治さん

板橋区立中台中学校
２年　岡本　明里咲さん

民生委員制度は、

平成29年に、100周年を迎えます！
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◆  セミナー「養育費と面会交流―子どもたちの未来のために―」の開催
日　時　平成 28 年１月 17 日（日）13 時 30 分から 16 時 30 分まで
会　場　セントラルプラザ 12 階会議室（新宿区神楽河岸１- １）
対象者　都民であって、ひとり親家庭及び離婚を考えている子のある家庭の父母等
内　容　養育費・面会交流に関する講演及び交流会
申込み　 電話又はファックスにて東京都ひとり親家庭支援センターはあと　
　　　　 TEL  03-5261-1278　 FAX  03-5261-1343 へ
問  養育費相談支援センター　 TEL  03-3980-4108

　　福祉保健局少子社会対策部育成支援課　 TEL  03-5320-4125

◆  都民向け精神保健啓発講演会
　こころの病は “ひとごと ”ではない！―病気の正しい理解と早期発見―
　こころの病は、誰でもかかる可能性のある身近な病気ですが、適切な治療を継続して受けることで病状が
回復するものです。病状を悪化させないためには、病気の早期発見が大切になります。
　しかし、身近な病気にもかかわらず、こころの病に対する理解が十分になされていないのが現状です。
　そこで、広く都民の皆さまにこころの病について、正しい理解を深めていただくよう、講演会を開催いた
します。ぜひご参加ください。
日　時　平成 28 年１月 24 日（日）14 時から 16 時まで（13 時 30 分から開場）
会　場　練馬区立区民・産業プラザ３Ｆココネリホール（練馬区練馬１-17- １）
定　員　450 人。事前申込不要。
講　師　香山 リカ（精神科医）
問  東京都精神障害者家族会連合会（東京つくし会） TEL  03-3304-1108

　　福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課 TEL  03-5320-4464

◆  「第10回花粉症予防・治療シンポジウム」を開催します
　来春のスギ花粉シーズンの前に、花粉症にお悩みの都民の方や、医師、薬剤師など医療関係の方を対象と
したシンポジウムを開催します。たくさんの方の参加をお待ちしております。
題　名　「第 10 回花粉症予防・治療シンポジウム」
日　時　平成 28 年１月 31 日（日）14 時から 16 時 30 分まで
会　場　健康安全研究センター　本館６階会議室（新宿区百人町３-24- １）
内容及び講師　座長　佐橋 紀男（東邦大学理学部 訪問教授）
　　　　　　　１　「今春の花粉飛散予測について」　　　　　　　村山 貢司
　　　　　　　　　（気象予報士・一般財団法人気象業務支援センター 専任主任技師）
　　　　　　　２　「林業分野における花粉症対策」　　　　　　　齋藤 央嗣
　　　　　　　　　（神奈川県自然環境保全センター研究企画部 主任研究員）
　　　　　　　３　「花粉症予防と対策及び治療に関する最新の話題」　　大久保 公裕
　　　　　　　　　（日本医科大学大学院医学研究科頭頸部・感覚器科学分野 教授）
定　員　140 名（参加無料／申込者多数の場合は抽選）
申込み　ホームページまたは往復はがきにより、次の①～⑦を記入し、お申込みください。
　　　　 ①「花粉症シンポジウム参加希望」　②氏名（ふりがな）　③郵便番号　④住所　⑤電話番号
　　　　⑥テーマに関する講師へのご質問（任意）　⑦メールアドレス※
　　　　※⑦は、ホームページからの申込みのみ

＜ホームページからの申込みの場合＞
http://www.tokyo-eiken.go.jp/center/gyouji/h27/kafun-symposium/
＜郵送による申込みの場合＞（往復はがき）
〒 169-0073　新宿区百人町３-24- １
健康安全研究センター 環境情報係 あて
申込期限　平成 28 年１月 15 日（金）※郵送の場合は当日必着　◎締め切り後、概ね１
週間以内に参加票をお送りします。
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課　 TEL  03-3363-3487

◆  老年学・老年医学公開講座
題　名　「認知症にやさしいコミュニティ」
日　時　平成 28 年１月 19 日（火）13 時 15 分から 16 時 15 分まで
会　場　文京シビックホール大ホール（文京区春日１－ 16 － 21）
講　師　 粟田 主一（東京都健康長寿医療センター研究所　自立促進と介護予防研究チーム研究部長）ほか。
申込み　当日先着 1,800 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
HP  http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

お知らせ
◆  講演会「正しく学んで今日から実践　よく分かる！子供のアレルギー」を開催します
　ぜん息等アレルギー疾患を持つ子供のご家族、保育所・幼稚園・学校関係者やアレルギーについて興味の
ある方等を対象に、専門の先生をお招きして講演会を開催いたします。たくさんの方のご参加をお待ちして
おります。
題　　名　「正しく学んで今日から実践　よく分かる！子供のアレルギー」
日　　時　平成 28 年１月 29 日（金）　13 時から 16 時 30 分まで
会　　場　東京都庁第一本庁舎　５階大会議場（新宿区西新宿二丁目８番１号）
内　　容　 「ぜん息と食物アレルギーの基礎知識と対応」
　　　　　（東京都立小児総合医療センター　アレルギー科部長　赤澤 晃）
　　　　　「スキンケアのポイントと工夫」
　　　　　（東京都立小児総合医療センター　看護部専門外来アレルギーエデュケーター　益子 育代）
定　　員　400 名（入場無料）
託　　児　定員６名（無料・事前申込み）
　　　　　対象は、１歳から就学前までの子供（但し、月齢の低い子供を優先）
申 込 み　 平成 28 年１月 20 日（水）必着　電話、ファックス、Ｅメール、または郵送によりお申込みくだ

さい。催し名、氏名（ふりがな）、住所、電話番号、所属（関係者の方のみ）、講師に対する質問、
保育の希望を記入もしくはお申し出ください。

申込み先　講演会運営事務局「株式会社　自然堂（じねんどう）」
　　　　　【電話】03-3317-8242（平日９:00 から 17:00）　【ＦＡＸ】03-6454-6915
　　　　　【Ｅメール】kodomo-a@jinendo.biz
　　　　　【郵送】〒 166-0004　杉並区阿佐谷南１-34- １　阿佐ヶ谷マンション 305
　　　　　　　　 株式会社 自然堂内 講演会運営事務局
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課　　 TEL  03-3363-3487

　　＊申込み先と問合せ先が異なりますので、ご注意ください。

◆  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

◆  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

親子で楽しむ重度ジュニア体操　※１ １月２４日（日）１３時３０分～１５時
身体障害児

（3歳以上小学生以下）
（四肢体幹障害）
介護者

必要
（申込期間：12/13～1/4）

チャレンジスポーツ（ソフトラクロス）　※２ １月２５日（月）１３時～１５時 障害児者 必要
（申込期間：12/14～1/4）

チャレンジスポーツ（スポーツ吹矢）　※３ ２月  ８日（月）１３時～１５時 障害児者 必要
（申込期間：12/26～1/18）

多
　摩

障害者週間記念事業　※４ １２月２０日（日）  9時～17時（予定）
障害児者・介護者
地域住民 不要新春もちつき　※５ １月１０日（日）12時～17時

　（餅がなくなり次第終了）
ユニカール体験会　※６ １月１１日（月・祝）13時～16時30分

※１ 重度の身体障害児を対象に、体操やフォークダンス、ボールや遊具を使用して親子で楽しく身体を動かしましょう。3月まで毎月（全3回）開催します。
※２、３　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。
  （※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 どなたでも楽しめるイベントが盛りだくさん！家族・友達を誘ってみんなで楽しい時間を過ごしませんか？
※５ 新年はもちつきから！　お餅をついてみんなで美味しくいただきましょう！
※６ ユニカールの体験とミニ大会を楽しみましょう！

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/
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◆  セミナー「養育費と面会交流―子どもたちの未来のために―」の開催
日　時　平成 28 年１月 17 日（日）13 時 30 分から 16 時 30 分まで
会　場　セントラルプラザ 12 階会議室（新宿区神楽河岸１- １）
対象者　都民であって、ひとり親家庭及び離婚を考えている子のある家庭の父母等
内　容　養育費・面会交流に関する講演及び交流会
申込み　 電話又はファックスにて東京都ひとり親家庭支援センターはあと　
　　　　 TEL  03-5261-1278　 FAX  03-5261-1343 へ
問  養育費相談支援センター　 TEL  03-3980-4108

　　福祉保健局少子社会対策部育成支援課　 TEL  03-5320-4125

◆  都民向け精神保健啓発講演会
　こころの病は “ひとごと ”ではない！―病気の正しい理解と早期発見―
　こころの病は、誰でもかかる可能性のある身近な病気ですが、適切な治療を継続して受けることで病状が
回復するものです。病状を悪化させないためには、病気の早期発見が大切になります。
　しかし、身近な病気にもかかわらず、こころの病に対する理解が十分になされていないのが現状です。
　そこで、広く都民の皆さまにこころの病について、正しい理解を深めていただくよう、講演会を開催いた
します。ぜひご参加ください。
日　時　平成 28 年１月 24 日（日）14 時から 16 時まで（13 時 30 分から開場）
会　場　練馬区立区民・産業プラザ３Ｆココネリホール（練馬区練馬１-17- １）
定　員　450 人。事前申込不要。
講　師　香山 リカ（精神科医）
問  東京都精神障害者家族会連合会（東京つくし会） TEL  03-3304-1108

　　福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課 TEL  03-5320-4464

◆  「第10回花粉症予防・治療シンポジウム」を開催します
　来春のスギ花粉シーズンの前に、花粉症にお悩みの都民の方や、医師、薬剤師など医療関係の方を対象と
したシンポジウムを開催します。たくさんの方の参加をお待ちしております。
題　名　「第 10 回花粉症予防・治療シンポジウム」
日　時　平成 28 年１月 31 日（日）14 時から 16 時 30 分まで
会　場　健康安全研究センター　本館６階会議室（新宿区百人町３-24- １）
内容及び講師　座長　佐橋 紀男（東邦大学理学部 訪問教授）
　　　　　　　１　「今春の花粉飛散予測について」　　　　　　　村山 貢司
　　　　　　　　　（気象予報士・一般財団法人気象業務支援センター 専任主任技師）
　　　　　　　２　「林業分野における花粉症対策」　　　　　　　齋藤 央嗣
　　　　　　　　　（神奈川県自然環境保全センター研究企画部 主任研究員）
　　　　　　　３　「花粉症予防と対策及び治療に関する最新の話題」　　大久保 公裕
　　　　　　　　　（日本医科大学大学院医学研究科頭頸部・感覚器科学分野 教授）
定　員　140 名（参加無料／申込者多数の場合は抽選）
申込み　ホームページまたは往復はがきにより、次の①～⑦を記入し、お申込みください。
　　　　 ①「花粉症シンポジウム参加希望」　②氏名（ふりがな）　③郵便番号　④住所　⑤電話番号
　　　　⑥テーマに関する講師へのご質問（任意）　⑦メールアドレス※
　　　　※⑦は、ホームページからの申込みのみ

＜ホームページからの申込みの場合＞
http://www.tokyo-eiken.go.jp/center/gyouji/h27/kafun-symposium/
＜郵送による申込みの場合＞（往復はがき）
〒 169-0073　新宿区百人町３-24- １
健康安全研究センター 環境情報係 あて
申込期限　平成 28 年１月 15 日（金）※郵送の場合は当日必着　◎締め切り後、概ね１
週間以内に参加票をお送りします。
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課　 TEL  03-3363-3487

◆  老年学・老年医学公開講座
題　名　「認知症にやさしいコミュニティ」
日　時　平成 28 年１月 19 日（火）13 時 15 分から 16 時 15 分まで
会　場　文京シビックホール大ホール（文京区春日１－ 16 － 21）
講　師　 粟田 主一（東京都健康長寿医療センター研究所　自立促進と介護予防研究チーム研究部長）ほか。
申込み　当日先着 1,800 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
HP  http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

お知らせ
◆  講演会「正しく学んで今日から実践　よく分かる！子供のアレルギー」を開催します
　ぜん息等アレルギー疾患を持つ子供のご家族、保育所・幼稚園・学校関係者やアレルギーについて興味の
ある方等を対象に、専門の先生をお招きして講演会を開催いたします。たくさんの方のご参加をお待ちして
おります。
題　　名　「正しく学んで今日から実践　よく分かる！子供のアレルギー」
日　　時　平成 28 年１月 29 日（金）　13 時から 16 時 30 分まで
会　　場　東京都庁第一本庁舎　５階大会議場（新宿区西新宿二丁目８番１号）
内　　容　 「ぜん息と食物アレルギーの基礎知識と対応」
　　　　　（東京都立小児総合医療センター　アレルギー科部長　赤澤 晃）
　　　　　「スキンケアのポイントと工夫」
　　　　　（東京都立小児総合医療センター　看護部専門外来アレルギーエデュケーター　益子 育代）
定　　員　400 名（入場無料）
託　　児　定員６名（無料・事前申込み）
　　　　　対象は、１歳から就学前までの子供（但し、月齢の低い子供を優先）
申 込 み　 平成 28 年１月 20 日（水）必着　電話、ファックス、Ｅメール、または郵送によりお申込みくだ

さい。催し名、氏名（ふりがな）、住所、電話番号、所属（関係者の方のみ）、講師に対する質問、
保育の希望を記入もしくはお申し出ください。

申込み先　講演会運営事務局「株式会社　自然堂（じねんどう）」
　　　　　【電話】03-3317-8242（平日９:00 から 17:00）　【ＦＡＸ】03-6454-6915
　　　　　【Ｅメール】kodomo-a@jinendo.biz
　　　　　【郵送】〒 166-0004　杉並区阿佐谷南１-34- １　阿佐ヶ谷マンション 305
　　　　　　　　 株式会社 自然堂内 講演会運営事務局
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課　　 TEL  03-3363-3487

　　＊申込み先と問合せ先が異なりますので、ご注意ください。

◆  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

◆  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

親子で楽しむ重度ジュニア体操　※１ １月２４日（日）１３時３０分～１５時
身体障害児

（3歳以上小学生以下）
（四肢体幹障害）
介護者

必要
（申込期間：12/13～1/4）

チャレンジスポーツ（ソフトラクロス）　※２ １月２５日（月）１３時～１５時 障害児者 必要
（申込期間：12/14～1/4）

チャレンジスポーツ（スポーツ吹矢）　※３ ２月  ８日（月）１３時～１５時 障害児者 必要
（申込期間：12/26～1/18）

多
　摩

障害者週間記念事業　※４ １２月２０日（日）  9時～17時（予定）
障害児者・介護者
地域住民 不要新春もちつき　※５ １月１０日（日）12時～17時

　（餅がなくなり次第終了）
ユニカール体験会　※６ １月１１日（月・祝）13時～16時30分

※１ 重度の身体障害児を対象に、体操やフォークダンス、ボールや遊具を使用して親子で楽しく身体を動かしましょう。3月まで毎月（全3回）開催します。
※２、３　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。
  （※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 どなたでも楽しめるイベントが盛りだくさん！家族・友達を誘ってみんなで楽しい時間を過ごしませんか？
※５ 新年はもちつきから！　お餅をついてみんなで美味しくいただきましょう！
※６ ユニカールの体験とミニ大会を楽しみましょう！

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/
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◆  セミナー「養育費と面会交流―子どもたちの未来のために―」の開催
日　時　平成 28 年１月 17 日（日）13 時 30 分から 16 時 30 分まで
会　場　セントラルプラザ 12 階会議室（新宿区神楽河岸１- １）
対象者　都民であって、ひとり親家庭及び離婚を考えている子のある家庭の父母等
内　容　養育費・面会交流に関する講演及び交流会
申込み　 電話又はファックスにて東京都ひとり親家庭支援センターはあと　
　　　　 TEL  03-5261-1278　 FAX  03-5261-1343 へ
問  養育費相談支援センター　 TEL  03-3980-4108

　　福祉保健局少子社会対策部育成支援課　 TEL  03-5320-4125

◆  都民向け精神保健啓発講演会
　こころの病は “ひとごと ”ではない！―病気の正しい理解と早期発見―
　こころの病は、誰でもかかる可能性のある身近な病気ですが、適切な治療を継続して受けることで病状が
回復するものです。病状を悪化させないためには、病気の早期発見が大切になります。
　しかし、身近な病気にもかかわらず、こころの病に対する理解が十分になされていないのが現状です。
　そこで、広く都民の皆さまにこころの病について、正しい理解を深めていただくよう、講演会を開催いた
します。ぜひご参加ください。
日　時　平成 28 年１月 24 日（日）14 時から 16 時まで（13 時 30 分から開場）
会　場　練馬区立区民・産業プラザ３Ｆココネリホール（練馬区練馬１-17- １）
定　員　450 人。事前申込不要。
講　師　香山 リカ（精神科医）
問  東京都精神障害者家族会連合会（東京つくし会） TEL  03-3304-1108

　　福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課 TEL  03-5320-4464

◆  「第10回花粉症予防・治療シンポジウム」を開催します
　来春のスギ花粉シーズンの前に、花粉症にお悩みの都民の方や、医師、薬剤師など医療関係の方を対象と
したシンポジウムを開催します。たくさんの方の参加をお待ちしております。
題　名　「第 10 回花粉症予防・治療シンポジウム」
日　時　平成 28 年１月 31 日（日）14 時から 16 時 30 分まで
会　場　健康安全研究センター　本館６階会議室（新宿区百人町３-24- １）
内容及び講師　座長　佐橋 紀男（東邦大学理学部 訪問教授）
　　　　　　　１　「今春の花粉飛散予測について」　　　　　　　村山 貢司
　　　　　　　　　（気象予報士・一般財団法人気象業務支援センター 専任主任技師）
　　　　　　　２　「林業分野における花粉症対策」　　　　　　　齋藤 央嗣
　　　　　　　　　（神奈川県自然環境保全センター研究企画部 主任研究員）
　　　　　　　３　「花粉症予防と対策及び治療に関する最新の話題」　　大久保 公裕
　　　　　　　　　（日本医科大学大学院医学研究科頭頸部・感覚器科学分野 教授）
定　員　140 名（参加無料／申込者多数の場合は抽選）
申込み　ホームページまたは往復はがきにより、次の①～⑦を記入し、お申込みください。
　　　　 ①「花粉症シンポジウム参加希望」　②氏名（ふりがな）　③郵便番号　④住所　⑤電話番号
　　　　⑥テーマに関する講師へのご質問（任意）　⑦メールアドレス※
　　　　※⑦は、ホームページからの申込みのみ

＜ホームページからの申込みの場合＞
http://www.tokyo-eiken.go.jp/center/gyouji/h27/kafun-symposium/
＜郵送による申込みの場合＞（往復はがき）
〒 169-0073　新宿区百人町３-24- １
健康安全研究センター 環境情報係 あて
申込期限　平成 28 年１月 15 日（金）※郵送の場合は当日必着　◎締め切り後、概ね１
週間以内に参加票をお送りします。
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課　 TEL  03-3363-3487

◆  老年学・老年医学公開講座
題　名　「認知症にやさしいコミュニティ」
日　時　平成 28 年１月 19 日（火）13 時 15 分から 16 時 15 分まで
会　場　文京シビックホール大ホール（文京区春日１－ 16 － 21）
講　師　 粟田 主一（東京都健康長寿医療センター研究所　自立促進と介護予防研究チーム研究部長）ほか。
申込み　当日先着 1,800 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
HP  http://www.tmghig.jp/J_TMIG/J_index.html

お知らせ
◆  講演会「正しく学んで今日から実践　よく分かる！子供のアレルギー」を開催します
　ぜん息等アレルギー疾患を持つ子供のご家族、保育所・幼稚園・学校関係者やアレルギーについて興味の
ある方等を対象に、専門の先生をお招きして講演会を開催いたします。たくさんの方のご参加をお待ちして
おります。
題　　名　「正しく学んで今日から実践　よく分かる！子供のアレルギー」
日　　時　平成 28 年１月 29 日（金）　13 時から 16 時 30 分まで
会　　場　東京都庁第一本庁舎　５階大会議場（新宿区西新宿二丁目８番１号）
内　　容　 「ぜん息と食物アレルギーの基礎知識と対応」
　　　　　（東京都立小児総合医療センター　アレルギー科部長　赤澤 晃）
　　　　　「スキンケアのポイントと工夫」
　　　　　（東京都立小児総合医療センター　看護部専門外来アレルギーエデュケーター　益子 育代）
定　　員　400 名（入場無料）
託　　児　定員６名（無料・事前申込み）
　　　　　対象は、１歳から就学前までの子供（但し、月齢の低い子供を優先）
申 込 み　 平成 28 年１月 20 日（水）必着　電話、ファックス、Ｅメール、または郵送によりお申込みくだ

さい。催し名、氏名（ふりがな）、住所、電話番号、所属（関係者の方のみ）、講師に対する質問、
保育の希望を記入もしくはお申し出ください。

申込み先　講演会運営事務局「株式会社　自然堂（じねんどう）」
　　　　　【電話】03-3317-8242（平日９:00 から 17:00）　【ＦＡＸ】03-6454-6915
　　　　　【Ｅメール】kodomo-a@jinendo.biz
　　　　　【郵送】〒 166-0004　杉並区阿佐谷南１-34- １　阿佐ヶ谷マンション 305
　　　　　　　　 株式会社 自然堂内 講演会運営事務局
問  健康安全研究センター健康危機管理情報課　　 TEL  03-3363-3487

　　＊申込み先と問合せ先が異なりますので、ご注意ください。

◆  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

◆  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

親子で楽しむ重度ジュニア体操　※１ １月２４日（日）１３時３０分～１５時
身体障害児

（3歳以上小学生以下）
（四肢体幹障害）
介護者

必要
（申込期間：12/13～1/4）

チャレンジスポーツ（ソフトラクロス）　※２ １月２５日（月）１３時～１５時 障害児者 必要
（申込期間：12/14～1/4）

チャレンジスポーツ（スポーツ吹矢）　※３ ２月  ８日（月）１３時～１５時 障害児者 必要
（申込期間：12/26～1/18）

多
　摩

障害者週間記念事業　※４ １２月２０日（日）  9時～17時（予定）
障害児者・介護者
地域住民 不要新春もちつき　※５ １月１０日（日）12時～17時

　（餅がなくなり次第終了）
ユニカール体験会　※６ １月１１日（月・祝）13時～16時30分

※１ 重度の身体障害児を対象に、体操やフォークダンス、ボールや遊具を使用して親子で楽しく身体を動かしましょう。3月まで毎月（全3回）開催します。
※２、３　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。
  （※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 どなたでも楽しめるイベントが盛りだくさん！家族・友達を誘ってみんなで楽しい時間を過ごしませんか？
※５ 新年はもちつきから！　お餅をついてみんなで美味しくいただきましょう！
※６ ユニカールの体験とミニ大会を楽しみましょう！

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/

福祉保健 12 月号 7



福祉保健　 vol.136　平成27年12月発行
印刷物規格表第１類　印刷番号（26）52  　〒163-8001　東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都福祉保健局総務部総務課広報係　☎ 03-5320-4032（ダイヤルイン）　FAX03-5388-1400

1日 保育士就職支援セミナー
保育士就職支援研修・就職相談会

2日 第10期東京都福祉のまちづくり推進協議会第5回専門部会
第140回老年学・老年医学公開講座「医療と介護の今を支える最先端テクノロジー」

4日 「職場で始める！感染症対応力向上プロジェクト」説明会
5日 第29回東京都老人クラブ大会

ふれあいナースバンク再就職相談会
6日 第1回食品の適正表示推進者育成講習会

第64回「こどもの碑」慰霊祭
第5回都医学研都民講座「目を老化から守るために」
第5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

7日 フクシの魅力☆発見セミナー
8日 TOKYO手話カレッジ

東京都小児がん診療連携協議会市民公開講座「子どものがんを考える」
9日 第2回東京DMAT企画・調整小委員会

保育士就職支援研修・就職相談会
「職場で始める！感染症対応力向上プロジェクト」説明会

11日 介護就職デイ　ふくしワーク就職フェア
12日 高田馬場駅前における新宿区・東京都子供家庭総合センター合同子供の健やかな育ちを支えるキャンペーン
13日 ふれあいナースバンク再就職相談会

東京都糖尿病予防対策講演会「糖尿病・メタボ予防で考える『健康な職場』の作り方」
第一本庁舎・都立施設ブルーライトアップ（～15日）

14日 第24回東京都監察医務院公開講座
フクシの魅力☆発見セミナー

15日 Tokyo健康ウオーク2015

フクシの魅力☆発見セミナー
16日 東京都児童福祉審議会第4回専門部会（家庭的養護の推進）
17日 東京都花粉症対策本部第12回全体会

第4回東京都健康安全研究センター　環境保健衛生シンポジウム「放射線と私たちのくらし～知りたい！
放射線のホントのところ～」
第11回アジア感染症対策プロジェクト会議・第7回共同調査研究会議（～19日）

18日 第69回東京都民生委員・児童委員大会
20日 HIV/エイズ啓発ライブイベント「Words of Love～Let’s talk about HIV/AIDS～」

フクシの魅力☆発見セミナー
21日 フクシの魅力☆発見セミナー

都民向け精神保健啓発講演会『子供の心の健康を守るために～「心の病」の早期発見・早期治療～』
22日 介護のコト体験フェア～来て！見て！感じて！！フクシのコト～

味の素スタジアムにおける児童虐待防止キャンペーン
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」

23日 池袋エイズフェス’15
24日 第17回東京都がん対策推進協議会
26日 2015介護就職デイ　ふくしワーク就職フェア

エボラ出血熱対応訓練
薬草教室「ブルガリアのバラと野草」

27日 未成年者喫煙防止ポスターコンクール表彰式
東京都健康安全研究センター公開セミナー「デング熱・食品添加物・医療機器について学んでみませんか？」

28日 第一本庁舎を赤色にライトアップ（～12月15日）
29日 麻薬・覚醒剤乱用防止運動都民大会

フクシの魅力☆発見セミナー
30日 第3回食の安全都民講座「今、気を付けたい食中毒～ノロウイルスと食肉による食中毒を考える～」

11
月
の
動
き

　インフルエンザは、咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことや、
ウイルスの付着した手で鼻や口を触ることで感染します。毎年インフルエ
ンザ罹患者の約半数は 10 歳未満の子供であり、普段集団生活をすること
が多い子供たちの接触による感染を予防することが大切です。インフルエ
ンザを予防するには、「マスクの着用」、「咳エチケット」、そして「手洗い」
が効果的です。
　そこで都は、「手洗い」の大切さを子供にもわかりやすい形で伝えるため、
インフルエンザ予防啓発ポスター・リーフレットとともに、新たに「正しい
手洗いの方法」を解説する動画を作成しました。作成にあたっては、子供か
ら大人まで広い世代で知名度のあるガチャピンとムックを採用しました。
　また、インフルエンザの流行状況などの最新情報に都民が簡単にアクセ
スできる、スマートフォン用情報サイトを立ち上げました。
　ぜひ御家庭等で御覧いただき、インフルエンザの予防に役立ててください。

問  福祉保健局健康安全部感染症対策課　 TEL 03-5320-4347　FAX 03-5388-1432

　１　正しい手洗い動画
　接触感染を予防す
るための、正しい手
洗い方法が映像でわ
かります。
　子供にも楽しんで
学んでいただけるよ
う、実際に手を洗う
ときの視点で一連の
手順をガチャピンと
ムックがわかりやす
く解説します。
　動画は、東京都の
ホームページからも
御覧いただけます。
https ://youtu.be/2DQSutXsLsY

　２　東京都インフルエンザ情報サイト
　インフルエンザ
に関する情報に簡
単にアクセスでき
るスマートフォン
用情報サイトを新
たに開設しました。
　都内のインフル
エンザの流行情報
や手洗い動画など
が、いつでも閲覧
いただけます。
h t t p : / / w w w .
fukush ihoken .
metro.tokyo.jp/flu/index.
html

インフルエンザを予防しましょう
～ガチャピンとムックが予防を呼びかけます！～

【啓発ポスター・リーフレット】

【スマートフォン用サイト】 


